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みよし市長

謹んで新年のお慶びを　申し上げます謹んで新年のお慶びを　申し上げます

小野田賢治

謹賀新年謹賀新年

　明けましておめでとうございます。市民の皆さまには、輝かし
い新年をお迎えのことと、心よりお慶び申し上げます。
　私は、8つの政策と30の施策をまちづくり政策として掲げ、2
期目の市政運営を進めております。
　本市では、本年度から「まちづくり」の基本となる「第2次みよし
市総合計画」がスタートいたしました。この計画では、20年後の
本市の将来像に「みんなで育む　笑顔輝く　ずっと住みたいまち」
を掲げ、さまざまな施策を進めております。
　特に子育て支援では、切れ目のない子育て支援環境の整備とし
て「妊娠おめでとうプレゼント事業」を開始して、子育てに役立つ
情報や助言を受けやすい環境を整えました。
　また、待機児童に関しては、既存の保育室の使用方法を見直し
て受け入れ態勢を整備し、昨年10月末に行った新年度の保育園
入園受け付けによると、令和2年度は「待機児童数ゼロ」を達成で
きる見込みです。
　地区拠点施設の整備では、昨年8月「おかよし交流センター」を
開館し、行政区の範囲を超えた市民の皆さまの活動の拠点として、
地域活動の推進に役立てていただいております。
　平成22年1月4日にみよし市は市制を施行し、本年は市制施行
10周年を迎えます。記念式典をはじめ、多くの記念事業を予定
しておりますので、市民の皆さまとともに、この節目の年を祝っ
ていきたいと考えております。
　結びに、本年も市政に対しまして、引き続きご理解、ご協力を
賜りますようお願い申し上げるとともに、市民の皆さまのますま
すのご健勝とご多幸をお祈りいたしまして、新年のごあいさつと
させていただきます。
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謹んで新年のお慶びを　申し上げます謹んで新年のお慶びを　申し上げます

みよし市議会議長みよし市議会議長

藤川仁司藤川仁司

　新年明けましておめでとうございます。皆さまにおかれまして
は、清々しい初春を迎えられていることと、心からお慶び申し上
げます。併せて、日ごろより市議会活動に対してご理解、ご協力
を賜り、議会を代表し厚くお礼申し上げます。
　昨年もさまざまな行事にお招きいただき、ありがとうございま
した。地域の中で元気に活動される皆さまに刺激を受け、我々議
員一同も議会活動に、より一層励むことができました。市議会は
昨年の改選により、新規議員4名を含む新たな議会構成となり、
20名全員で気持ちを新たに円滑で効率的な議会運営に努めてま
いります。
　議会では、議会広報「きずな」を年5回発行し、議員や委員会の
活動状況や議会の主な出来事などを発信しています。また、昨年
10月には、「行政調査報告会」を開催し、先進市に直接訪問して
調査した内容の報告や各委員会の考えを市民の皆さまへお伝えし
ました。皆さまからいただきましたたくさんの貴重なご意見は、
市への提言につなげてまいります。議会としましては、皆さまに
とってより身近な開かれた議会となるよう、より多くの声を聴か
せていただくための機会を作っていきたいと考えております。
　私たち市議会は、市民目線で市政を厳しく監視し、みよし市が
一層住みよいまちとなるよう、また、皆さまの声を市政に反映さ
せるべく全力で議会活動に取り組んでまいります。
　結びに、迎えた新年が皆さまにとって素晴らしい年となります
よう祈念申し上げますとともに、ふるさと「みよし」のさらなる発
展に全力を注いでまいりますことをお誓い申し上げ、年頭のごあ
いさつといたします。
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①成人式（1月13日 サンアート）①成人式（1月13日 サンアート）

⑤みよし市・士別市少年野球交流会⑤みよし市・士別市少年野球交流会
　（3月29日 三好公園野球場）　（3月29日 三好公園野球場）

⑧⑧少年の主張みよし市大会少年の主張みよし市大会
　（6月15日 サンアート）　（6月15日 サンアート）

⑬三好いいじゃんまつり（8月18日 三好稲荷閣周辺道路）⑬三好いいじゃんまつり（8月18日 三好稲荷閣周辺道路）

⑥⑥みよし市長争奪中学校総合体育大会みよし市長争奪中学校総合体育大会
　（4月27日～29日 総合体育館 他）　（4月27日～29日 総合体育館 他）

⑭おかよし交流センター開館記念式典⑭おかよし交流センター開館記念式典
　（8月23日 おかよし交流センター）　（8月23日 おかよし交流センター）

⑱文化祭（菊花展）⑱文化祭（菊花展）
　（10月31日～11月3日 サンアート）　（10月31日～11月3日 サンアート）

②新春みよし市マラソン駅伝大会②新春みよし市マラソン駅伝大会
　（1月27日　三好公園陸上競技場 他）　（1月27日　三好公園陸上競技場 他）

⑨⑨市民カヌー大会市民カヌー大会
　（6月30日 三好池カヌー競技場）　（6月30日 三好池カヌー競技場）

③保田ケ池公園植樹祭③保田ケ池公園植樹祭
　（2月16日 保田ケ池公園）　（2月16日 保田ケ池公園）

⑩広報みよしリニューアル（8月1日）⑩広報みよしリニューアル（8月1日）

みよしのみよしのニューニュースス
2019

　昨年もみよし市ではさまざまな出来事
がありました。2019年を写真で振り返
ります。
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⑮福祉フェスタ（9月14日 サンアート）⑮福祉フェスタ（9月14日 サンアート）

⑲産業フェスタ（11月3日 さんさんの郷）⑲産業フェスタ（11月3日 さんさんの郷）
⑳みんなの⑳みんなの病院感謝祭病院感謝祭
　（11月10日 みよし市民病院）　（11月10日 みよし市民病院）

④生涯学習発表会（3月2日 サンアート）④生涯学習発表会（3月2日 サンアート）

⑦春の文化展（5月16日～19日 サンアート）⑦春の文化展（5月16日～19日 サンアート）

⑪⑪三好池まつり（8月3日 三好池）三好池まつり（8月3日 三好池）

⑯⑯長寿お祝い会（9月27日 サンアート）長寿お祝い会（9月27日 サンアート）
⑰⑰三好八幡社秋の大祭三好八幡社秋の大祭
　（10月20日 三好上・下行政区）　（10月20日 三好上・下行政区）

㉑第14回愛知県市町村対抗駅伝競走大会㉑第14回愛知県市町村対抗駅伝競走大会
　（12月7日 愛・地球博記念公園）　（12月7日 愛・地球博記念公園）

⑫⑫三好大提灯まつり（8月17・18日 三好稲荷閣）三好大提灯まつり（8月17・18日 三好稲荷閣）
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市政情報や皆さんに特にお知らせしたい情報をお届けします。市 政 ニ ュ ー ス

※贈与税の申告期間は2月3日（月）から3月16日（月）まで、消費税
の申告期限は3月31日（火）までです。
※申告書の提出期限に遅れて申告した場合などは、新たに加算税が
賦課される場合がある他、法定申告期限の翌日から納付日までの延
滞税を併せて納付しなければなりませんのでご注意ください。

納税および還付について

  申告は期限内に！
  確定申告

所得税・復興特別所得税および消費税・地方消
費税の確定申告、贈与税の申告に関して

市民税・県民税に関して

豊田税務署　☎0565-35-7777
　　　　　　自動音声案内「0」

税務課（市民税担当）
☎32-8003　
N32-2585

■ふるさと納税
　ふるさと納税のワンストップ特例の
適用を申請している人で、次のいずれ
かに該当する人は、ワンストップ特例
が適用されなくなります。控除を受け
るためには、全てのふるさと納税に係
る寄付金を含めて確定申告をする必要
があります。
①�医療費控除などの適用を受けるな
ど、令和元年分の確定申告をする人

②ふるさと納税先が6団体以上ある人

　申告書の配布・提出を、2月3日（月）から市役所2階税務課、サンネットで受け付け
ます。ただし、配布できる申告書に限りがあるため、事前にお問い合わせください。

※振替納税は、申告期限までに確定申告書を提出され
た場合に限り利用できます。
　還付される税金がある場合には、確定申告書の「還付
される税金の受取場所」欄に振込先金融機関名、支店名、
預金種類および口座番号（ゆうちょ銀行の口座への振り
込みの場合は記号および番号）を正確にご記入ください。

　納税は、安心で便利な振替納税をご利用ください。

税目 申告・納税期限 口座振替日
申告所得税・復興特別所得税 3月16日（月） 4月21日（火）
消費税・地方消費税 3月31日（火） 4月23日（木）

■個人住民税
　所得税の確定申告をした場合には、
原則その内容を住民税に反映するもの
としていますが、上場株式等に係る譲
渡損失の損益通算および繰越控除の申
告など、一部の所得や控除については、
当該年度の個人住民税の納税通知書が
送達されるまでに確定申告書を提出し
ていなければ、個人住民税に反映でき
ないものがあります。期限内の申告を
心掛けてください。

令和元年分の確定申告にあたっての留意事項

申告書の配布・提出

■医療費控除
　平成29年分の確定申告から、領収
書の提出の代わりに「医療費控除の明
細書」が必要となりました（令和元年分
までの確定申告については、領収書の
添付、または提示によることもできま
す）。ただし、医療費の領収書は自宅
で5年間保存する必要があります。

国税庁
確定申告書等作成コーナー

検 索

※例年、申告会場は大変混雑します。ぜひ自宅で確定申告書を作成してください。

国税庁ホームページにアクセス

指示に従い入力

提出は、
e-Taxまたは郵送
でOK！

パソコン・スマホから確定申告ができます０待ち時間待ち時間
ゼロ！ゼロ！

申告・相談期間
2月17日（月）～3月16日（月）
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※各申告会場、説明会について、混雑状況により、早めに受け付けを終了する場合がありますので、ご了承ください。
※豊田市福祉センターでは、確定申告や申告会場、説明会の問い合わせは受けられません。

※例年、午前、午後それぞれの早い時間帯や受付開始から
1週間程度は、大変混み合います。分散利用にご協力くだ
さい。

みよし市役所申告会場

　2019年中に住宅ローンなどを利用して自宅
を新築、または購入した人が対象の説明会で

日時 2月8日（土）・9日（日）
　　公的年金等受給者説明会…9：00～9：30（受付時間）
　　医療費控除説明会（※）…13：00～13：30（受付時間）
場所 豊田市福祉センター4階　定員 それぞれ先着で100人

（※）参加者は領収書を取りまとめ、医療を受けた人ごと、医療機関ごと
の医療費の合計額を記載した一覧表を作成しておいてください。また、
保険などで補てんされた（補てんされる予定額を含む）金額の分かるもの
もお持ちください。

住宅借入金等特別控除に関する
確定申告説明会

東海税理士会豊田支部主催の説明会

□�所得金額の分かるもの（源泉徴収票の原本など）
□各種控除証明書の原本
□筆記用具、電卓
□�印鑑（朱肉を使用するもの）
□�マイナンバーカード
　（または、通知カードと運転免許証など）

申告会場、説明会、相談会への
持ち物チェックリスト□�

2月17日（月）～3月16日（月）の平日
9：00～11：00、13：00～16：00

対象  給与所得者・年金受給者の申告および申告相談

みよし市役所3階研修室1・2・3

※次に該当する人は、みよし市役所申告会場で相談でき
ません。下記の豊田市福祉センター申告会場をご利用く
ださい。
�住宅借入金等特別控除のある人、自営業の人、農業の人、貸
家・貸地のある人、土地・建物・株式などの譲渡や贈与のあっ
た人、株の配当のあった人、外国において支払われる公的年
金のあった人、消費税の申告が必要な人

場所

□�申告者名義の預貯金口座番号の分かるもの
　（還付申告の場合）
□�昨年までに電子申告に係る利用者識別番号の交付を
受けた人は、その通知書など利用者識別番号の分か
るもの

□�以前申告相談会場を利用した人は、確定申告書の控
えの入った封筒

□�税務署から確定申告書、確定申告書のお知らせの封
書、またははがきが送られてきた人はその書類

談 明会 会相 説＆

ホームページ

※駐車場に限りがありますので、公共交通機関をご利用くだ
さい。

豊田市福祉センター申告会場豊田市福祉センター申告会場

　「豊田市福祉センター申告会場」の開設期間以外の日は、豊田税務署で
所得税・消費税の申告相談を行います。電話での事前予約（☎0565-35-
7777（自動音声案内「2」））が必要ですので、ご注意ください。

2月17日（月）～3月16日（月）の平日
9：00～17：00（受け付けは16：00まで）
2月17日（月）～3月16日（月）の平日
9：00～17：00（受け付けは16：00まで）
※2月24日（振休）、3月1日（日）は開設。

対象  給与所得者・年金受給者などの申告、住宅借
入金等特別控除のある人、自営業の人、農業
の人、貸家・貸地のある人、土地・建物・株式
などの譲渡や贈与のあった人、株の配当のあ
った人、外国において支払われる公的年金の
あった人、消費税の申告が必要な人などの申
告および申告相談

豊田市福祉センター4階（豊田市錦
にしき

町1-1-1）場所場所

※2月14日（金）までは、所得税は還付申告
のみです。3月17日（火）から3月31日（火）
までは消費税の申告相談を優先します。

す。必要書類など、詳しくは国税庁ホームペー
ジをご覧ください。
日時 �2月13日（木）・14日（金）9：00～

17：00（受け付けは16：00まで）
場所 豊田市福祉センター4階
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市政情報や皆さんに特にお知らせしたい情報をお届けします。市 政 ニ ュ ー ス

■�平成29年度から3つの日常生活圏域（きたよし・なかよし・みなよし）に
地域包括支援センターを設置しました。

※地域包括支援センターは、日常生活圏域ごとに事業を展開しています。
■�国などの動きを踏まえ、拠点に新たな機能を追加しました。

■�拠点構想で集約した機能を　　　　　　　　　　　　　　　と��

　　　　　　　　　　　　　���に分けました。

日常生活圏域で対応する機能

市民病院で対応する機能

　市では、全ての市民が地域で安心して、その人
らしく暮らしていけるような仕組みづくりを目指
して、福祉・医療・介護の総合的な支援の指針となる
「みよし市福祉・医療・介護長期構想」を平成27年度に
策定しました。これは20年先を見据え、市が取り組
むべき方向性と市民の将来像を示したものです。平
成28年度には「みよし市福祉・医療・介護拠点構想」を
策定。策定から現在までの進捗状況をお知らせしま
す。詳しくはホームページでも確認できます。

みよし市福祉・医療・介護拠点施設あり方検討会議

みよし市福祉・医療・介護長期構想策定

みよし市福祉・医療・介護拠点構想策定

令和元年度令和元年度

平成27年度平成27年度

平成28年度平成28年度

平成29年度平成29年度

平成30年度平成30年度

長期構想で目指すものが効果的かつ効率的に
発揮できる拠点施設を整備することを盛り込む

■コンセプトを「『健康寿命の延伸』のための拠点」と設定しました。
■市民病院周辺を保健・医療・介護の拠点としました。
■予防を重視するとともに、予防からリハビリまでを行える機能を集約しました。

　地域包括ケアシステムとは、可能な限り住み慣れた地域で、自分らしい暮
らしを人生の最期まで続けることができるよう、地域全体で行う支援・サー
ビス提供体制のことです。

　この植木鉢図は、地域包括ケアシステムの構成をイメージしたものです。
地域包括ケアシステムを支える基盤は、「①本人の選択と本人家族の心構え」
です。また、地域で生活を継続するための土台となるのは「②すまいとすま
い方」であり、住み慣れた地域で暮らすために欠かせないのが「③介護予防・
生活支援」です。そして皿と植木鉢、土があるからこそ役割が十分に発揮で
きるのが「④医療・看護」、「⑤介護・リハビリテーション」、「⑥保健・福祉」で
あり、これらの全ての要素によって、住み慣れた地域で自分らしい暮らしを
人生の最期まで続けることが可能となります。

経過

  みよし市福祉・医療・介護長期構想に基づく「拠点構想」の進捗状況
　長寿介護課　☎32-8009　N34-3388

長期構想が目指すのは…長期構想が目指すのは…

これを実現するために必要なのは…
1��セルフケアを推進し、健康長寿をサポート
2�地域の助け合いで、安心生活をサポート
3�福祉・医療・介護が連携してサポート

生まれてからずっと、安心して暮らせるまち生まれてからずっと、安心して暮らせるまち
みよし市版みよし市版地域包括ケアシステム地域包括ケアシステムの実現の実現

地域包括ケアシステム地域包括ケアシステム知っていますか知っていますか？

出典：平成28年3月�地域包括ケア研究会報告書

  この植木鉢図は、地域包括ケアシステムの５つの構成要素（住まい・医療・介護・予防・生活支

援）が相互に関係しながら、一体的に提供される姿として図示したものです。 

  本人の選択が最も重視されるべきであり、本人・家族がどのように心構えを持つかという地域生活を継

続する基礎を皿と捉え、生活の基盤となる「住まい」を植木鉢、その中に満たされた土を「介護予防・生

活支援」、専門的なサービスである「医療・看護」「介護・リハビリテーション」「保健・福祉」を葉として描い

ています。 

  介護予防と生活支援は、地域の多様な主体によって支援され、養分をたっぷりと蓄えた土となり、葉

として描かれた専門職が効果的に関わり、尊厳ある自分らしい暮らしの実現を支援しています。 

出典：平成28年3月 地域包括ケア研究会報告 「地域包括ケアシステムと地域マネジメント」 

地域包括ケアについて 

①①
②②

③③

④④

⑤⑤

⑥⑥

ホームページ
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詳
くわ

しくは、長
ち ょ う じ ゅ か い ご か

寿介護課へお問
と

い合
あ

わせください。

今後の考え方  目標年度：令和7年（2025年）

　きたよし地域の高齢者人口の急激な増加が予測され
るため、この地域での対応を充実させる必要があり、
4カ所目の地域包括支援センターを「おかよし地域」に
整備することを検討します。

　地域の自主性を育むことや理学療法士などのリハビ
リ専門職員が、介護予防教室の運営や事業評価につい
て助言する仕組みの導入を進めます。

　一般病床20床を地域包括ケア病床に転換し、在宅復帰に
向けての医療などの提供体制を充実させます。

　既設リハビリテーション室の拡張および理学療法士などを
増員し、在宅復帰や介護予防の支援の充実を図ります。

　在宅医療を受ける人の増加が見込まれることから、看護師
などの人員の拡充を行います。

　保健師、栄養士など専門職と連携協力を図り、健常から要
介護になるまでの中間の状態の対応などを充実させ、セルフ
ケアを推進します。

　今後整備が検討される公共施設などへの、トレーニ
ングルームや機器の設置に向け、検討します。

　地域の住民同士で話し合う場である協議体を設置
し、今後、住民主体の取り組みを支援します。

　サービス提供体制は整備済みのため、今後は利用促進に向
けた周知の強化を行います。

地域包括支援センターの機能を充実させます

介護予防教室を充実させます

トレーニングルームを拡充させます

通所型サービス（住民主体型）の開設を支援します 通所型サービス（短期集中型）の利用を促進します

地域包括ケア病床を充実させます

リハビリテーションを拡充します

訪問看護ステーションを充実させます

予防医療、保健事業を充実させます

日常生活圏域で対応する機能 市民病院で対応する機能

（※）在宅医療サポートセンターとは…
　　在宅医療・介護サービスが切れ目なく提供される体制づくりを行う機関です。

きたよしきたよし
地域包括支援センター地域包括支援センター

なかよしなかよし
地域包括支援センター地域包括支援センター

拠点整備のイメージ

みなよしみなよし
地域包括支援センター地域包括支援センター

地域包括ケア病床地域包括ケア病床

みよし市民病院みよし市民病院

リハビリテーションリハビリテーション

豊田加茂医師会豊田加茂医師会

豊田加茂歯科医師会豊田加茂歯科医師会

豊田加茂薬剤師会豊田加茂薬剤師会

かかりつけ医かかりつけ医
在宅医療サポートセンター（※）在宅医療サポートセンター（※）

かかりつけ歯科医かかりつけ歯科医

かかりつけ薬局かかりつけ薬局

日常生活圏域で対応する機能
拠点整備の機能

市民病院で対応する機能

　…介護予防・生活支援などの機能

　…保健・医療・介護連携拠点としての機能

医師会、歯科医師会、薬剤師会で対応する機能
…�在宅医療の提供機関としての機能（平成27年度に本市の
地域包括ケアシステムの構築のための連携協定を締結）

日常生活圏域日常生活圏域

日常生活圏域日常生活圏域

日常生活圏域日常生活圏域
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市政情報や皆さんに特にお知らせしたい情報をお届けします。市 政 ニ ュ ー ス

　市内の公共施設使用料や各種手数料などの
一部を、4月1日から改定します。公共施設
の使用や各種証明書の発行は、特定の利用者
のみが、サービスの提供を受けるものがあり
ます。そのため、利用者に使用料や手数料を
負担していただいています。
　改正にあたっては、サービスの提供にかか
る経費を基に使用料などの算定を行いました。
なお、すべての使用料などについて見直しを
した結果、据え置きとなった施設もあります。
詳しくは、各施設にお問い合わせください。

  4月1日から施設使用料や各種手数料を改定します

■みよし市立学校施設使用料
　学校教育課　☎32-8026　N34-4379

■保田ケ池センター使用料
　公園緑地課　☎32-8024　N34-4189

■総合体育館使用料
　スポーツ課　総合体育館内　☎32-8027　N34-6030

■カリヨンハウス使用料
　サンネット　☎33-4150　N33-4151

■コミュニティ広場使用料
　協働推進課　☎32-8025　N76-5702

■都市計画図販売料
　都市計画課　☎32-8021　N34-4429

■一般廃棄物処理手数料（埋立処分）
　環境課　☎32-8018　N76-5103

■屋外体育施設使用料
　スポーツ課　総合体育館内　☎32-8027　N34-6030

■グラウンド使用料
　スポーツ課　総合体育館内
　☎32-8027　N34-6030

▪▪拡声装置拡声装置（1式）…500円　▪▪映像装置映像装置（1式）…350円

▪▪競技場冷暖房設備競技場冷暖房設備（1時間）…5,320円
▪▪柔道場冷暖房設備柔道場冷暖房設備（1時間）…950円　
▪▪剣道場冷暖房設備剣道場冷暖房設備（1時間）…950円　

時間区分 午前 午後 夜間
小学校運動場 100円 100円 100円
中学校運動場 100円 100円 100円

時間区分 午前 午後 夜間
大集会室 1,170円 1,570円 1,370円
講習室 320円 430円 380円
和室 220円 290円 260円

時間区分 午前 午後 夜間
競技場（全面） 6,880円 6,880円 6,880円
競技場照明（全面）1時間�1/4灯 300円 300円 300円
競技場照明（全面）1時間�半灯 600円 600円 600円
競技場照明（全面）1時間�全灯 1,200円 1,200円 1,200円
競技場照明（半面）1時間�1/4灯 150円 150円 150円
競技場照明（半面）1時間�半灯 300円 300円 300円
競技場照明（半面）1時間�全灯 600円 600円 600円
トレーニング室 6,120円 6,120円 6,120円
個人利用（トレーニング室） 1回250円

時間区分 午前 午後 夜間
イベント広場 500円 500円 500円

区分 利用区分 料金
多目的広場（南部） 1時間 220円
多目的広場（南部以外） 1時間 130円

区分 利用区分 料金
都市計画図（1/2500）の複写 1枚 150円
都市計画図（白図） 1枚 300円

区分 利用区分 料金
自己搬入手数料 10kg 30円

区分 利用区分 料金 照明料
三好公園野球場 1時間 640円 3,900円
三好公園陸上競技場
（トラック・フィールド） 1時間 160円�※ 全灯�2,230円

半灯�1,890円
三好丘公園多目的広場 1時間 360円 －
三好丘桜公園多目的広場 1時間 360円 －
黒笹公園多目的広場 1時間 210円�※ 全灯�1,780円

区分 利用区分 料金
旭グラウンド
（夜間照明）

全灯1時間 5,490円
半灯1時間 4,390円

※改定なしとなります。

午前�9：00～12：00
午後�13：00～16：00
夜間�18：30～21：30

午前�9：00～13：00
午後�13：00～17：00
夜間�17：00～21：00

午前�9：00～13：00
午後�13：00～17：00
夜間�17：00～21：00

午前�9：00～12：00
午後�13：00～17：00
夜間�17：30～21：00
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■行政財産の目的外使用に係る使用料　財政課　☎32-8002　N76-5021

■都市公園使用料　公園緑地課　☎32-8024　N34-4189

区分 利用区分 料金

土
地

物品の販売、募金その他これらに類する行為をする場合 1日 160円
業として写真の撮影を行う場合 1日 160円
業として映画の撮影を行う場合 1日 1,620円
興行を行う場合 1㎡1日につき 6円
展示会、博覧会その他これらに類する催しを行う場合 1㎡1日につき 6円
露店、商品置場その他これらに類する施設 1㎡1日につき 360円

建
物 自動販売機の設置や食堂、売店などの店舗などとして使用する場合 1㎡1月につき 1,430円

区分 利用区分 料金

土
地

物品の販売、募金その他これらに類する行為をする場合 1日 160円
業として写真の撮影を行う場合 1日 160円
業として映画の撮影を行う場合 1日 1,620円
興行を行う場合 1㎡1日につき 6円
展示会、博覧会その他これらに類する催しを行う場合 1㎡1日につき 6円

新屋 �久
く の

野文
ふみひと

仁、清
し み ず

水純
じゅんこ

子、久
く の

野宏
ひろひさ

久、原
は ら だ

田幸
ゆきなお

尚、
太
お お た

田律
り つ こ

子

三好上 工
く ど う

藤由
ゆ み

美、久
く の

野あき代
よ

、野
の ぐ ち

口尚
な お こ

子、
大
おおしま

島秀
ひでゆき

幸、佐
さ と う

藤尚
なおよし

義、近
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ひ ろ み
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け ん じ
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嶋重
しげひこ

彦
西一色 加

か と う

藤正
ま さ し

志
福田 野

の の や ま

々山春
は る み

美、加
か と う

藤照
て る こ

子
明知上 岡

おかもと

本紀
も と こ

子、深
ふ か や
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し き こ
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は ら だ
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き よ じ
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ちかし
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は せ が わ
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な か お

尾達
み ち え

恵
黒笹 鈴

す ず き

木利
と し こ

子、鈴
す ず き

木謹
き ん じ

次、倉
く ら た

田琴
こ と み

美
東山 筒

つ つ い
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ま さ み
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さ わ き
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け い こ
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さ ち こ

子
高嶺 折
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弘
好住 濱

はまうち

内はるみ
中島 冨
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地田妙
た え こ

子
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一
あみだ堂 鈴

す ず き

木君
き み え

枝
山伏 梅

う め つ

津喜
よしとも

朋
平池 梅

うめかわ

川小
さ よ こ

夜子
上ケ池 長

は せ が わ

谷川由
ゆ み こ

美子

三好丘 尾
お ぜ き

関裁
さ い こ

子、高
たかのぶ

信美
み ほ

保、小
こ じ ま

嶋忠
ただみつ

光、
石
いしかわ
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い く お

生、松
まつくら

倉邦
く に こ

子
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う が じ ん

賀神光
みつゆき

行、尾
お ざ き

﨑道
み ち こ
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や ま だ

田隆
た か お

夫
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倉健
け ん じ
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男、佐
さ と う
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こ
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﨑洋
よ う こ
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と も こ
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こ

三好丘あおば 宮
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み か

香、竹
たけなか

中博
ひ ろ こ

子

主任児童委員 �大
おおつか

塚聡
さ と こ

子、塚
つかもと

本和
か ず こ

子、加
か と う

藤美
み ち こ

智子、
伊
い と う

藤隆
たかもり

守

　民生委員・児童委員は、地域住民から社会福祉に関わる
相談を受け、支援を行うなど、地域に根ざした福祉活動を
展開しています。
　今回、全国一斉改選が行われ、民生委員・児童委員とし
て、次の70人（敬称略）が厚生労働大臣から委嘱（新任・再
任）されました。
　家庭や生活での困りごとがあるときは、気軽に地域の民
生委員・児童委員に相談してください。

  民生委員・児童委員　福祉課　☎32-8010　N34-3388
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市政情報や皆さんに特にお知らせしたい情報をお届けします。市 政 ニ ュ ー ス

顔写真付きの
本人確認書類
として使える

コンビニで住民
票などの証明書
を取得できる

健康保険証とし
て使えるように
なる

e-Taxなどの
オンライン申請
ができる

窓口証明書交付
システムで証明
書を簡単に取得

年末年始を除く
6：30～23：00

令和3年3月から
開始予定！

確定申告のとき
に便利です！

短時間での取得
が可能！

　平日に手続きができない人や窓口の混雑緩和のため、
マイナンバーカードに関係する業務について、1月から
市役所1階市民課で休日窓口を開設します。

※転入・転居・転出などの住民異動事務や、住民票など各
種証明書の交付などは受け付けできません。各種証明書
は、サンネットで交付することができます。

※マイナンバーカードについて詳しくは、
市民課ホームページでご確認ください。

　マイナンバーカードは、郵送による申請、またはパ
ソコン・スマートフォンを利用したオンライン申請がで

  マイナンバーカードに関するお知らせ　市民課　☎32-8012　N32-8048

◀市民課ホームページ

納税課　☎32-8051��N76-5103
　市税などの納付は便利で安心な
口座振替をご利用ください。
※口座振替は市内の指定金融機関
へ直接お申し込みください。市外
の本支店などで申し込む場合は納
税課までご連絡ください。

区分 納付期限
市県民税（普） 4期�1月31日
固定資産税・都市計画税 4期�3月2日
国民健康保険税（普）

7期�1月31日
8期�3月2日後期高齢者医療保険料（普）

介護保険料（普）

市税などの納期
人口�����61,141人（＋3人）

男性�����31,415人（＋3人）

女性�����29,726人（±0人）

世帯数��24,268世帯（＋8世帯）

※（　）は前月比�　��

みよし市の人口
（令和元年12月1日現在）

マイナンバーカードがあると、こんなに便利！

マイナンバーカードに関する
休日窓口を開設します＼ ／

郵送、オンラインでも申請できます

         NEWS 119 尾三消防　尾三消防組合　☎38-0119

　平成27年からの3年間における、全国の放火を除く住宅火災について、
住宅用火災警報器の効果を分析した総務省消防庁の資料によると、住宅用
火災警報器を設置している場合は、設置していない場合に比べ、死者の発
生割合が4割減、焼損床面積と損害額はおおむね半減しています。住宅用
火災警報器を設置することで、火災の際の死亡リスクや財産の損失拡大リ
スクを大幅に減少させることができます。まだ設置していない人は、命や
財産を守るためにも、住宅用火災警報器を設置しましょう。

■いざというときのために点検を
　住宅用火災警報器の多くは電池で動いて
おり、その本体と電池の寿命はおおむね
10年です。感知器のひもを
引く、または、ボタンを押す
ことで点検ができます。鳴ら
ない場合は、感知器本体の交
換をお勧めします。

　みよし市・日進市・東郷町・豊明市・長久手市を管轄する尾三消防組合からのお知らせです。

住宅用火災警報器を設置しましょう

休日窓口 毎月第2日曜日9：00～12：00

オンライン申請はこちら▼

地方公共団体
情報システム機構
ホームページ

きます。パソコン・ス
マートフォンを持って
いない人は、市民課に
あるタブレット端末を
お使いいただけますの
で、ご利用ください。
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交流路線くろまつくん 生活路線さつきちゃん

　新春みよし市マラソン駅伝大会の開催に伴い、大会当日の1月
26日（日）は、三好池周辺と駅伝コースで交通規制を行います。
ご理解とご協力をお願いします。

　1月26日（日）は交通規制に伴い、下記の一部のバス停でさんさんバスは停車しませんのでご注意く
ださい。なお、マラソン駅伝大会開催中は、さんさんバスの到着の遅れが予想されます。ご迷惑をお
掛けしますが、ご理解とご協力をお願いします。

　スポーツ課　総合体育館内　☎32-8027　N34-6030

企画政策課　☎32-8005　N76-5021

■■�車両通行禁止車両通行禁止…�三好池トリムコース・学びの森前道路
■�選手通過時車両通行禁止■�選手通過時車両通行禁止…�陸上競技場周辺道路・駅伝コース
■�駐車禁止■�駐車禁止…コース全域

  市制施行10周年記念令和2年新春みよし市マラソン駅伝大会に伴うお知らせ

交通規制

さんさんバスの一部運休

●●駅伝コース駅伝コース

区間 交通規制時間目安
1区 10：10～10：55
2区 10：25～11：15
3区 10：35～11：35
4区 10：45～11：45
5区 10：50～12：00
6区 11：00～12：20

国道153号国道153号

1区
スタートスタート

2区
第1中継点第1中継点

4区
第3中継点第3中継点

5区第4中継点第4中継点

3区
第2中継点第2中継点

ゴールゴール

6区
第5中継点第5中継点

三好ケ丘駅三好ケ丘駅

百々池百々池三好池三好池

東名高速道路

東名高速道路

■コース
緑丘小学校スタート
→三好丘桜公園
→百
どうどういけ
々池→南部小学校

→明知下公民館
→トヨタ自動車明知工場
→三好池堤防→ゴール

明知下公民館明知下公民館

トヨタ自動車トヨタ自動車
明知工場明知工場

緑丘小学校緑丘小学校

市民病院市民病院

サンアートサンアート
保田ケ池保田ケ池

南部小学校南部小学校

三好丘三好丘
桜公園桜公園

テニス
コート

学びの森

野球場

三好池

三好公園

新屋
児童館

陸上
競技場

天王小学校

国道153号

総合
体育館

東山台東

●三好公園周辺

■車両通行禁止区域
■選手通過時車両通行禁止区域
■片側車両通行禁止

片側は通行可能

�　規制時間�8：30～12：00

停車しないバス停 時間
明知下公民館 11：08
細口公園西 11：09
明知上公民館 11：10

明知上 11:10
明知保育園 11:11

南部コミュニティ 11:13
打越下 11:14

サンアート東 11：22
みよし市民病院 11：24
サンアート西 11:25

■明知下公民館発�黒笹駅行■明知下公民館発�黒笹駅行
停車しないバス停 時間

打越下 10:42
南部コミュニティ 10:43

明知保育園 10:45
明知上 10:46

明知上公民館 10:46
細口公園西 10:47
明知下公民館 10:48

■黒笹駅発�明知下公民館行■黒笹駅発�明知下公民館行

停車しないバス停 時間
東山台 11：08

三好公園東 11：09

■福田児童館発�黒笹駅行■福田児童館発�黒笹駅行

■黒笹駅発�福田児童館行■黒笹駅発�福田児童館行
停車しないバス停 時間

三好公園東 11：01 11：58
東山台 11：02 11：59

サンアート東 11：05
みよし市民病院 11：06
サンアート西 11：07
東陣取山 11：09



広報担当が取材したイベントや出来事を紹介し
ます。また、みよし市ホームページに掲載の

「Topics（まちの話題）」では、ここに掲載した以
外の話題や写真もご覧いただけます。

まちの話題
ダイジェスト

ホームページ

14 広報みよし　2020年 1月号

　みよし市民病院開設55周年を記念して開催
された病院感謝祭に、子どもから大人まで幅
広い世代が来場。来場者たちは、手術室体験
や薬剤師体験、超音波検査体験など、普段は
できない体験を楽しんでいました。他にも、
ステージイベントや講演会、出店など、たく
さんの催しが行われ、大盛り上がりの一日と
なりました。

　JAあいち豊田は、「みよし施設園芸セン
ターMGMI～恵み～」で収穫したナスを、うき
ぐも食堂へ贈呈しました。ナスは流通しない
規格外品ですが、栄養価や味は申し分なし。
地産地消と食品ロス削減を目的に、令和2年6
月まで毎月提供します。うきぐも食堂の高

たかのぶ
信

美
み ほ

保さんは「皆さんに喜んでいただけるよう心
を込めて調理します」と話していました。

うきぐも食堂へナス贈呈
11月20日（水）旭の家

みんなの病院感謝祭
11月10日（日）みよし市民病院

夢の作品展
11月16日（土）・17日（日）サンアート

　「創り出そう 未来へひろがる みんなの夢」
をテーマに、夢の作品展が開催されました。
会場には市内8小学校と4中学校の児童・生徒
が制作した作品など、合わせて約5,800点
が展示。小中学校の学年ごとに決めたテーマ
に合わせて制作された、アイデアあふれる個
性的な作品の数々に、来場者は興味津々な様
子で見入っていました。



みよしTODAY

みよし市ホームページの「市政番組『みよしTODAY』動
画配信」では、ケーブルテレビ「ひまわりネットワーク」で
放映したイベントや行事の様子を紹介しています。
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　日本代表に選出された、トヨタ自動車下山
工場勤務でトヨタ自動車ヴェルブリッツに所
属する茂

し げ の
野海

か い と
人選手が、市役所を訪れまし

た。茂野選手は「皆さんの応援のおかげでベス
ト8という結果を残せました。多くの人に夢
や希望を与えられたことがうれしいです。今
回試合に出場できなかった悔しさを、次の成
長につなげていきたいです」と語りました。

ラグビーワールドカップ2019
日本代表選手表敬訪問
11月13日（水）みよし市役所

　市内で活動している合唱団と、黒笹小学
校、北部小学校、天王小学校の合わせて13
団体、254人が参加した市民合唱交流会。身
振り手振りを交えて歌うグループや、表情豊
かに歌い上げるグループなど、それぞれが練
習の成果を発揮しました。交流会の最後には
名曲「ふるさと」を大合唱。客席からは大きな
拍手が送られていました。

第21回みよし音楽祭
市民合唱交流会
11月24日（日）サンアート

　愛知万博を語り継ぐとともに、県内市町村
の交流やスポーツ振興を目的に毎年行われる
この大会。9区間合計28.7kmのコースを舞
台に、県内の市町村54チームが熾

し れ つ
烈な戦い

を繰り広げました。みよし市の選手たちは、
監督やみよし市から駆け付けた応援団の声
援を背に激走。懸命に襷

たすき
をつなげ、24位で

ゴールしました。

第14回愛知県市町村対抗
駅伝競走大会
12月7日（土）愛・地球博記念公園
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HAPPY BIRTHDAY

16 広報みよし　2020年 1月号

平
ひらばやし

林 笑
え れ ん

蓮ちゃん
じじばばっ子の笑蓮ちゃん、
元気いっぱい育ってね♪　私
たちの宝物だよ。〔西一色町〕

3歳

【応募方法】①答え、②郵便番号、③住所、④氏名、⑤年
齢、⑥電話番号、⑦今月のアンケートを必ず記入し、
はがき（〒470-0295 みよし市役所広報情報課宛）、
ファクス（N76-5021）、メール（{koho@city.aichi-
miyoshi.lg.jp）のいずれかで広報情報課へお送りくださ
い。正解者の中から抽選で10人に図書カード500円分
を贈呈します。
【締め切り】1月10日（金）必着
【12月号の正解】ア…大地、イ…風（応募38通、正解37通）
※当選者の発表は図書カードの発送をもって代えさせてい
ただきます。
【今月のアンケート】2019年発行の広報みよしの中で、
一番好きな表紙の写真とその理由を教えてください。

足
あ だ ち

立 李
り の か

希叶ちゃん
2歳おめでとう。いつも可
愛い李希叶が家族みんな大
好きだよ!!　〔三好町〕

2歳

湯
ゆ か わ

川 紗
さ わ

羽ちゃん
お手伝いが大好きな紗羽
ちゃん、いつも笑顔で元気
な子に育ってね。〔潮見〕

2歳

柴
し ば た

田 冬
ふ み

実ちゃん
お兄ちゃん大好きな冬実
ちゃん。毎日、素敵な笑顔
をありがとう。〔三好丘〕

1歳

金
か ね だ

田 朔
さくひと

一くん
とっても甘え上手なさく。
マイペースに朔一らしく大
きくなってね！　〔三好丘〕

2歳

坂
さかもと

元 咲
さ く ら

楽ちゃん
ワンパク咲楽♪　みんなで
楽しく笑顔を咲かせて過ご
せますように☆　〔三好町〕

2歳

　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　鈴

す ず き
木 優

ゆ ま
茉ちゃん

プリンセスが大好きなゆま
ちゃん。明るく元気に大き
くなあれ！　〔三好町〕

3歳

早
わ せ だ

稲田 一
い く と

翔くん
いつもニコニコ笑顔のいっ
くん！　元気にのびのび大
きくなってね！　〔三好町〕

2歳

対象 2月生まれで申し込み時に3歳未満の子　
申込  掲載を希望する人は、1月24日（金）までに、❶住所、❷氏名、

❸電話番号、❹お子さんの氏名（ふりがな）・性別・生年月日、❺
お子さんへのメッセージ（30字程度）、❻ひまわりネットワーク

み
よ
し
っ
子
集
ま
れ
！

「みよしTODAY」での放送の希望を明らかにして、写真データ（JPEG形式で2MB
以内）を添付、メールの件名を「お誕生日コーナー申込」として、広報情報課
へメール（{koho@city.aichi-miyoshi.lg.jp）

※申込多数の場合は抽選で掲載決定します。

メール

1月にお誕生日を迎える
お子さんを紹介します

ひまわりネットワークで
放映中の市政番組「みよし
TODAY」の中でお誕生日
のお子さんを紹介します。
希望した人には、後日、ひ
まわりネットワークから申
込書を郵送します。

代目　　の神

問題  1月26日、新春みよし市マラソン駅伝大会が開
催されます。今年は、市制施行10周年記念大会
として、ゲストランナーが登場！　そこで今回
は、そのお二人に関する問題です。ア～ウに当
てはまる言葉を答えてください。

月間約　　km超
を走破！

ア

芸能界屈指のランナー
森
もりわき

脇健
け ん じ

児さん
箱根駅伝で活躍
柏
かしわばら

原竜
りゅうじ

二さん

ウイ

ヒント： 市役所などに掲示しているポスター、または市のホームページをご覧
ください
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家庭教育だより №11
はぐくみ

親子のコミュニケーションなどによって育まれる家族の
きずなや家庭のルールづくり、子どもたちの基本的な生
活習慣づくりを考えませんか。
問合教育行政課  ☎32-8028  N34-4379

うちの子は思春期？　子どもの思春期との付き合い方うちの子は思春期？　子どもの思春期との付き合い方

ひとりで悩まないでひとりで悩まないで

うちの子、何だか最近様子が違う…？　そう戸惑ったことはありませんかうちの子、何だか最近様子が違う…？　そう戸惑ったことはありませんか

平成26年度「楽しい子育て全国キャンペーン」～家庭で話そう！我が家のルール・家族のきずな・命の大切さ～　三行詩優秀作品

厚生労働大臣賞（中学生の部）今回の三行詩今回の三行詩

ケース2　身だしなみが気になるケース2　身だしなみが気になる
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2 February 4 April

 分の日 振替休日

 般の部

岡山県津山市

常守　愛実

「早寝早起き朝ごはん」
全国協議会会長賞

●教育相談（19歳以下の子の保護者対象）
　　
日時

予約・問合 ☎
●こころの電話相談みよし（19歳以下の子、またはその保護者対象）
日時
電話

●子どもについての相談（18歳以下の子の保護者対象）
　　
日時 電話 ☎

ここがポイント！ここがポイント！思春期の「みそ」思春期の「みそ」

相 談 窓 口

ケース1　そっけない態度ケース1　そっけない態度

「なんでもいいじゃん。放っておいてよ」と
怒ってしまい、話をしてくれませんでした。

　小学5年生ごろから始まる思春期は、子どもが大人になろうとする時期で、心も体も不安
定です。ケース1では、Aさんを「見守る」ことが、ケース2では、外見を気にするBくんの
気持ちを「尊重する」ことが必要でした。叱るときにも、いったん冷静によく考えてみましょ
う。思春期で大切なことは、「 み 見守る見守る」そして「 そ 尊重する尊重する」ことです。



福本友美子／作　たしろちさと／絵
玉川大学出版部　請求記号E／タシ

ベン・ブラッシェアーズ／文
エリザベス・バーグランド／絵　福

ふくもと
本友

ゆ み こ
美子／訳

犀
さい
の工房　請求記号E／ハク

　ゆりかは、お母さんと行った上野にある国
際こども図書館の子どもの部屋で本を読んで
いると、小さな妖精に話しかけられた。20
年前からここに住んでいる妖精は、古い図書
館の建物や古い本のこと、本の調べ方までな
んでも教えてくれた。

　学校に行く気にならないエディは、コ
ウモリになってぶら下がっていたいと思
う。まるで、自分はナマケモノやカメレ
オン、ヒョウ、ハダカデバネズミのよう
だと、心の痛みを動物の姿に変えて訴え
る少女の気持ちを表現した絵本。

「図書館のふしぎな時間」

「このままじゃ学校にいけません」

�開館 �9：00～19：00（日曜日は9：00～18：00）
休館 �毎週月曜日（祝日を除く）、1月1日（祝）～

4日（土）、14日（火）、23日（木）
問合中央図書館�サンライブ内�
������☎34-3111�N34-3114 ホームページ

　金子みすゞが詩を書いた背景や詩の魅力
をお話します。詩の世界を一緒に楽しみま
せんか。
日時 �2月2日（日）14：00～15：30
場所 �サンライブ2階研修室兼軽運動室
定員 �先着で80人　費用 �無料
申込 �1月10日（金）以降にサンライブ2階総

合案内へ直接

詩人・矢
や ざ き

崎節
せ つ お

夫氏講演会
『みんなちがってみんないい～金

かね

子
こ

みすゞ
ず

のうれしいまなざし～』
おすすめ図書
子ども読書活動推進員による

みよしの景観百選では、皆さんが日ごろから大切
に感じている「みよしらしい景観」を紹介します。
問合 �都市計画課��☎32-8021��N34-4429

ホームページ

　皆さんが知っている、みよしらしい景観を教えてください！　みよし市景観百選は、
随時応募を受け付けています。詳しくはホームページをご確認ください。あなたの み よ し 百 景

教えて！

さんさんの郷からの眺め
　四方に山脈が見渡せる大パノラマ。冬には、雪
化粧をした中央アルプスが見えることも！　芝生
に座って、雄大な景色を楽しみながらのんびり過
ごしませんか。

　上記講演会の事前勉強として金子みすゞ
の詩を紹介します。また、みよし市児童文
学作家の遠

えんどう
藤栄

さかえ
さんの詩も紹介します。

日時 �1月24日（金）10：00～11：30
場所 �中央図書館1階児童室「おはなしのへや」
定員 �20人程度　費用 �無料　
申込 �不要。会場へ直接

こどもの本の勉強室
子ども読書活動推進員による

今月か
らの新コーナー
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図書館だより

みよしの景観百選
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来てみりん！
石川家住宅

街角アート

開催日 イベント名 時　間 内容・定員など

1日（土）
ひな人形を飾ってみよう 9：30～11：30 ひな人形を飾る
折り紙でくす玉を作ろう 13：30～15：00 折り紙で「ゆり」を折り、くす玉を作る。先着で3人
伝承木綿講座　機織り 13：30～15：30 機織り機を使い、布を織る。先着で5人

8日（土）
南天九猿を作ろう 10：00～11：30 布をはさみで切って、糸で縫い、置物を作る。先着で5人
動くキツツキのおもちゃを
作ろう 13：30～15：00 竹ひごにバネを付けて自重で動く仕組みのキツツキに似せたお

もちゃを作る。先着で5人

15日（土）
手ぬぐい活用術 10：00～11：00 心温まるラッピングを楽しむ。先着で3人

絵手紙をはじめよう 13：00～15：00 季節のものを描く。先着で10人。ポケットティッシュ・新聞紙
を持参

22日（土）
布
ぬ の ぞ う り

草履を作ろう 9：30～11：30 布を裂いて縄を作り、草履を作る。先着で3人。和はさみ・綿の
布を持参

篠
しのぶえ

笛教室 10：00～11：00 日本の歌曲や童謡などを演奏する。先着で10人

29日（土） きな粉を作ってみよう 9：30～11：30 大豆をいって、石うすでひいて作る。先着で5人

作 品 名	 移行89－G　　　
作 者 名　三

み む ら
村　力

つとむ

受 賞	 1989年度特選　
設置箇所	 三好丘公園北角　
製作意図　白御影石とステンレススチールを用い、線を主体にした基本的な形態
を空間に構成した。　　　　　

問合企画政策課  ☎32-8005  N76-5021

市指定文化財石川家住宅で、昔懐かしい遊びや
体験をしてみませんか。
	開館水・木・土・日曜日 9：00～16：30
問合石川家住宅　☎・N32-3711

　平成元年度から15年度まで開催されたアートタウン三好彫刻フェスタ。市内
には、入選作品70点が設置され、日常の景色の中で出会うことができます。

2月の講座 水・木・土・日曜日の9時から16時までに、石川家住宅へ電話、または直接お申し込みください。

▪2日、16日の日曜日
　10：00～11：30、13：30～15：00

▪9日、23日の日曜日
　10：00～11：30、13：30～15：00

お蔵の中で唱歌を歌おう

お蔵の中で懐メロを歌おう

以下は申し込み不要です。

ホームページ

彫刻マップ

※いずれも歌唱指導はありません。

講座
を紹介!

　南天九猿は「なんてんくざ
る」と読み、「難が転じて苦が
去る」という意味が込められ
ています。かわいらしい縁起
物の南天九猿を作ってみませ
んか。

南天九猿を作ろう



※場所の記載がない場合の会場は、保健センターです。保健セ
ンター内では、ミルクとお茶以外の飲食は禁止です。他市町村、
または海外から転入された人で、ご不明なことがあれば健康推
進課（保健センター内）へお問い合わせください。

 2月の保健ガイド
お問い合わせは、健康推進課（保健センター内）へ
☎34-5311  N34-5969

▲

健診などの予約時間 8：30～17：15 ホームページ
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▲

妊　婦GRAVIDEZ

教室名など 日　時 対　象 持ち物 定員 申し込み

母子健康手帳交付
Entrega da carteira de
saúde Materno-Infantil

閉所日を除く火・水・木曜日
受付 9：00～11：00
※都合の悪い人はご連絡ください。

妊婦
妊娠届出書
※手続きには「個人番号（マ
イナンバー）」と「本人が確
認できる書類」が必要です。

－ －

パ
パ
マ
マ
教
室

2月14日（金）
受付 9：15～9：30 妊 娠16週

以 降 の 妊
婦 お よ び
その夫（妊
婦・夫のみ
でも可）

母子健康手帳、子育てサポ
ートガイド、筆記用具
※マタニティコースは運動
のできる服装でお越しくだ
さい。

40人 2月7日（金）まで

3月13日（金）
受付 9：15～9：30 40人 3月6日（金）まで

未定　
※広報みよし3月号でお知らせします。 40人 未定

CRIANÇAS

▲

乳幼児

教室名 日　時 対　象 内　容 定員 申し込み
す く す く 教 室
Aula de preven ção

sobre a alimentação e
2月12日（水）
受付 9：30～9：50 生後7カ月ころの子 身体計測、離乳食の話と試食 30人 2月5日（水）まで

歯 科 健 診
Aula de preven ção

odontológica
2月13日（木）
受付 12：30～13：30 就学前までの子

歯ブラシ・コップ・タオル・母子健康手
帳・フッ化物塗布費300円（希望する場
合のみ）を持参

40人 2月6日（木）まで

むし歯予防教室
Aula de orienta ção

de preven ção de cárie
2月17日（月）
受付 9：30～9：50

平成31年1月生まれ
の子

身体計測、発育・発達およびむし歯予防
の話、ブラッシング指導 20人 2月10日（月）まで

わ ん ぱ く 教 室
Conselho sobre 

nutrição da criança
3月3日（火）
受付 9：30～9：50

平成30年1月・2月生
まれの子

身体計測、生活習慣・食事の話、ブラッ
シング指導 20人 2月25日（火）まで

さ く ら ん ぼ
Palestra para mamãe 

de filhos gameos
3月25日（水）
受付 9：50～10：00

多胎妊婦、多胎児（未
就園児）とその保護者

身体計測、多胎児を育てている母親や
妊婦さん同士の交流、相談、情報交換
の場所

－ 不要

CONSULTA

▲

相　談
相談名 日　時 備　考

月曜育児健康相談
月 曜 健 康 相 談

Consulta sobre cuidados com a
criança Consulta sobre a saúde

2月3日・10日・17日の月曜日
受付 9：00～11：00

10日は助産師が相談に応じます（予約制）
（Temos um（a）  interprete de português）

出 前 育 児 相 談
Consulta sobre cuidados com a

criança antes do nascimento
2月18日（火）  
受付 9：30～11：00

場所はカリヨンハウス。保健師・歯科衛生士・管理栄養
士・助産師が相談に応じます

母 乳 育 児 相 談
Consulta sobre cuidados com a 

criança O leite de mamãe
2月10日（月）
受付 9：00～11：00

助産師が相談に応じます（予約制）。
予約の際に相談内容についてお聞かせください

発 達 育 児 相 談
Consulta sobre o desenvolvimento

da criança
2月3日（月） 
受付 9：00～11：00

精神発達で心配のある就学前のお子さんの相談に心理
相談員が応じます（予約制）

健康に関して相談のある人は気軽にご相談ください。
母子健康手帳・みよし市発行の健康手帳をお持ちください。

健診名 日　時 備　考
3・4 カ 月 児 健 診
Exame M�dico para
bebês de 3～4 meses

2月18日（火）
受付 12：45～14：00
※番号札を11：30から
配布します。受け付け
開始後、番号を呼ばれ
たときにいない場合は
順番が後になることが
あります。

● 1月上旬に健診案内文と問診票を対象者に送付します。転入など
で届かなかった人はご連絡ください。

● 指定日で受けられないときのみ、別の日を予約しますのでお知ら
せください。ただし、指定日前への変更はできません。

● 健診によって持ち物が異なります。詳しくは健診案内をご覧くだ
さい。

2月25日（火）
1歳6カ月児健診
Exame M�dico para
crianças de 18 meses

2月12日（水）
2月26日（水）

3 歳 児 健 診
Exame M�dico para
crianças de 3 anos

2月5日（水）
2月19日（水）

マタニティコース
Aula para futuros mamãe e papai 

Curso para gestante

子 育 て コ ー ス
Aula para futuros mamãe e papai 

Curso de:como cuidar do bebê

体 験 コ ー ス
Aula para futuros mamãe e papai 
Exercicios para gestante e como 

dar banho no bebê



救急医療施設の連絡先
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＜日本脳炎予防接種の特例について＞
 ▶ 日本脳炎1期特例対象者＝①平成19年4月1日までに生まれた、20歳未満の人、②平成19年4月2日から平成21年10月

1日までに生まれた、9歳以上13歳未満の人
▶日本脳炎2期特例対象者＝平成19年4月1日までに生まれた、13歳以上20歳未満の人
※接種券は健康推進課（保健センター内）で発行します。母子健康手帳をご持参ください。

健診・検診はお済みですか

■2月の休日救急外科（昼間当直：受付 9：00～16：30）■休日・夜間の救急医療施設
※電話で確認してからお越しください。

2日（日）豊田東リハビリテーション病院
豊田市野見山町3-88-26 ☎0565-89-7700

9日（日）豊田若竹病院
豊田市竹元町荒子15 ☎0565-51-3000

11日（祝）あさひが丘クリニック
豊田市小川町4-49-2 ☎0565-37-3939

16日（日）三九朗病院
豊田市小坂町7-80 ☎0565-32-0282

23日（祝）
きたまちクリニック
豊田市喜多町3-80クラウンハイ
ツ2階

☎0565-37-0618

 24日    
　 （振休）

つかさ整形外科
豊田市司町5-12　 ☎0565-37-3322

●みよし市民病院
　みよし市三好町八和田山15 ☎0561-33-3300

●豊田地域医療センター
　豊田市西山町3-30-1 ☎0565-34-3000

①内科・外科（翌朝8：30まで）
　平日19：00～、土曜日14：00～（外科は19：00～）
　日・祝・年末年始17：00～
②歯科　日・祝・年末年始・お盆のみ10：00～14：30
③小児科　土曜日のみ19：00～翌朝8：30

●休日救急内科診療所
　豊田市西山町3-30-1 ☎0565-32-7150

内科・小児科　 日・祝・年末年始・8月15日の9：00～11：
30、13：00～16：30

●愛知県救急医療情報センター ☎0561-82-1133
（上記で救急診療が利用できない場合、医療機関を検索）

時間は受付時間

健診結果の健康相談会を開催しています

私たちが皆さんの健康づくりをサポートします

　健康診断を受けた皆さん、その結果に気になるとこ
ろ、改善したいところはありませんか？ 保健センター
では、保健師・管理栄養士による個別の相談会を実施し
ています。「コレステロール値が高くなってきたので、
食事や運動で改善したい」、「体重を落としたいが、どん
なことを改善していけば良いか」など、個別の相談にお
答えします。市の健診の他、職場などで受けた健診の相
談も可能です。お気軽にご相談ください。

日程 �1月27日、2月17日、3月9日・23日の月曜日
時間各日とも、①9：00～、②10：00～、③11：00～
場所保健センター　
対象  健診を受けた人　費用無料　
申込健康推進課へ開催日の前週の金曜日までに予約

◀画像はイメージです

健診・検診は1月31日までです！

　ご自身の健康管理のため、大切な家族のため、ぜひ、
健診を受けましょう。まだお済みでない場合は、お早め
に受診してください。健診（検診）の種類により対象者が
異なります。健診では、一度に21種類の生活習慣病（高
血圧や糖尿病・脂肪肝など）について発見でき安心です。
詳細は、健康推進課へお問い合わせください。
�

�がん検診
�そ の 他

� 健  診 ���特定健診・後期高齢者健診（問診・身体計測・血圧
測定・血液検査・尿検査・心電図・胃カメラ）
肺、胃、大腸、前立腺、乳、子宮頸
骨密度検診、肝炎ウイルス検診、胸部エックス
線検査、歯科健診など
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■�市が主催する催しなどへの参加にあたって、
障がいを理由とする配慮が必要な人は、開催
日7日前までに担当課へお申し出ください。

■�市役所への郵送物は、郵便番号（〒470-0295）
と担当課名のみで届きます。

■�みよし市の市外局番は0561です。

みよしインフォメーション

MIYOSHI Information

お知らせ
まちづくり基本計画変更案の縦覧
都市計画課  ☎32-8021  N34-4429
{toshi_k@city.aichi-miyoshi.lg.jp
期間 �1月6日（月）～2月6日（木）
場所 �市役所4階都市計画課
他 �計画（案）に意見がある人は期間中

に任意の様式で都市計画課へ郵
送、ファクス、メール、または直接

2020年農林業センサス
企画政策課  ☎32-8005  N76-5021
　農林水産省では、「2020年農林業
センサス」を2月1日から実施します。
これは、今後の農林業の政策に役立て
るために、5年ごとに実施される大切
な調査です。
　農林業を営む皆さんのところに調
査員が訪問します。調査票に農林業の
経営状況などの記入をお願いします。
なお、調査票に記入された事項につ
いては、統計以外の目的には使用さ
れません。ご協力をお願いします。

固定資産税（償却資産）の申告
税務課  ☎32-8019  N32-2585
　1月1日現在、市内に償却資産(土地
家屋以外の構築物、機械、器具、備品
など事業用資産)を所有している人は、
申告が必要です。昨年度に申告した人
には、令和元年12月中旬に申告書を
郵送しましたので、必要事項を記入し
申告してください。また、今回新たに
申告が必要な人は、税務課資産税担当
へご連絡ください。なお、不申告や虚
偽の申告があった場合は、地方税法に
基づく過料または罰則が適用されるこ
とがありますので、ご注意ください。

申告 �1月31日(金)までに税務課へ郵送、
または直接

※申告期限(1月31日)の直前は窓口が
大変混み合いますので、1月17日(金)
までの申告にご協力ください。

入札参加資格審査の申請
受け付け
総務課  ☎32-8006  N32-2165
　令和2年度、3年度にみよし市、み
よし土地改良区、尾三消防組合が発注
する、競争入札に参加する事業者の皆
さんに必要な資格審査の申請を受け付
けます。

【みよし市】
業種 �①建設工事・工事関係委託（コン

サル）、②物品等（その他委託を含
む）

申込 �1月6日（月）～2月17日（月）の平日
8：00～20：00に、あいち電子調
達共同システム
で

※①は申請・電子入
札にICカードが必要です。②は電子入
札にICカードが必要です。
※電子申請後に、総務課へ提出する書
類があります。

【みよし土地改良区・尾三消防組合】
　詳細は各施設にお問い合わせくださ
い。
問合 �みよし土地改良区（☎32-1143��

N32-3555）、尾三消防本部総
務課財務係（☎38-7202��N38-
6962）

農業委員・農地利用最適化推進
委員候補者の募集
農業委員会  産業課内
☎32-8015  N34-4189
　農地などの利用の最適化の推進や農
地法などによる事務などを執行する農
業委員会の委員（農業委員・農地利用最
適化推進委員）の任期満了に伴い、次
期委員候補者を募集します。
内容 �①農業委員、②農地利用最適化推

進委員
任期 �①7月20日～令和5年7月19日、②

7月20日以降の嘱託を受けた日～
令和5年7月19日

報酬 �①・②月額20,700円
※①の会長および会長職務代理者の報
酬は別になります。
※活動実績などに応じた加算がありま
す。
定員 �①12人、②9人
申込 �1月8日（水）～2月7日（金）に申込

書（①産業課、②農業委員会で配
布、またはホームページからダウ
ンロード可）に必要事項を記入
し、各配布先へ直接

※定員を超える応募があった場合は選
考を行います。

犯罪に遭わない1年にしましょう
豊田警察署からのお知らせ  ☎0565-35-0110

　あけましておめでとうございます。今年も犯罪に遭わない1年
にしましょう。昨年のみよし市内の犯罪発生は減少傾向でした。

今年もさらに犯罪を減少させるため、最も簡単にできる防犯対策として、必
ず鍵をかけることを実践しましょう。豊田警察署管内の空き巣
被害は、約4割が無施錠、自転車盗被害の約6割が無施錠です。
わずかな時間でも施錠をするように心掛けましょう。

②物品等①建設工事・
コンサル

ホームページ
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場所 �名鉄トヨタホテル7階（豊田市喜
き た
多

町
まち
1-140）

対象 �令和3年3月卒業予定の大学生、
短期大学生など

国の教育ローン
（日本政策金融金庫）
教育ローンコールセンター
☎0570-008656（ナビダイヤル）
　入学時・在学中にかかる費用が対象の
公的な融資制度です。1人につき350
万円以内を固定金利（年1.66％（令和元
年11月1日現在））で利用できます。

NEXCO中日本からの
お知らせ
中日本高速道路
☎0120-922-229（通話無料）
☎052-223-0333（通話有料）
　E1東名（名古屋IC～春日井IC）リニュ
ーアル工事に伴い、1月14日（火）から
3月19日（木）まで、昼夜連続・対面通行
規制を実施します。詳しくは、ホーム
ページ、または電話でお問い合わせく
ださい。

「譲ります」「譲ってください」
環境課  ☎32-8018  N76-5103

【譲ります】 
PCデスク、学習机、和ダンス、リビ
ングボード、飾り棚、山鳥のはく製、
たぬきの置物

【譲ってください】�
北中学校制服など用具一式、グラウン
ドゴルフのクラブ、草刈り機、耕運機、
チェーンソー

【交渉の流れ】
　希望者は、1月10日（金）8：30以降に
環境課へ電話連絡後、登録者と直接交
渉し、結果を環境課へ連絡

【リサイクル用品の登録】
期間 �3カ月間
�要件 �無料で譲渡でき、住所や電話番号

などを希望者に教えられる人

�申込 �品名とその詳細情報（品質状態、
購入年月日など）を明らかにして、

環境課へ電話、または直接

催し・講座
ボランティア特別講演会
ボランティア連絡協議会  福祉センター内
☎34-1588　N34-5860
　地域で日ごろからできることは何か
を考えます。皆さんのご来場をお待ち
しています。
内容 �「永

えいろくすけ
六輔一家の選択」上映

日時 �2月11日（火）14：00～16：00
場所 �サンアートレセプションホール
費用 �無料　申込 �不要。会場へ直接

みよし悠学カレッジ20周年記念
講演会「国宝の曜変の再現研究」
生涯学習推進課  サンライブ内
☎34-3111  N34-3114

　幻の茶碗「曜変天目」の再現に生涯挑
み続ける陶芸家のお話です。
日時 �2月16日（日）14：00～15：30
場所 �サンライブ2階研修室兼軽運動室
講師 �陶芸家の九代・長

な が え

江惣
そうきち

吉さん
定員 �先着で100人　費用 �無料
申込 �1月7日（火）以降にサンライブへ

電話、または2階総合案内へ直接

市民茶会
文化協会  サンライブ内
☎34-3111  N34-3114
　ふるさと会館でお茶を味わいながら
ゆっくりと楽しみませんか。ぜひお越
しください。
日時 �2月9日（日）10：00～15：00
場所 �ふるさと会館
席主 松尾流�の岡

お か だ

田みどり（宗
そうすい

翠）さん
費用 �当日券500円、前売券400円

日本語教室ボランティアの募集
協働推進課��☎32-8025��N76-5702
　外国人のための日本語教室のお手伝
いをしてみませんか。外国語能力の有
無や指導の経験は問いません。
内容 �学習補助全般
日時 �1月11日～3月21日の毎週土曜日、

10：00～11：30
場所 �市民活動センター1階多文化共生

センター
申込 �協働推進課へ電話、または直接

令和2年度施設園芸研修生の募集
あいち豊田農業協同組合
みよし施設園芸支援センター

（ＭＧＭＩ～恵み）  ☎33-1800
内容 �奨学金を受け、あいち豊田農業

協同組合で定めるカリキュラムに
基づく研修

期間 �令和2年4月～令和4年3月
場所 �明知町大塚132-3
対象 �令和2年3月に高等学校を卒業見込

み～おおむね46歳で、研修終了後
もJAあいち豊田管内（豊田市、み
よし市）に居住し、管内で就農で
きる人

定員 �1人
選考 �1次審査…書類審査、面接、作文、

研修体験、2次審査…面接
申込 �2月29日（土）までに応募書類に必

要事項を記入し、あいち豊田農業
協同組合みよし施設園芸支援セン
ター（〒470-0214�みよし市明知
町大塚132-3）へ郵送（締切日必着）
もしくは直接（持参前に要電話）

とよた業界研究会
豊田市雇用対策協会
☎0565-34-1999
　45社が参加します。この機会に地
元業界を知りませんか。
内容 �豊田市周辺地域の業界紹介、企

業研究（5社以上訪問した人に、
図書カードを進呈）

日時 �2月7日（金）10：30～15：30

ホームページホームページ

ホームページ
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催し・講座
防災安全課の催し
防災安全課  
☎32-8046  N76-5702
{bosai@city.aichi-miyoshi.lg.jp

【110番の日みよし市安全・安心フェ
スタ】

　交通安全・防犯イベントを実施しま
す。さまざまなブースを出展しますの
で、ぜひお越しください。
内容 �110番通報に関する啓発、交通

安全に関する啓発活動、交通取締
用パトカー・白バイ展示、警察官
制服（子供用）体験、交通安全手
形、交通安全缶バッチ作成、防犯
に関する啓発活動など

日時 �①1月10日（金）16：00～18：00
場所 �イオン三好店

【防災講演会】
　女性を中心に防
災・減災活動に取
り組むボランティ
アグループ、防災
ママかきつばたの
高
た か ぎ
木一

か ず え
恵さんを講

師に迎え、「女性
視点から考える防災への取り組み～こ
れからはじめるママ防災～」をテーマ
に講演会を開催します。
　女性視点の防災啓発ブースも設けま
す。皆さんのお越しをお待ちしていま
す。
日時 �2月8日（土）13：30～14：40（ブ

ースは13：00～15：00）
場所 �サンアート小ホール
定員 �先着で400人　費用 �無料
申込 �不要。会場へ直接

【シルバー交通安全教室】
　急速な高齢化の進展や交通環境の変
化に伴う悲惨な交通事故から高齢者を
守るため、高齢者対象の交通安全教室
を開催します｡
内容 �豊田警察署交通課による交通安全

講話や運転適性検査、交通安全教
育チーム「あゆみ」による寸劇など

日時 �2月21日（金）13：30～16：00（予
定）

場所 �一般社団法人愛知県トラック協会
中部トラック総合研修センター

対象 �市内在住で65歳以上
定員 �抽選で20人程度　費用 �無料
申込 �1月30日（木）までに申込書（防災

安全課で配布、またはホームペー
ジからダウンロード可）に必要事項
を記入し、防災安全課へ郵送、フ
ァクス、メール、または直接

サンアートの催し
サンアート��☎32-2000��N32-3232
【ロビーコンサート】

日時 �1月16日（木）19：00～20：30
場所 �サンアートロビー　費用 �無料

【サンアートスペシャルコンサート】
日時 �1月18日（土）10：45～20：00
場所 �サンアート小ホール　費用 �無料

省エネ住宅セミナー
環境課  ☎32-8018  N76-5103
　みよし市、岡崎市、豊田市が協働で
省エネな住まいづくりのためのセミナ
ーを開催します。講演や3市の補助金
担当者による制度についての紹介を行
います。
日時 �①1月25日（土）、②2月1日（土）13：

30～15：30
場所 �①とよたエコフルタウン（豊田市

元
もとしろ

城町3-11）、②岡崎市竜美丘会
館（岡崎市東

ひがしみょうだいじ

明大寺町5-1）
対象 �市内で新築・リフォームを検討し

ている人
定員 �先着で30人
申込 �1月7日（火）～21日（火）に参加希望

会場、参加者全員の氏名、住所、

電話番号、ファクス番号、メール
アドレスを記入し、中日アド企画
へファクス（N0564-23-2031）、
またはメール（{zeh@chunichi-
adnet.co.jp）

第6回ビジネス交流会
in TOYOAKE
豊明市商工会  ☎0562-93-6666
内容 �自社の事業の紹介と情報交換
日時 �2月13日（木）18：00～20：30
場所 �豊明市文化会館ギャラリー3・4（豊

明市西
にしがわ

川町広
ひろはら

原28-1）
定員 �先着で100人（1事業所2人まで）
費用 �500円（商工会非会員1,000円）
申込 �1月31日（金）までに参加費を持

参し、豊明市商工会へ直接

愛知女性活躍推進シンポジウム
ハローワーク豊田 企業支援
部門  ☎0565-31-1400

（部門コード31#）
内容 �女性活躍推進の専門家による基調

講演、企業の取り組み事例紹介、
パネルディスカッション

日時 �1月29日（水）13：30～15：50
場所 �スカイホール豊田（豊田市八

はちまん

幡町
1-20）

定員 �先着で1,250人　費用 �無料
申込 �愛知労働局ホームページから予約

豊田市コンサートホール・
能楽堂の催し
豊田市コンサートホール・能
楽堂  ☎0565-35-8200
内容 �①知りたい！大人のためのクラシ

ック講座第1回「これでナットク!?
導入編」、②能狂言が見たくなる
講座第4回「おとぎ話と能」

日時 �①1月21日（火）11：00～、②1月
25日（土）14：00～

場所 �①豊田市コンサートホール（豊田市
西
にしまち

町1-200�豊田参合館10階）、
②豊田市能楽堂（豊田参合館8階）

費用 �①・②1,000円（学生500円）
申込 �ホームページから予約

ホームページ

ホームページ

ホームページ
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健康・福祉
精神保健福祉部会シンポジウム

「私のリカバリーストーリー」
福祉課  ☎32-8010  N34-3388
　作業療法士の岩

い わ い
井和

か ず こ
子さんを講師に

招き、精神疾患を抱える3人の体験談
を聞きます。障がいがあっても暮らし
やすい地域について考えませんか。
日時 �1月25日(土)13：30～15：30（開

場は13：00）
場所 �市役所3階研修室1・2
対象 �市内在住、または福祉関係者など
定員 �先着で50人
申込 �氏名、電話番号、障がいへの配慮

が必要な人はその内容を明らかに
して、福祉課へ郵送、電話、また
はファクス

令和元年分保険料（税）納付額の
お知らせ
保険年金課  ☎32-8011 �N34-3388
長寿介護課  ☎32-8009  N34-3388
　国民健康保険税、後期高齢者医療保
険料、介護保険料は、確定申告などの
社会保険料控除の対象になります。平
成31年1月から令和元年12月の間に
みよし市に支払った保険料（税）がある
人には「保険料（税）納付額のお知らせ」
を1月下旬に郵送しますので、納付額
の確認にご利用ください。
　みよし市以外の市町村へ支払った保
険料（税）がある場合は、その納付額も
加算して申告ができます。
　なお、特別徴収（年金からの引き落
とし）で支払った保険料（税）は、日本
年金機構などから届く公的年金などの
源泉徴収票にも記載されていますの
で、重複しないように注意してくださ
い。
　また、普通徴収（納付書または口座
振替）による納付額は、納付実態に合
わせてご家族などの申告に使用できま
すが、特別徴収による納付額は、本人
の申告でしか使用することができませ

んのでご注意ください。

要介護認定者などの障がい者控除
長寿介護課  ☎32-8009  N34-3388
　本人または扶養している家族が介護
認定を受けている場合、一定の要件を
満たすときは、確定申告をすると障が
い者控除として一定金額が所得から控
除されます。
　控除対象者には、申請により「障が
い者控除対象者認定書」を交付します。
認定基準日は、令和元年12月31日現
在、または死亡日とします。

【障がい者控除】
対象 �次の全てに該当する人
①65才以上の人で要支援2以上
②�認定調査票および主治医意見書の
「障がい高齢者日常生活自立度」が自
立、J1、J2、A1、A2に該当

③�認定調査票および主治医意見書の
「認知症高齢者等日常生活自立度」が
自立、Ⅰ、Ⅱa、Ⅱbに該当

【特別障がい者控除】
対象 �上記①と、次のいずれかに該当す

る人
①要介護4、または要介護5
②�認定調査票または主治医意見書の
「障がい高齢者日常生活自立度」が
B1、B2、C1、C2に該当

③�認定調査票または主治医意見書の
「認知症高齢者等日常生活自立度」が
Ⅲa、Ⅲb、Ⅳ、Mに該当

申込 �印鑑（認め印）を持参して、長寿介
護課へ直接（認定証の即日交付は
不可。後日郵送）

確定申告用の医療費（介護用お
むつ代）控除証明書の発行
長寿介護課  ☎32-8009  N34-3388
　要介護認定を受けている人は、医師
が発行した「おむつ使用証明書」の代わ
りに、市が発行する「医療費（おむつ
代）控除証明書」（要介護認定に係る主
治医意見書の内容により確認）を添付
することにより、確定申告で控除を受
けることができます。

対象 �次の全てに該当する人
①�おむつ代に係る控除を受けるのが2
年目以降

②�主治医意見書の「障がい高齢者日常
生活自立度」がB1、B2、C1、C2

③�主治医意見書の「尿失禁の発生可能
性」が「あり」

申込 �印鑑（認め印）を持参して、長寿介
護課へ直接（認定証の即日交付は
不可。後日郵送）

ヘルスパートナーと
みよしを歩こう
健康推進課　保健センター内
☎34-5311  N34-5969
　ヘルスパートナーと一緒に福谷城や
猿投古窯を巡る福谷地区のコースで
す。
日時 �2月7日(金)9：30～11：30（8：00

の時点で雨天の場合は中止）
場所 �福谷ハピネスホールに集合
対象 �市内在住　費用 �無料
申込 �不要。集合場所へ直接

60歳からの栄養・健康教室
健康推進課　保健センター内
☎34-5311  N34-5969

　普段料理をしない人も、ぜひご参加
ください。皆さんのご参加をお待ちし
ています。
内容 �健康・栄養についての講話、みそ

汁の塩分チェック、調理実習
日時 �1月29日(水)10：00～12：30
場所 �保健センター
対象 �市内在住で60歳以上
※男性、一人暮らしの人は年齢を問い
ません。
定員 �先着で20人　費用 �300円
申込 �1月17日（金）までに、健康推進課

へ電話、または直接
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健康・福祉
認知症初期集中支援チーム
みなよし地区地域包括支援センター
市民病院内  ☎33-3502  N33-3501
　認知症になっても住み慣れた地域で
暮らし続けるためには、早期の発見・
対応が大切です。市には、認知症また
はその疑いがある人やご家族への初期
支援を行う、専門職による支援チーム
があります。
　相談後は、必要に応じて支援チーム
が家庭訪問や医療機関との調整など、
問題解決のための支援を実施します。
対象 �市内在宅の40歳以上で、認知症

状や専門病院の受診などで困って
いる本人または家族

相談 �対象者の住所地にある地域包括支
援センターへ電話

●�みなよし地区地域包括支援センター
（南中学校区）☎33-3502
●�なかよし地区地域包括支援センター
（三好中学校区）☎34-6811
●�きたよし地区地域包括支援センター
（北・三好丘中学校区）☎33-0791

みなよしカフェ
みなよし地区地域包括支援センター
市民病院内  ☎33-3502  N33-3501
　皆さんのお越しをお待ちしています。
内容 �参加者交流会、健康運動指導士に

よる健康体操
日時 �1月10日(金)14：00～15：00
場所 �市民病院1階会議室
対象 �市内在住で40歳以上　費用 �無料

申込 �不要。会場へ直接

障がい者職業訓練生の募集
ハローワーク豊田　☎0565-31-1400
　愛知障害者職業能力開発校では、令
和2年4月入校の訓練生を募集してい
ます。詳しくは、ハローワーク豊田へ
お問い合わせください。
科目 �①ITスキル科、②OAビジネス科、

③CAD設計科、④総合実務科（知
的障がい者対象）、⑤ワークサポ
ート科（精神障がい者・発達障がい
者対象）

選考 �①・②・③・⑤3月3日（火）、④3月
1日（日）

申込�1月6日（月）～2月14日（金）にハロ
ーワーク豊田へ直接

講演「遺伝・ゲノムと医療と健康」
日本赤十字豊田看護大学  学務課
☎0565-36-5111
内容 �京都大学医学研究科特定教授の

西
にしがき
垣昌

まさかず
和さんの講演

日時 �2月8日(土)16：20～17：50
場所 �日本赤十字豊田看護大学
定員 �先着で100人（要予約）
申込 �1月6日（月）9：00以降に日本赤十

字豊田看護大学へ電話

精神保健福祉家族教室
衣浦東部保健所健康支援課
こころの健康推進グループ
☎0566-21-9337  N0566-25-1470
内容 �名古屋市立大学大学院看護学研究

科教授の香
か つ き
月富

ふ じ か
士日さんの講演「家

族が元気になるための家族教室」

日時 �2月12日(水)14：00～16：00
場所 �衣浦東部保健所（刈谷市大

お お て ま ち
手町

1-12）
対象 �統合失調症などの患者の家族
費用 �無料
申込 �1月31日（金）までに衣浦東部保

健所健康支援課こころの健康推進
グループへ電話

子育て
ファミリー・サポート・センター
会員募集と講習会
ファミリー・サポート・センター
子育て総合支援センター内
☎・N34-2228
　ファミリー・サポート・センターは
「子育ての手助けをしてほしい人（依頼
会員）」と「子育ての手助けをしてくれ
る人（援助会員）」をつなぐ、子育てを
支援する組織です。
内容 �入会説明、講義「子どもの事故予

防について」「心肺蘇生法につい
て」（依頼会員は入会説明のみ）

日時 �2月14日（金）9：30～12：00
場所 �子育て総合支援センター交流室
対象 �依頼会員…市内在住・在勤・在学で

生後2カ月～小学6年生の子どもを
養育していて育児援助を受けたい
と思う人、援助会員…市内在住
で、心身ともに健康で育児の援助
をしてくれる20歳以上の人

託児 �あり
申込 �1月9日（木）～2月6日（木）にファ

ミリー・サポート・センターへ電
話、または直接

　　有料広告

 付時間 月 火 水 木 金 土 祝

 M8:35～12:00 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

PM3:35～７:15 ○ ○ ○  ○   

 ネット予約できます 三好ヶ丘整形外科 検索

  561-33- 111   561-41-8 33
 お問い合わせ・ご予約)  リハビリ直通)

 祝日の午前診療あり メグリア三好店より西へ500m

   1 土
月1

   42020
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中学校武道場…300円
※1回の使用料金です。
申込 �2月14日（金）までに、申請書（ス

ポーツ課で配布）に必要事項を記
入し、スポーツ課へ直接

三好池桜マラソン
三好走ろう会  ☎・N32-8119

　桜が咲く三好池の周りを楽しく走り
ませんか。お気軽にご参加ください。
なお、三好池工事のため、コースと参
加人数が例年と異なります。
日時 �4月5日（日）8：00～
場所 �三好公園陸上競技場および三好

池周辺道路
種目 �①1.5km、②6.1km、③10.4km
対象 �①年齢制限なし、②・③中学生以上
定員 �先着で1,200人
費用 �①1,200円、②・③2,200円
申込 �次のいずれかの方法
●�1月8日（水）以降にスポーツエントリ
ーのホームページの三好池
桜マラソンエントリーペー
ジで受け付け

●�1月26日（日）12：00～17：00、2
月1日（土）・2日（日）10：00～18：
00に、申込書に必要事項を記入し、
参加費用を持参の上、三好走ろう会
事務所（三好町夕田58-1）へ直接

ホームページ

親子のリトミック
黒笹地区子育て支援センター
黒笹保育園内  ☎36-5722  N36-5108
日時 �1月28日（火）10：00～11：00
場所 �黒笹保育園遊戯室
対象 �1歳9カ月以上の未就園児とその

保護者
定員 �抽選で30組　費用 �1人15円
申込 �1月14日（火）～21日（火）9：00～

16：00に黒笹地区子育て支援セ
ンターへ電話、または直接

小中学校入学説明会
学校教育課  ☎32-8026  N34-4379
　令和2年度、小中学校に入学する子
を対象に、入学説明会を実施します。
小学校の入学説明会の案内は、1月上
旬までに各保育園・幼稚園で配布、また
は学校教育課から送付します。中学校
の入学説明会の案内は、各小学校で配
布します。内容を確認していただき、
入学するお子様と一緒にご出席くださ
い。なお、やむを得ず欠席する場合は
事前に学校へ直接連絡してください。

赤ちゃんマッサージ
みなよし地区子育て支援センター
打越保育園内  ☎34-1867  N34-6791
日時 �2月14日（金）10：00～11：00
場所 �打越保育園遊戯室
対象 �2カ月～11カ月の未就園児とそ

の保護者
定員 �抽選で20組　費用 �1人15円
申込 �1月31日（金）～2月7日（金）9：00

～17：00にみなよし地区子育て

支援センターへ電話、または直接

スポーツ
キラポンダンスぷち体験会
三好さんさんスポーツクラブ 
明越会館内  ☎・N34-3621  
{sansan@hm9.aitai.ne.jp
　ポンポンを持って、みんなで楽しく
踊ります。
日時 �2月22日（土）10：30～11：30
場所 �緑と花のセンター研修室
定員 �先着で年中女子8人
費用 �500円（当日集金）
申込 �1月15日（水）9：00以降に、氏名、

園名、電話番号を明らかにして、
三好さんさんスポーツクラブへメ
ール、電話、または直接

令和2年度小中学校の
体育施設スポーツ開放
スポーツ課  総合体育館
☎32-8027  N34-6030
　市内の小中学校の体育館、武道場を
学校教育に支障のない範囲で有料開放
します。
日時 �4月11日～令和3年3月13日（12

月28日～1月4日を除く）18：30～
21：30

※学校の行事などにより利用中止とな
る場合があります。
対象 �定期的（年間20回以上）に施設を

利用し、市内在住・在勤・在学の
10人以上で構成する団体

費用 �小学校体育館…460円、中学校体
育館…全面640円、半面320円、

　　有料広告

ホームページ
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スポーツ
硬式テニス協会会員募集
テニス協会　長

ながやま

山家
いえひさ

久さん 
☎090-3152-5986
　令和2年度の個人・団体会員を募集
します。�
対象 �市内在住・在勤・在学
申込 �1月21日（火）～2月20日（木）に、

申込書（総合体育館で配布、また
はホームページからダウンロード
可）に必要事項を記入し、総合体
育館へ直接

採　用
給食協会非常勤職員
給食協会  学校給食センター内
☎32-0501  N34-0199
職種 �①調理員、②用務員
内容 �①野菜洗いなどの下処理・片付け、

調理道具・食器などの洗浄、清掃、
②調理着の洗濯など

期間 �4月1日～令和3年3月31日
勤務 �①平日8：00～12：00、または11：

00～16：30（休憩1時間）（週3～4
日）、②平日13：00～17：00（週2
～3日）

対象 �高等学校、または同程度の学校を
卒業

選考 �書類選考、面接
申込 �1月27日（月）～2月6日（木）に雇用

願（給食協会で配布、またはホーム
ページからダウンロード可）に必要
事項を記入し、給食協会へ直接

みよし市職員（非常勤）
人事課
☎32-8351  N32-2165
　会計年度任用職員（現在の臨時的非
常勤職員）を募集します。詳細はホー
ムページをご覧ください。
勤務 �1日7時間45分以内で週37時間30

分以内
期間 �4月1日～令和3年3月31日（職種に

より短期間の場合あり）
選考 �書類選考、または面接
申込 �1月31日（金）までに「みよし市会

計年度任用職員登録申込書」（人事
課で配布、またはホームページか
らダウンロード可）に必要事項を
記入し、人事課へ直接

自衛隊
自衛隊  豊田所
☎・N0565-32-7384

【自衛官募集】
種目 �自衛官候補生　対象 �18～32歳
申込 �随時。自衛隊豊田所へ電話

【公務員合同制度説明会】
日時 �2月15日（土）9：40～12：00
場所 �豊田市視聴覚ライブラリー（豊田

市挙
こ ろ も
母町3-59）

伝言板
フードドライブにご協力を
　食品ロス削減のため、家庭で不要に
なった飲食物の提供にご協力をお願い
します。
対象 �未開封で常温保存ができ、賞味期

　　有料広告

限が1カ月以上残っているもの
申込 �事前に持ち込み内容を三好丘緑集

会所へ電話（☎36-1151）の上、平
日9：00～13：00に三好丘緑集会
所へ直接

雑木林deセルフケア
内容 �呼吸法、ストレッチ、自然散策な

ど
日時 �1月13日（祝）、2月24日（祝）、3

月15日（日）10：00～12：00
場所 �三好丘緑地　対象 �18歳以上
定員 �先着で5人　費用 �1,000円
申込 �鈴

すずき
木友

とも
よさんへ電話（☎090-1231-

9989）、またはメール（{tmerumo
　　suzuki@gmail.com）

認知症予防に役立つコグニサイズ
内容 �軽運動と脳トレ（見学自由）
日時 �毎月第2・4金曜日10：00～11：30
場所 �サンアート軽運動室（変更あり）
費用 �入会金500円、月額500円
申込 �月

つきおか
岡守

まもる
さんへ電話（☎090-8187-

6636）

ガールスカウトオリンピック
　世界の遊びと食を学びませんか。
日時 �1月19日（日）、2月16日（日）10：

00～13：00
場所 �緑と花のセンター研修室
対象 �年長～小学3年生の女児とその保

護者
定員 �各日ともに先着で15組　
費用 �300円
申込 �安

やすだ
田初

はつよ
代さんへ電話（☎090-1985-

6347）

ホームページ

ホームページ

ホームページ
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尾三だより
　みよし市・日進市・東郷町・豊明市・長久手市による尾三地
区自治体間連携事業として、それぞれの市町で行われるイ
ベント情報などを相互に掲載しています。

企画展「にっしんの学校教育―明治から戦後までの歩み―」

ファンカッション

安心安全フェス2020

左
さぎちょう
義長

岩崎城歴史記念館　☎0561-73-8825

生涯学習課　☎0561-38-4111

防災防犯対策課　☎0562-92-8305

生涯学習課　☎0561-56-0627

　学校教育の変遷を、明治から戦後の教
科書を紹介しながらたどります。明治の
教科書自由採択時代から、検定教科書、
国定教科書と教育内容の移り変わりを紹
介。時代ごとの女子教育にも注目し、男
子と女子の教育内容を比較・検証します。

　車の運転や横断歩道の横断方法が正し
いか確かめてみませんか？　新たな年の
初めに、家族で一緒に安全で安心してい
られるように、ぜひご参加ください。
内容 �自転車のながら運転事故のVR体験、

子ども用警察制服試着記念撮影など

日時 �1月19日（日）までの9：00～17：00
※月曜日休館（祝日の場合は開館）、年始
は1月5日（日）から開館します。
場所 �岩崎城歴史記念館（日進市岩

いわさき
崎町市

いち

場
ば

67）
費用 �無料

日時 �1月19日（日）12：00～16：30
※雨天決行・荒天中止で、一部内容を変
更する可能性があります。
場所 �豊明市文化会館ギャラリーおよび屋

外（豊明市西
にしがわ

川町広
ひろはら

原28-1）
費用 �無料

　日本の打楽器パフォーマンスを代表す
るグループ「ファンカッション」のハイレ
ベルな技術と躍動感あふれるステージ。
日時 �2月1日（土）14：00開演
場所 �東郷町民会館ホール（東郷町大字春

はる

木
き

字北
き た ん だ

反田14）

　左義長は、古いお札や正月飾りを燃や
す行事で、「どんど焼き」とも呼ばれ、今
年も地元の皆さんにより行われます。
日時 �①1月12日（日）6：30ごろ（雨天決行）、

②1月12日（日）6：00ごろ(雨天時は
1月13日（月）に延期)

場所 �①岩
や ざ こ

作壁
か べ の も と

ノ本御
おんたけ

嶽神社下の高根橋付
近の河川敷、②岩作長

ながつる
鶴のグリーン

ロード北側の農地
※駐車場はありません。
※①は岩作左義長有志の会、②はボーイ
スカウト長久手第1団による実施です。

費用 �一般2,000円、高校生以下1,000円
（全席指定、保護者膝上の未就学児
は無料）

申込 �東郷町民会館（火曜休み）窓口で発売
中（電話予約も受け付け中）。チケッ
トぴあでも販売（Pコード 157-207）
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◦�いずれの相談も祝日は実施しませんので、ご注意ください。
◦相談室の番号など、詳しくは市役所1階総合受付モニターでご確認ください。
◦電話番号末尾の（専）は、相談専用の電話番号です。

相談名 日時 場所 予約 問い合わせ

一般住民相談
平日9：00～12：00、13：00～17：00 市役所2階相談室

不要

市民課☎32-8012
※各相談の受け付けは、終
了時間の30分前までです。

毎週水曜日10：00～12：00、13：00
～17：00

サンネット相談室
カリヨンハウス内

人権相談、行政相談 10日（月）13：00～16：00
市役所2階相談室

不要
法律相談 14日（金）13：30～16：30 必要（前日まで）
司法書士・行政書士・土地
家屋調査士合同相談 18日（火）13：00～16：00 不要

外国人相談
毎週月・火・金曜日13：00～16：00
毎週水・木曜日9：00～12：00、13：
00～16：00

市役所1階市民課 不要

年金相談・請求
12日・26日の水曜日
①9：00～、②10：00～、③11：00～、
④13：00～、⑤14：00～

市役所1階相談室 必要 保険年金課☎32-8016

障がい者相談
（就労・介護・虐待など） 平日8：30～17：00 市役所1階ふくしの窓口 必要（前日まで）ふくしの窓口

☎76-5663
高齢者面接相談
（介護・虐待など） 平日8：30～17：00 市役所1階長寿介護課 必要（前日まで）長寿介護課☎32-8009

介護・高齢者福祉サービ
スの相談 平日8：30～17：00

みなよし地区地域包括支援セ
ンター（みよし市民病院内）

必要（前日まで）

みなよし地区地域包括支援
センター☎33-3502

なかよし地区地域包括支援セ
ンター（福祉センター内）�

なかよし地区地域包括支援
センター☎34-6811

きたよし地区地域包括支援セ
ンター（ケアハウス寿睦苑内）

きたよし地区地域包括支援
センター☎33-0791

医療相談 平日8：30～17：00 市民病院1階総合受付 不要 市民病院地域連携・医療相
談室☎33-3300

児童虐待・子ども相談 平日8：30～17：00
市役所2階子育て支援課 不要

子育て支援課
☎32-0910（専）

母子・父子・寡婦相談 平日9：00～16：30 子育て支援課
☎32-8034

子育て相談
毎週火・金曜日
9：00～12：00、13：00～16：00

子育てふれあい広場
子育て総合支援センター内 不要 子育て総合支援センター

☎34-0500
毎週火・水曜日13：00～16：00 子育てふれあい広場

カリヨンハウス内 不要 子育てふれあい広場
☎36-1181

NPO・協働相談 6日（木）13：30～16：30 市役所3階協働推進課 必要（前日まで）協働推進課☎32-8025
消費生活相談 毎週月・水曜日9：00～12：00

毎週木・金曜日13：30～16：30 市役所4階相談室 不要 産業課☎32-8015

弁護士同席消費生活相談 4日（火）①13：30～、 ②14：15～、
③15：00～、④15：50～ 市役所4階相談室 必 要（1月28日

まで） 産業課☎32-8015

営農相談 12日・26日の水曜日13：30～15：30 緑と花のセンター営農相談室 必要（前日まで）緑と花のセンター
☎34-6111

教育に関する相談
（家庭・学校・不登校・特別
支援）

毎週月曜日10：00～16：00
毎週水曜日9：30～15：30
毎週木曜日13：00～17：00

教育センター「学びの森」 必要 学びの森☎33-5010
学校教育課☎32-8026

毎週木曜日18：00～20：00 市役所2階学校教育課 必要（前日まで）
心配ごと相談 5日（水）・20日（木）9：00～12：00 福祉センター2階相談室 予約者優先 社会福祉協議会

☎34-1588
こころの電話みよし（小学
生～19歳とその家族） 毎週土曜日12：00～16：00 電話のみ 不要 教育行政課

☎34-5874（専）
女性の悩みごと相談 毎週月曜日12：00～16：00 電話のみ 面接相談は要予

約
協働推進課
☎32-9539（専）

くらし相談（生活困窮） 平日9：00～17：00 くらし・はたらく相談センター
ふれあい交流館内 必要 ☎33-5020（専）

はたらく相談 ☎33-5070（専）
若者のための職業相談 25日（火）①13：00～、②14：00～、

③15：00～ ジョブサポートみよし
ふれあい交流館内 必要（前日まで）ジョブサポートみよし

☎33-1860（専）巡回労働相談 今月は開催しません
栄養・歯科相談 12日（水）9：00～11：30

衣浦東部保健所
（刈谷市大

おおてまち
手町1-12）

必要 ☎0566-21-9338
精神科医による相談 18日（火）14：00～16：00 必要 ☎0566-21-9337
アルコール専門相談 5日（水）14：00～16：00 必要 ☎0566-21-9337
夜間エイズ・梅毒検査 3日（月）・17日（月）18：00～19：00 不要 衣浦東部保健所生活環境安

全課
☎0566-21-4797

エイズ・肝炎・梅毒検査 毎週火曜日（11日を除く）9：00～11：
00

不要
骨髄バンクドナー登録 必要
検便・水質検査 毎週火曜日（11日を除く）9：00～11：

30
衣浦東部保健所みよし駐在（西
陣取山90）

水質検査は要予
約

衣浦東部保健所
☎0566-21-9353
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※�広報みよしの中から、外国人の皆さんにもお知らせしたい情報を選び翻訳（ポルトガル語・英語）しています。

市内の外国人登録者数：2,162人　市人口に占める割合：3.5%（令和元年12月1日現在）

記
後
集

編

ポルトガル語
ご

通
つうやく

訳による外
がいこくじんそうだん

国人相談
Acompanhado por intérprete de Português

Horário Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira
9：00～12：00 Centro de Saúde※ Setor de Cobranças Setor de Cidadania Setor de Cidadania Setor de Creche
13：00～16：00 Setor de Cidadania Setor de Cidadania Setor de Cidadania Setor de Cidadania Setor de Cidadania

※A consulta será realizada dentro do Centro de Saúde. O tradutor não poderá se deslocar para outro setor. 

市
し み ん か
民課  Departamento de cidadania

☎0561-32-8012 N0561-32-8048

（日本語の記事は19ページ参照）

令
れ い わ

和元
がんねんぶん

年分保
ほけんりょう

険料（税
ぜい

）納
のうふがく

付額の
お知

し

らせ

Pagamento do seguro 
(imposto) do ano Reiwa 1
Departamento de seguro e 
previdência 
☎0561-32-8011  N0561-34-3388
Departamento do bem-estar dos 
idoso
☎0561-32-8009  N0561-34-3388
O seguro nacional de saúde, segunda 

parcela do seguro médico para 

idosos e o seguro para cuidados 

serão acrescentado à categoria para a 

restituição de impostos etc,.

Àqueles que efetuaram o pagamento 

dos "seguros" entre os meses de janeiro 

a dezembro, receberão o comprovante 

de pagamento enviado pela prefeitura 

de Miyoshi no final de janeiro. Ao 

receber, favor conferir os valores. 

Aqueles que pagaram os impostos 

de outras cidades além de Miyoshi 

também poderão acrescentar o valor 

para a restituição. 

O pagamento de impostos especiais 

(debitado da aposentadoria) também 

serão registrados no [gensen] que serão 

enviados pelo serviço de aposentadoria 

do Japão. Por tanto, atenção para não 

declarar duplamente. 

Os impostos comuns (pagos por boletos 

ou depósito bancário) da família, 

poderão ser declarados juntamente. 

Porém, os impostos especiais deverão 

ser declarados apenas pelo próprio 

declarante.

Announcement of insurance 
premium(tax)payment amount
Insurance pension section
☎0561-32-8011  N0561-34-3388
Longevity care section
☎0561-32-8009  N0561-34-3388
National Health Insurance tax, late 
elderly medical insurance premium, 
and long-term care insurance premium 
are subject to social insurance premium 
deductions such as final income tax 

return. For those who have insurance 
premiums (taxes) paid to Miyoshi City 
between January 2019 and December 
of the Ordinary Year of Reiwa , “Notice 
of Premiums (Tax) Payments” will 
be delivered by mail in late January  
Therefore, please use it to confirm the 
payment amount.
If there is an insurance premium (tax) 
paid to a municipality other than 
Miyoshi City, you can also add the 
amount paid and report it.
In addition, special collection 
withdrawal from pension Insurance 
premiums (taxes) paid in the above 
are also included in the withholding 
slips such as public pensions received 
from the Japan Pension Service, so be 
careful not to duplicate them.
In addition, the amount paid by 
ordinary collection (payment form 
or direct debit) can be used for the 
declaration of family members, etc. 
according to the actual payment, but 
the amount paid by special collection 
can only be used by the individual's 
declaration.  Please note that.

　明けましておめでとうございます。みよし市は1月4日に
市制施行10周年を迎えます。節目の年を迎えるに当たり、
ひまわりネットワークで放送中のみよし市市政番組「みよし
TODAY」のみよし散歩道で、市制後の歩みを振り返る番組
を収録しました。愛らしい動きのキューちゃんが、10年間
を案内してくれる番組になっています。1月6日・13日から2
週にわたり放送しますので、皆さんぜひご覧ください。（成）
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〒470-0295 愛知県みよし市三好町小坂50番地
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広報みよしをスマホへお届け！

ダウンロード

市政情報番組

みよしTODAY（15分間） 月曜日～土曜日放送
初回放送17：45以降8回程度リピート放送
※みよし市ホームページで、番組のニュース項目と「みよし散歩道」
の動画配信を行っています。

●コミュニティFM
　ラジオ・ラブィート 【78.6MHz】

みよしモーニングニュース 月曜日～金曜日放送（8：00～8:09）
みよしイブニングニュース 月曜日～金曜日放送（18：00～18：09）
市長ホットライン 1月6日（月）、2月3日（月）8：00～、18：00～
みよしコミュニティニュース 毎週土曜日生放送（15：50～16：00）

● ケーブルテレビ
　さんさんチャンネル 【123ch】　ひまわり12【地上デジタル12ch】

みよし市公式フェイスブック

今年の干支は子
ね

。

ねずみくんの名案 1番に来たのは明日会いに来てね。

　今年は、干支の筆頭「子」年です。十二支はもともと時刻や方位を示すもので、後に動物が当てはめら
れたといわれています。どのように12獣が選ばれたのか、どうしてこの順となったのか…。さまざま
な伝説や物語がありますが、その中の一つを四コマ漫画で紹介しました。
　この物語を読むと、ねずみはずる賢い動物のように思われますが、縁起の良い動物としても有名で
す。福の神といわれる大

おおくにぬしのみこと
国主命の使いとされており、人々に富を与え、財産を守るといわれています。

また、ねずみは多産であることから、子孫繁栄の象徴とされています。今年一年が、皆さんにとって実
り多い年となりますように。
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