
今月号の表紙
　1月26日、市制施行10周年
記念令和2年新春みよし市マ
ラソン駅伝大会が行われまし
た。ゲストランナーの柏

かしわばら
原竜

りゅう

二
じ

さんと疾走する子どもたち。
（関連記事：8ページ）
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市政ニュース
▶4月からプラスチック製容器包装の収集を開始します   4
▶休日臨時窓口を開設します   5
▶4月から受動喫煙を防ぐための新たなルールが始まります  6
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日常生活における防火対策
火災から大切なものを守るために

　3月1日から7日まで、春の火災予防運動が全国で展開されます。
火災の原因の多くは、皆さんが生活する身近なところに潜んでいる
ことをご存じですか。火災により大切なものを失わないために、こ
の機会に日常生活で起こる火災の原因と、それに対する防火対策を
再確認しましょう。

　令和元年中に市内で発生した火災は20件、そのうち建物火災は
8件で40％を占めています。また、過去3年間の火災発生状況にお
いても、建物火災は火災種別で最も多く発生しています。建物火災
は、コンロやコンセントからの出火、バッテリーの発火や、寝たば
こなど、生活の身近なところに出火原因があります。

建物火災
8件

林野火災
6件

その他火災
6件

（令和元年12月31日現在）
■市内の令和元年中の火災発生状況

提供：尾三消防本部

防災安全課　
☎32-8046　N76-5702

尾三消防本部みよし消防署
☎36-0119　N36-0120

市内の主な火災は建物からの出火市内の主な火災は建物からの出火

　住宅用火災警報器は、火災の発生を大きな警報音で知らせ
てくれるため、就寝中や避難に時間がかかる人の逃げ遅れの
防止につながります。まだ設置をしていない
住宅は、早急に設置してください。
※消防署員をかたるなどの悪質訪問販売など
には十分ご注意ください。

住宅用火災警報器の設置が義務化されています
■市内の過去3年間の火災発生状況

火災種別 平成29年 平成30年 令和元年

建物 10 12 8

林野 0 1 6

車両 4 0 0

その他 10 7 6

合計 24 20 20
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　コンロの火の消し忘れやコンロの火がコンロに
付いている汚れや自分が着ている服に着火するこ
とが原因です。コンロはこまめ
に掃除し、使用する際はその場
を離れないようにしましょう。
また、古いコンロには自動消火
装置が付いていないので、設置
するようにしてください。

　コンセントプラグが奥まで差さっていないと、
隙間にほこりが溜まり、出火の恐れがあります。
冷蔵庫や電子レンジなどコンセ
ントを差し続けている家電は、
緩みがないか定期的に確認しま
しょう。また、たこ足配線は発
熱し、出火する場合があるの
で、注意してください。

　スマートフォンやおもちゃなどに使用するリチ
ウムイオンバッテリー。老朽化したり、充電し
ながら操作を続けて高温になったりしてバッテ
リーが膨張すると、破裂
し、出火する場合がありま
す。メーカーの使用方法を
守り、古いバッテリーの使
用は控えましょう。

□使用中はその場を離れない
□着衣や汚れへの着火に注意

□プラグの差し込みを確認する
□たこ足配線にしない

□高温状態にしない
□古いバッテリーを使わない

　日常生活で起こる火災の多くは、何気ない不注意が原因です。家庭で
起こる火災の原因とその対策について、尾三消防本部みよし消防署予防
課の竹

たけうち
内健

けんすけ
祐さんにお話を伺いました。

からの出火からの出火

からの出火からの出火

からの出火からの出火
コンロコンロ

コンセントコンセント

バッテリーバッテリー

火の用心火の用心
3つの習慣・4つの対策3つの習慣・4つの対策

日常生活に潜む火災の原因をチェック

万全の防火対策を
整えましょう！

　住宅などの建物火災は、生命や財
産だけでなく思い出の詰まったアル
バムなど、家族の大切なものを全て

あなたの大切な「思い出」を守るために

　2019年度全国統一防火標語は、『ひとつずつ　いいね！で確認　火の
用心』です。火災の原因のほとんどは不注意によるものです。尊い命や財
産を守るため火の元には十分注意しましょう。なお期間中、啓発放送や消
防団による市内巡回などを行う予定です。

今一度、身の回りの防火対策を見直しましょう！今一度、身の回りの防火対策を見直しましょう！

初期消火体験、煙体験、ミニ消防車・救
急車試乗、ロープ渡り体験、はしご車
乗車体験、車両・赤バイ展示など

春の火災予防運動春の火災予防運動

　さまざまな体験を通して、火災予防
の知識を楽しく学びませんか。

3月7日（土）9：00～12：00
イオン三好店駐車場尾三消防本部消防フェスタ

体験を通して火災予防を学ぼう

□�

□�

□寝たばこは、絶対にしない□寝たばこは、絶対にしない
□�ストーブは燃えやすいものから□�ストーブは燃えやすいものから
離れた位置で使用する離れた位置で使用する

□調理中はコンロから離れない□調理中はコンロから離れない

3つの習慣3つの習慣

□�

□□住宅用火災警報器を設置する住宅用火災警報器を設置する
□�□�寝具や衣類は、燃えにくい防炎寝具や衣類は、燃えにくい防炎
品を使用する品を使用する
□□住宅用消火器などを設置する住宅用消火器などを設置する
□�□�隣近所と協力体制をつくる隣近所と協力体制をつくる

4つの対策4つの対策

奪ってしまいます。大
切な思い出を失わない
ためにも、火を使うと
ころを中心に日頃から
身の回りを点検し、火
事を起こさないように
気を付けましょう。
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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

×�プラマークが表示されているが、
　汚れているもの・中身が取り除けないもの
×プラマークのないプラスチック製品
×ペットボトルのボトル部分

注意してくださいね
右のものは、プラスチック製容
器包装としては、出せません。
燃やすごみで出しましょう！

「プラスチック製容器包装」の収集開始に伴い、ごみの収集日・地区を変更します。
ごみの収集日・地区が変わります

□収集場所は「金属類ごみ」と「陶磁器・ガラスごみ」と同じ集積所です
□市の指定ごみ袋に入れて、収集日の当日朝8時30分までに出しましょう
□汚れているものはさっと洗い流し、汚れを落としてから出しましょう

　　無色透明・黒文字で、10枚入り150円。無色透明・黒文字で、10枚入り150円。
市指定ごみ袋販売店で販売します。市指定ごみ袋販売店で販売します。

プラスチック製容器包装の袋はプラスチック製容器包装の袋は
3月23日（月）から販売3月23日（月）から販売プラスチック製容器包装の出し方

収集日前にチェック

　現在「燃やすごみ」として収集している
「プラスチック製容器包装」を分別収集しま
す。ごみ減量化と資源のリサイクルに、皆
さんのご理解とご協力をお願いします。

※「プラスチック製容器包装」は、各リサイクルステーションみよしでも引き続き回収しています。

※詳しくは、今号と同時配布した「ごみカレンダー」と「ごみと資源の出し方・分け方」をご覧ください。

なかよし1…西一色、福田、スペクトル三好　　なかよし2…東山、好住、上ケ池　　
なかよし3…中島、平池、三好上の一部（国道153号北側）　　三好上…スペクトル三好・なかよし3地区を除く三好上行政区
きたよし1…莇生、福谷、黒笹（黒笹町・黒笹一丁目の一部）、根浦、ひばりケ丘、あみだ堂
きたよし2…三好丘、三好丘旭、三好丘あおば、黒笹の一部（黒笹町・黒笹一丁目の一部を除く）、潮見　　きたよし3…三好丘緑、三好丘桜
みなよし・高嶺…明知上、明知下、打越、山伏、高嶺

地区 燃やすごみ 金属類ごみ 陶磁器・
ガラスごみ

再利用資源
（びん・かん・ペットボトル） 粗大ごみ プラスチック製

容器包装

なかよし1 火・金曜日 第1・3木曜日 第2木曜日 第4木曜日 金曜日 水曜日
なかよし2 火・金曜日 第1・3月曜日 第2月曜日 第4火曜日 金曜日 水曜日
なかよし3 月・木曜日 第1・3金曜日 第2金曜日 第4金曜日 金曜日 水曜日

新屋 火・金曜日 第1・3木曜日 第2木曜日 第4金曜日 金曜日 水曜日
三好上 月・木曜日 第1・3火曜日 第2火曜日 第4火曜日 金曜日 水曜日
三好下 月・木曜日 第1・3金曜日 第2金曜日 第4木曜日 金曜日 水曜日

きたよし1 火・金曜日 第1・3水曜日 第2水曜日 第4水曜日 月曜日 木曜日
きたよし2 月・木曜日 第2・4水曜日 第1水曜日 第3水曜日 月曜日 金曜日
きたよし3 火・金曜日 第1・3水曜日 第2水曜日 第4水曜日 月曜日 木曜日

みなよし・高嶺 火・金曜日 第2・4水曜日 第1水曜日 第3水曜日 金曜日 水曜日

��4月からプラスチック製容器包装の収集を開始します　環境課　☎32-8018　N76-5103

　商品を入れる容器や商品を包む包装で、商品を使い切ったり、商品
と分離されたりする場合に不要となるプラスチック製のものです。

ボトル類、パック類、トレイ類、緩衝材類、
レジ袋、お菓子の袋、カップ類、ふた類例例

◀「プラマーク」が表示されているプラスチック製
の入れ物や包む物が収集の対象となります。

プラスチック製容器包装とは？

！

4月1日（水）からスタート

「プラスチック製容器包装」
分別収集

□�

注意
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休日臨時窓口で取り扱う業務休日臨時窓口で取り扱う業務

休日臨時窓口開設日時休日臨時窓口開設日時

☞

☞

　　毎年、3月下旬から4月上旬は、転入や転出などの手続きで窓口が大変混雑します。毎年、3月下旬から4月上旬は、転入や転出などの手続きで窓口が大変混雑します。
窓口の混雑緩和や平日に手続きができない人のために、休日臨時窓口を開設します。窓口の混雑緩和や平日に手続きができない人のために、休日臨時窓口を開設します。
　休日臨時窓口では、取り扱い業務が限られていますので、事前にご確認いただき、　休日臨時窓口では、取り扱い業務が限られていますので、事前にご確認いただき、
お越しください。お越しください。

3月28日（土）・29日（日）
4月4日（土）・5日（日）�

9：00～12：00

市民課 （市役所1階）  ☎32-8012

保険年金課 （市役所1階）  ☎32-8011

長寿介護課 （市役所1階）  ☎32-8009

子育て支援課 （市役所2階）  ☎32-8034

税務課 （市役所2階）  ☎32-8003

福祉課 （市役所1階）  ☎32-8010

※国外からの転入、他市町村へ確認が必要な異動および住民基
本台帳カードやマイナンバーカードを利用した転入届は除きま
す。また、他市町村から転入の場合は、事前に前住所地での転
出手続きが必要です。

※上記の業務であっても他の機関に確認が必要となる場合は、
取り扱いできない場合があります。

※交付手続き（転入者）は、廃車受付書（廃車申告済証）がある場
合のみ対応できます。

※受理証明書の当日発行はできません。

※事前に通知した必要書類を持参の上、本人の来庁が必要です。

※印鑑登録証明書は、申請当日に発行できない場合があります。

※本人確認書類（運転免許証、パスポートなど）が必要です。

♦�住民異動（みよし市への転入や市内での転居、市外
への転出、世帯変更など）の届け出

♦� 国民健康保険の資格取得、喪失、変更の届け出
♦国民年金の異動の届け出
♦後期高齢者医療保険の届け出
♦ 子ども医療、障がい者医療、母子家庭等医療、後期

高齢者福祉医療の各種申請

♦� 介護保険の資格取得、喪失、変更の届け出
♦��高齢者福祉サービスの変更、廃止の手続き

♦� 児童手当の手続き
♦�� 児童扶養手当、愛知県遺児手当、みよし市遺児手当

の手続き（新規申請を除く）

♦� 原動機付自転車標識（ナンバープレート）の返納手続
き（転出者）、交付手続き（転入者）

♦� 障がい者手帳、障がい者手当、自立支援医療の手続き

♦�各種証明書（住民票（広域交付を除く）、印鑑登録証
明書、戸籍証明、税証明（住宅用家屋証明を除く）な
ど）の発行

�♦戸籍に関する届け出

�♦マイナンバーカードの交付、電子証明書の更新

�♦印鑑登録の申請

�♦返戻された通知カードの受け取り

住民異動届・戸籍届に伴うものに限り、下記の届け出や手続きも受け付けます。

��休日臨時窓口を開設します　市民課　☎32-8012　N32-8048

！
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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

　　　　　　　��原則禁煙
※一定要件を満たせば、喫煙専用室など
（20歳未満は立入禁止）を設置できます。
　　　　　　　��規制なし

▪いつも家で「おかえり」の一言で私はほっとする。なぜか私は笑顔になれる。
▪私がおいしゃさんになっていつかママのびょうきをなおすからね。まっててね。
▪私の失敗を笑顔で笑い飛ばしてくれる母。私はとても幸せです。
▪たいせつなかぞくだからつたえたい　「ありがとう」と「ごめんなさい」

　「望まない受動喫煙」を防止することを目的
とした健康増進法の一部改正に伴い、令和元
年7月から第一種施設（※）が敷地内禁煙（全
面禁煙）となりました。これに続き、第一種
施設以外の全ての市公共施設について、4月
1日（水）から屋内禁煙（建物内は禁煙）となり
ます。
　なお、一部の施設については、利用者の状
況により敷地内禁煙とします。敷地内禁煙と
なる施設は、右のとおりです。

肺がん
11.3倍.3倍 11.3倍.3倍 4.7倍4.7倍

脳卒中 乳幼児突然死
症候群

受動喫煙にさらされている人は、
「病気にかかりやすくなる」というデータが！

出典：厚生労働省�望まない受動喫煙をなくすためのリーフレット

（※）第一種施設は、児童福祉施設など、受動喫
煙により健康を損なう恐れが高い人が主な利用
者である施設および庁舎が対象です。

明越会館、地区コミュニティ広場、おかよし交流センター、石川家
住宅、歴史民俗資料館、学校給食センター、三好公園総合体育館、
勤労体育センター、三好公園内屋外体育施設（陸上競技場、テニス
コートなど）、きたよし地区公園管理事務所、旭グラウンド管理事
務所、三好池カヌーセンター、保田ケ池カヌーポロ競技場管理事務
所、細口公園管理事務所、きたよしグラウンド、ゲートボール・グ
ラウンドゴルフ場「サンパワー」、やすらぎ霊園、リサイクルステー
ションみよし

※障がい者福祉センター、福祉センター、高齢者生きがいセンター、老人憩
いの家、教育センター、児童遊園地は敷地内禁煙を既に実施しています。

　4月1日（水）から多くの人が利用する施設（事
業所や店舗など）が、原則屋内禁煙となります。
※既存の経営規模の小さな飲食店については、
経過措置があります。

衣浦東部保健所  
☎0566-21-4778

◦ 事業所や店舗の禁煙
についての相談窓口

受動喫煙で、
どんな影響があるの？➡深刻な健康影響

　があります

なくそう！　望まない受動喫煙

市公共施設が屋内禁煙になります

事業所や店舗が禁煙になります

敷地内禁煙とする施設

屋内の取り扱い

屋外の取り扱い

ルール

ルール

1

2

��4月から受動喫煙を防ぐための新たなルールが始まります
　健康推進課　保健センター内　☎34-5311　N34-5969

��「家庭の日�～家族へのメッセージ～」優秀作品　教育行政課　☎32-8028　N34-4379

　「家族に伝えたい自分の思い、この機会に伝えたい私の思い」をテーマに募集した
「家庭の日～家族へのメッセージ～」に500人からご応募をいただきました。審査の
結果、最優秀賞1点と優秀賞4点に輝いた作品を紹介します。

最優秀賞最優秀賞

優秀賞優秀賞

▪帰宅して　我が子が炊いた　白米に
　成長感じ　涙の合掌 安

あづみ
積充
みちる
さん

寺
てらど
戸咲
さき
さん

小学生　匿名希望
北
きたがわ
川智

ちひ ろ
尋さん

三
みやけ
宅琢

たく ま
真さん

Q

A

受動喫煙防止に協力してね
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3月7日（土）13：00～15：00 サンアートレセプションホール

◦ 回想法事業「みよし市発懐かし
想ひ出列車」の報告
◦回想法ケアの実践発表
◦回想法の体験
◦昔の遊び道具の展示

講演会 講師紹介 ◦講演「認知症予防と回想法」
■認知症のつどい 2020■認知症のつどい 2020

　「回想法を知らない」、「認知症について知りたい」、「認知症の進行を遅らせたい」
など、興味のある人はぜひご参加ください。

　来島さんは、認知症の人への回想法や、
全国の健康高齢者とのまちづくりに向けた
「地域回想法」の普及に取り組んでいます。
回想法の教材として「テレビ回想法」、「パ
ソコン回想法」、「NHK回想法ライブラリ
ー」などの開発にも協力してきました。

過去の出来事や思い出を語り合うことを通して、
脳を活性化させ、

「認知症予防や症状の悪化を防ぐ」

回想法とは

日時 場所

��回想法のつどい�2020
　長寿介護課　☎32-8009　N34-3388　　特別養護老人ホーム安立荘　☎32-0115　

��令和2年度みよし市奨学金　教育行政課　☎32-8028　N34-4379

期間 �4月～正規の修業期間修了
※年度ごとに継続のための審査があります。
対象 �高等学校、大学もしくはこれらと同等の学校に在学、
または4月に入学予定の人

資格 �次の全てに該当する人
①�成績優秀および品行方正（5段階評価で平均3.5以上）
②�経済的に修学が困難である
③�保護者などが市内に継続して1年以上居住している

支給 �高校生など…月額8,000円、大学生など…月額12,000円
申込 �申請書（3月2日（月）から教育行政課で配布）に必要事
項を記入し、3月31日（火）までに教育行政課へ直接

■奨学基金への寄付を受け付けています
　奨学金は、奨学基金を設置し、皆さんからの寄付金を積
み立てて、経済的な理由により修学困難な学生に支給して
います。随時、寄付を受け付けていますので、趣旨にご賛
同いただける個人・団体は、教育行政課へご連絡ください。

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
固定資産税・
都市計画税

1期・全期前納
4月30日

し尿汲取り手数料 上期�4月15日

市税などの納期
人口�����61,203人（＋58人）
男性�����31,451人（＋41人）
女性�����29,752人（＋17人）
世帯数��24,321世帯（＋46世帯）

※（　）は前月比�　��

みよし市の人口
（令和2年2月1日現在）

どなたでも可　　　　　　�先着で100人　　　　　　�不要。会場へ直接対象 定員 申込

取り組みです。

来来
き じ まき じ ま

島島修修
し ゅ う じし ゅ う じ

志志さんさん
NPO法人シルバー総合研究所副理事長NPO法人シルバー総合研究所副理事長



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
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新春みよし市マラソン駅伝大会
1月26日（日）三好公園陸上競技場・市内一般道路 他

　今大会は市制施行10周年記念大会。箱根駅伝で
活躍した柏

かしわばら
原竜

りゅうじ
二さんと芸能界屈指のランナー森

もりわき
脇

健
け ん じ
児さんをゲストランナーに招いて開催されまし

た。参加者たちはジョギング、マラソン、駅伝、そ
れぞれの部で新春のみよしを駆け抜けました。柏原
さんと森脇さんは競技に参加したり、応援したりす
るなど、ランナーたちと交流を楽しんでいました。



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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　市制施行10周年を記念して、NHKの番組
「みんなDEどーもくん！」の公開収録が行わ
れました。ステージにどーもくん、うさじ
い、たーちゃん、ななみちゃん、ジャングル
ポケット、まひ☆るなが登場すると、会場は
大盛り上がり。出演者と一緒に踊ったり、ク
イズに挑戦したりと、家族みんなで楽しいひ
とときを過ごしていました。

　節分の日、毎年恒例の豆まきが行われまし
た。初めに、鬼に扮

ふん
した先生たちによる劇が

披露されました。その後、手作りの鬼のお
面や帽子をかぶり、豆まきを開始。園児た
ちは、自分の中にいる「いじわる鬼」や「怒り
んぼ鬼」、「泣き虫鬼」を追い払おうと、「鬼
は外！」と大きな掛け声を上げながら、元気
いっぱいに豆をまいていました。

　三好文化幼稚園の園児たちが、歴史民俗資
料館で開催されているひな人形展を訪れまし
た。園児たちは展示室に入ると、所狭しと飾
られたひな人形に、「すごい」と感動している
様子。美しいひな人形に見入っていました。
今回は、昭和から平成にかけて飾られた、さ
まざまなひな人形を展示し、時代や地域での
変化を紹介しています。

豆まき
2月3日（月）打越保育園

ひな人形展
2月7日（金）歴史民俗資料館

「みんなDEどーもくん！」
公開収録
2月2日（日）サンアート



広
報
ク
イ
ズ

みよしっ子ひろば
HAPPY BIRTHDAY
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小
こ じ ま

島 澪
れ お

桜くん
元気いっぱい、優しい男の
子に育ってね。〔三好町〕

1歳

片
かたやま

山 寛
ちか

ちゃん
「ありがとう」とたくさん言
える寛ちゃん。優しい子に
なってね！　〔三好町〕

2歳

近
こんどう

藤 旺
おうすけ

典くん
お姉ちゃんお兄ちゃんに負
けないよう、いっぱい食べて
強くなりましょう。〔莇生町〕

1歳

安
あんどう

藤 颯
そ う ま

真くん
いつも元気いっぱいの颯真
くん。ニコニコ笑顔で大き
くなってね。〔三好町〕

3歳

向
む か い

井 悠
ゆ の

乃ちゃん
元気いっぱいのゆのちゃ
ん。これからも笑顔ですく
すく育ってね。〔三好丘〕

1歳

辰
た つ み

巳 輝
き い ち ろ う

一郎くん
兄弟で1番の悪さ坊主だけ
ど、このまま元気にノビノ
ビ育ってね！　〔南台〕

2歳

　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　石

いしかわ
川 博

ひ ろ き
基くん

ゆうき兄ちゃんと仲良しの
ひろくん。元気いっぱいに
育ってね。〔黒笹〕

3歳

鷲
す み

見 明
あ か り

莉ちゃん
いつも元気いっぱい、にこ
にこ笑顔の明莉！　大好き
だよ♡　〔三好丘旭〕

2歳

対象 5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、3月23日（月）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

3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。

㋐三好公園㋐三好公園

㋑㋑保田ケ池公園保田ケ池公園

㋒細口公園㋒細口公園

【応募方法】①答え（例：Ⓐと㋐、Ⓑと㋑、Ⓒと㋒）、
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】3月12日（木）必着
【2月号の正解】Ⓒ→Ⓓ→Ⓐ→Ⓑ、またはⒹ→Ⓒ→
Ⓐ→Ⓑ（応募33通、正解33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】今号の特集の感想を教えてく
ださい。

問題  桜の開花が待ち遠しい時季ですね。市内には桜の名所がた
くさんあります。Ⓐ～Ⓒの写真は、㋐～㋒のどこで撮影さ
れたものでしょうか。組み合わせを全て答えてください。

●

●

●

Ａ

Ｃ

Ｂ
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家庭教育だより №12
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

新学期の準備新学期の準備
親子で一緒にやってみよう親子で一緒にやってみよう

平成25年度「楽しい子育て全国キャンペーン」～親子で話そう！家族のきずな・我が家のルール～　三行詩優秀作品

公益社団法人日本PTA全国協議会会長賞（一般の部）今回の三行詩今回の三行詩

12
2014   December

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat

11  November
1

2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat

1  January
1 2 3

4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

一般の部
愛知県日進市

木戸　理恵

天皇誕生日

公益社団法人
日本ＰＴＡ全国協議会会長賞

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat

　4月から、元気いっぱいで学校に行けるように、まずはこ
の一年間の疲れをしっかり取ろう。

　一年間の頑張りを無駄にしないために、教科書やノートを
整理しよう。教科書やノートなどは本棚へ、テストなどの学
習プリントは、復習後にファイルにとじるか処分しよう。ま
た、新学期に向けて必要なものを整えておこう。

　一年度の計は新学期にある！　夢や将来に向けて取り組め
るように、親子で一緒に目標を考えよう。一年間、一カ月ご
との目標など、いろんな目標を考えて実践してみよう。

　休みすぎると、生活リズムが乱れてしまうぞ！　規則正し
い生活を送り、家族全員で健康的な生活に取り組んでみよう。

一、ゆっくり休む

一、整理整頓

一、目標を立てる

一、生活リズムを整える

新学期準備の心得新学期準備の心得

「一年間、頑張ったね！」「一年間、頑張ったね！」
　子どもたちは一年間を終えてほっとするとともに、新学期へ
の不安を抱いています。お父さん、お母さん、一年間頑張った
子どもたちを褒めてあげてくださいね。そして、心と体をしっ
かり休め、気持ちが前向きになるよう、新学期に向けて備えま
しょう。

特別に巻物を見せてやろう特別に巻物を見せてやろう。。
君はできるかな？君はできるかな？

休みすぎは禁物！休みすぎは禁物！

目標を立てるときは目標を立てるときは
無理のない範囲で無理のない範囲で、、
達成できるようなも達成できるようなも
のにするといいぞ！のにするといいぞ！



有
ありた
田奈

な お
央／作　羽

はじり
尻利

としかど
門／絵

少年写真新聞社　請求記号E／ハシ

　ぼくの「すき」なあそび。わたしの「すき」ない
ろ。兄妹の「すき」は、二人の生活そのもので、
日常の中にある幸せが描かれています。「すき」
なものを思いうかべると、笑顔になって優しい
気持ちになることに気がつきます。

「すき」

横
よこやま
山光

みつあき
昭／文

青春出版社　請求記号379.9／ヨ
　親は魚を与えるのではなく”魚のとり方”を教え
る！　「将来子供に苦労させたくない」と思いなが
らも、家庭では敬遠しがちなお金の話。正しいお
金の使い方や投資の基本を、親子で一緒に学んで
みませんか。

「子どもが10歳になったら投資をさせなさい」

�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）、3月26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

おすすめ図書
今月号から一般図書も紹介！

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！

細口公園
　春の訪れを伝える梅が咲き誇っています。
開花時期が異なるため、3月中旬頃まで楽し
むことができます。梅を見ながら園内を散策
するのはいかがでしょうか。

　資格や外国語など新たなことに挑戦する
きっかけとなる本を展示します。
期間 �3月27日（金）～6月24日（水）
場所 �中央図書館1階特集コーナー

期間 �2月28日（金）～4月22日（水）
場所 �中央図書館1階児童室

　広報みよし2月号で紹介した「むかし、む
かしのおはなし」は、展示期間が2月26日
（水）までに変更となりました。

図書館特集展示コーナー
【チャレンジ！新しい自分】

【広報に載せたお薦め絵本100冊】

【展示期間の変更について】

　みよしの民話、日本、中国の昔話、絵本
や紙芝居を読みます。
日時 �3月20日（祝）15：00～16：00
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

一般図書

児童書

春休みの小学生のための
おはなし会

12 広報みよし　2020年 3月号

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

作 品 名	 THE  COSMIC  VIBRATION　　作 者 名　近
ちかもち

持　イオリ
受 賞	 1993年度特選　　	設置箇所　三好丘旭地区内歩行者専用道路
製作意図　人間が自然との関係を失いつつある現代、自然破壊をしてきた人間
がもう一度自然を作り直そうとしている。地球の太古から流れ出るエネルギー
を感覚するカタチを追い求めています。それは大地のなか、木々のなか、石の
なかにも潜み変わらぬリズムを刻んで時間と空間の狭間よりニョキニョキと生
まれ出る。地球のVibrationを感じながら自然の果てしない生命力を持ち、宇
宙への未だ見ぬ者たちへの地球人のメッセージであることを信じます。

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。

4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。

以下は申し込み不要です。

ホームページ

彫刻マップ

開催日 イベント名 時　間 内容・定員など
4日（土） 切り紙で遊ぼう 10：00～11：30 色紙を折ったり、切ったりして紙細工を作る。先着で5人
5日（日） 琴を奏でてみよう 9：30～10：30 座敷で琴を演奏する。見学可

11日（土）
スライドホイッスルを作ろう 10：00～11：30 削った竹と棒を使って、音色の変わるホイッスルを作る。先

着で5人
紙ねんどで和菓子を作ろう 13：30～15：00 紙ねんどでお花見団子などの和菓子を作る。先着で5人

18日（土）
竹細工で動くおもちゃを作ろう 10：00～11：30 竹と糸を使って、木を登るおもちゃを作る。先着で5人（小

学生以上）

絵手紙をはじめよう 13：30～15：30 季節の絵を描く。先着で10人。ポケットティッシュ・新聞紙
を持参

25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（小学3年生
以上）

紙飛行機を飛ばして遊ぼう 13：30～15：00 紙飛行機を折って、大空に飛ばす。先着で5人

▪5日、19日の日曜日
　10：00～11：30、13：30～15：00

▪12日、26日の日曜日
　10：00～11：30、13：30～15：00

お蔵の中で懐メロを歌おう

お蔵の中で唱歌を歌おう

※いずれも歌唱指導はありません。

　これはハンドルを回し
て風を起こし、米を食べ
られる部分と食べられな
い部分に分けるための道
具です。現在もハンドル
を回すことができるの
で、ぜひ動かしてみてく
ださい。

探し
てみよう

唐
と う み

箕



※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。

 4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 内　容 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

マタニティコース
Aula para futuros mamãe e 

papai Curso para gestante
4月10日（金）
受付 9：15～9：30

リラックス法、母乳育児と
栄養、妊娠中からの食事

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。

20組 4月3日（金）まで

子 育 て コ ー ス
Aula para futuros mamãe e 
papai Curso de:como cuidar 

do bebê

5月8日（金）
受付 9：15～9：30

市の子育て情報、ママと赤
ちゃんのお口の健康、沐

もくよく
浴

指導
16組 5月1日（金）まで

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

e como dar banho no bebê

6月13日（土）
受付 9：15～9：30

赤 ちゃん の お 世 話 体 験、
妊娠シミュレーター体験 20組 6月5日（金）まで

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
4月8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 4月1日（水）まで

歯 科 健 診
Aula de preven ção

odontológica
4月9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 4月2日（木）まで

むし歯予防教室
Aula de orienta ção

de preven ção de cárie
4月20日（月）
受付 9：30～9：50

平成31年3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 4月13日（月）まで

さ く ら ん ぼ
Palestra para mamãe 

de filhos gameos
4月28日（火）
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

わんぱく教室
Conselho sobre 

nutrição da criança
5月12日（火）
受付 9：30～9：50

平成30年3月・4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 5月1日（金）まで

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

4月6日・13日・20日・27日の月曜日
受付 9：00～11：00

27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
4月21日（火）  
受付 9：30～11：00

場所はおかよし交流センター。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
4月27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
4月6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。

● パパママ教室は、妊娠16週以降の妊婦およびその夫が対象です（妊婦・夫のみでも可）。

健診名 日　時 備　考
3・4カ月児健診
Exame M�dico para
bebês de 3～4 meses

4月14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。

● 3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。

4月28日（火）
1歳6カ月児健診
Exame M�dico para
crianças de 18 meses

4月8日（水）
4月22日（水）

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

4月1日（水）
4月15日（水）

※出前育児相談は、4月から会場がカリヨンハウスからおかよし交流センターに変わります。
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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。

■4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。

5日（日）たつや整形外科クリニック
豊田市若林西町北山畑117 ☎0565-52-3300

12日（日）なかね整形外科
豊田市深田町1-5-3 ☎0565-74-0066

19日（日）かみや外科クリニック
豊田市高上1-16-6 ☎0565-88-8568

26日（日）山口胃腸科外科クリニック
豊田市大清水町原山108-3 ☎0565-46-2211

29日（祝）おかもとクリニック
豊田市伊保町下川原97-2 ☎0565-45-3020

●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

あなたのため、そして大切な家族のために…

いっ得
と く

？  健診・検診！

　保健センターでは、シルバー人材センター会
員が作成した手作りの積み木をプレゼントして
います。母子健康手帳交付時に配布した「妊娠
おめでとうプレゼント引換券」を持参して、パ
パママ教室に参加、または火・水・木曜日9：00
～11：00に保健センターに来所してください。

　対象者には、3月下旬に受診券を送付します。
　費用の約8割を市が負担しており、お得に健診・検診を受ける
ことができます。受診券が届いたら、必ず確認してください。

特定健診…40歳以上のみよし市国民健康保険加入者
後期高齢者健診…高齢者医療保険加入者

がん検診は、症状が
ないときに受けるも
のです。ひとごとと
思わず、検診を受け
ましょう。

生涯でがんにかかる人 がんは1cm
になるまで

がんは2cm
になるまで

がんで亡くなる人

男性 62％
女性 47％
男性 25％
女性 16％

参考：国立がん研究センターがん対策情報センターホームページ

出典：厚生労働省ホームページ
2017年度特定健康診査・特定保健指導の実施状況

2人に1人2人に1人

4～5人に1人4～5人に1人

肺がん  胃がん  大腸がん  前立腺がん  乳がん  子宮頸がん

がんは身近な病気です がんは早期発見が重要です

※他にも、骨密度検診、肝炎ウイルス検診、胸部エックス線検査などがあります。詳しくは受診券を確認してください。

♦ �約10,000円の検査が無料！
♦ �21種類の生活習慣病（高血圧や糖尿病、心筋梗塞など）

の兆候を発見する検査がまとめて受けられます！

妊娠おめでとうプレゼントの
引き換えはお済みですか？

特定健診・後期高齢者健診

がん検診

出前育児相談の場所が変わります
　市では毎月1回、お子さんの身体計測や、育
児・健康に関する相談を実施しています。4月か
ら、会場がカリヨンハウスからおかよし交流セン

対象

♦お得お得
ポイントポイント 0

2,000

3,000

2,500

（万人）

平成20年度 平成23年度 平成26年度 平成29年度

特定健診受診者数（全国）

！ ！

10～20年 1～2年➡

ターに変わ
ります。

2,858万2,798人2,858万2,798人

2,616万3,456人2,616万3,456人

2,346万5,995人2,346万5,995人

2,019万2,502人2,019万2,502人

受診者増加中受診者増加中
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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
ぶらり・みよし軽トラ☆マルシェ 
参加登録者の募集
緑と花のセンター  
☎34-6111��N34-6161

　令和２年度の登録者を募集します。
なお、令和2年度は、イオン三好店駐
車場を主な会場とし、5月から12月
の間に8回程度の開催を予定していま
す。
対象 �軽トラックまたは軽ワゴン車で
農産物や加工品・雑貨等手作り品
を対面販売できる団体または個人

申込 �4月１日（水）～11月15日（日）8：30
～17：00（月曜日を除く）に印鑑を
持参して緑と花のセンターへ直接

※登録受け付けの可否は、届け出内容
を確認後に決定します。

新築・出生の記念樹配布
緑と花のセンター 
☎34-6111  N34-6161

　新築・子の出生の記念に樹木または
花苗を贈呈します。

特殊詐欺やフィッシングメールにご注意を！
豊田警察署からのお知らせ  ☎0565-35-0110

　今年に入っても、特殊詐欺が多発しています。被害に遭わ
ないために、常時留守番電話に設定しておく、「カードが悪
用されている」など怪しい電話が来たらうのみにせず、相手
の連絡先を調べてからかけ直す、などの対策をしましょう。

　また、金融機関やサービス業者を装い、カード番号や口座情報を入力さ
せようとする「フィッシングメール」が出回っています。カード番号やパス
ワードの入力を求められても、安易に入力してはいけません。身に覚えの
ないメールが来たときは、一呼吸おき、金融機関などに直接電話で問い合
わせるなど、慌てず判断をしましょう。

※土地・家屋それぞれの固定資産税課
税標準額の合計が免税点（土地30万
円、家屋20万円）未満の人は縦覧でき
ません。
費用 �無料
持物 �運転免許証など、縦覧者本人の
氏名、住所および生年月日が確認
できるものと、②は納税通知書ま
たは課税明細書、③は納税者から
の委任状

世界自閉症啓発デー・
発達障がい啓発週間
福祉課��☎32-8010��N34-3388

　4月2日は国連の定めた「世界自閉
症啓発デー」、4月2日から8日までは
「発達障がい啓発週間」です。自閉症を
はじめとした発達障がいについて理解
をすることは、誰もが暮らしやすい社
会の実現につながります。皆さんのご
理解とご支援をお願いします。

内容 �新築…ハナミズキ、子の出生…
ヤマボウシ

※樹木が不都合な人にはモッコウバラ
の苗を贈呈します。
日時 �3月14日(土)～31日(火)9：00～
17：00（月曜日を除く）

場所 �さんさんの郷
持物 �引換券（家屋調査、または出生届
け受理時に配布）

令和2年度固定資産税に係る
土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧
税務課  ☎32-8019��N32-2585
　固定資産課税台帳に登録されている
自分の土地や家屋の価格を、他の土地
や家屋の価格と比較して、適正かどう
か確認できます。
内容 �土地…所在、地番、地目、地積、
価格、家屋…所在、地番、家屋番
号、種類、構造、床面積、価格、
建築年

※非課税の物件を除きます。
期間 4月1日(水)～4月30日(木)
場所市役所2階税務課
対象 �①固定資産税の納税者、②納税
者と同一世帯に属する親族や納税
管理人、③固定資産税の納税者の
縦覧に関する代理人
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�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

施設使用料と各種手数料
の改定
企画政策課  
☎32-8005  N76-5021

　
　4月1日（水）から、公共施設の使用
料や各種手数料などの一部を改定しま
す。詳しくは、ホームページ、または
広報みよし1月号をご覧ください。

営農相談
緑と花のセンター
☎34-6111��N34-6161

　就農や農業経営全般に関する相談
や指導を実施しています。
日時 �毎月第2・第4水曜日13：00～15：
30

場所 �緑と花のセンター営農相談室
費用 �無料
申込 �開催日の前日までに相談内容を緑
と花のセンターへ電話

とよた合同企業説明会
豊田市雇用対策協会  
☎0565-34-1999
内容 �豊田市他の企業による合同説明会、
企業の人事担当者との面談

日時 �3月18日（水）10：00～15：30

場所 �松阪屋豊田店8階サンシャインホ
－ル（豊田市西

にしまち
町6-85-1）

対象 �令和3年3月に大学・短期大学・専
門学校を卒業予定で就職を希望す
る学生および卒業後3年以内の既
卒者、またはおおむね45歳未満
の求職者　　　　　　��

ご存知ですか？　検察審査会
岡崎検察審査会　☎0564-51-5793
　交通事故・詐欺・脅しなどの犯罪の被
害に遭い、警察や検察庁に訴えたが、
検察官が加害者を起訴してくれない。
このような不満をお持ちの人のため
に、検察審査会があります。お気軽に
ご相談ください。費用は無料で、秘密
は堅く守られます。

令和2年度県立刈谷東高等学校
通信制課程の生徒募集
愛知県立刈谷東高等学校
☎0566-21-3349
N0566-25-9089
区分 �①新入学、②転編入学、③特科
（聴講生）

対象 �①令和3年3月に中学校を卒業予
定および既卒者、または中学校卒
業と同等以上の学力があると認め
られる人、②高等学校で一部単位
を修得した人

日時 �①前期選抜…3月1日（日）、後期
選抜…3月29日（日）、②3月20日
（金）

※試験内容や出願期間など、詳しくは
ホームページをご覧ください。

裁判所の民事調停
豊田簡易裁判所  ☎0565-32-0329
　隣の騒音が気になる、敷金を返して
ほしい、自転車同士ぶつかってしまっ
たなど、トラブルを抱えてはいません
か。民事調停とは、裁判所が当事者の
間に入り話し合いを進め、問題の解決
を図る手続きです。申し立ては簡単で、
非公開、低額で受けることができます。
お困りの人は、ご利用ください。

生涯学習センタークラブの登録
生涯学習推進課  サンライブ内
☎34-3111��N34-3114

　令和2年度の登録団体を募集しま
す。登録団体は、生涯学習センター
（サンライブ内）の施設を先行予約でき
ます。
対象 �次の全てを満たす団体
①�教養の向上、健康の増進、文化振
興、ボランティアなど社会福祉の増
進などを目的に生涯学習活動を行っ
ている
②およそ10人以上で構成されている
③�メンバーのうち、8割以上が市内在
住・在勤である

申込 �4月12日（日）までに登録用紙（生
涯学習推進課で配布）に必要事項
を記入し、生涯学習推進課へ直接

※期限以降も随時受け付けます。

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

【譲ります】 
山鳥とたぬきのはく製、保育園のスモ
ック、スチームアイロン

【譲ってください】�
北中学校体操服一式、天王小学校体操
服（夏・冬）

【交渉の流れ】
　希望者は、3月10日（火）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

ホームページ

ホームページ

ホームページ

軽運動室軽運動室
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催し・講座
キャッシュレス使い方講座
産業課  ☎32-8015  N34-4189
　

　キャッシュレス・ポイント還元事業
について「よく分からない」、「さらに
活用の幅を広げたい」、そんな皆さん
のための講座です。基本的な使い方の
説明や、実際のアプリ導入の伴走型支
援などを行います。
日時 �3月16日（月）15：00～16：00
場所 �市役所3階研修室4・5
定員 �先着で40人
申込 �3月13日（金）までに産業課へ電
話、または直接

生涯学習春夏講座
生涯学習推進課  サンライブ内
☎34-3111  N34-3114

　

　みよし悠学カレッジ講座では、さま
ざまな内容の講座を「春夏」「秋冬」「新
春」の年3回に分けて開催しています。
今回は、5月開講の「春夏講座」の受講
生を募集します。
対象 �どなたでも可（市内在住・在勤・在
学優先）

申込 �3月29日（日）まで（必着）
※詳しくは、3月1日（日）からサンラ
イブなどで閲覧できる「春夏講座案
内」、今号の折り込みをご覧ください。

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】

出演 �C
カ ン パ ネ ラ

ampanella（ソプラノ、サック
ス、バイオリン、コントラバス、
ユーフォニアム）、久

く の

野雅
ま さ よ

世さん
（ハーモニカソロ）、C

シ ェ ル

hér� f
フ ル ー ル

leur
（ソプラノソロ、ピアノソロ）

日時 �3月19日（木）19：00～20：30
場所 �サンアート1階ロビー　費用 �無料
【いいじゃん大学寄席伝統演芸】

内容 �桂
かつら

鷹
た か じ

治さんによる古典落語
日時 �3月15日（日）14：00開演
場所 �サンアートレセプションホール
費用 �1,000円

外国人のための日本語教室
協働推進課  ☎32-8025  N76-5702

　一緒に日本語を勉強しませんか。
日時 �水曜教室…4月8日～9月23日の毎
週水曜日（4月29日、5月6日、7

月22日～8月26日を除く）10：00
～11：30、土曜教室…4月4日～9
月26日の毎週土曜日（5月2日、7
月25日～8月29日を除く）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

対象 �市内在住・在勤・在学の16歳以上
で日本語を勉強したい外国人

費用 �無料（テキスト代が別途必要）
申込 �不要。開催日に会場へ直接

パネル特別展
「西大平藩から賜った膳たち」
歴史民俗資料館��
☎34-5000��N34-5150
　市内在住の石

いしかわ

川智
さとし

さんから寄贈され
た、膳、椀一式、衣文かけを展示しま
す。近世のみよしと西大平藩の関係を
分かりやすく紹介します。観覧料は無
料です。ぜひご来館ください。
期間 �3月3日（火）～3月15日（日）（月曜
日休館）

場所 �サンライブ1階ギャラリー

英語多読
豊田工業高等専門学校総務課
☎0565-36-5828  N0565-36-5930
{koukai@toyota-ct.ac.jp

【英文多読公開授業】
内容 �英文多読の授業を受講
期間 �4月～7月（受講日選択式）
場所 �豊田工業高等専門学校図書館（豊
田市栄

えいせい
生町2-1）

費用 �1回500円（テキストの購入が別
途必要）

申込 �3月23日（月）以降に申込書（豊田
工業高等専門学校で配布、または
ホームページからダウンロード
可）をメール、ファクス、または
直接

【100万語英語多読体験会】
内容 �英文多読の原理と多読図書の紹介
日時 �4月11日（土）10：00～11：30
場所 �豊田工業高等専門学校図書館
申込 �不要。会場へ直接

ホームページ

過去の講座（太神楽曲芸）過去の講座（太神楽曲芸）
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親子リトミック無料体験会
なかよしクラブ  三好中学校内
☎・N34-1771
内容 �親子リトミック、手遊び、製作、
絵本の読み聞かせなど

日時 �①くまクラス…3月5日（木）、②
ひよこクラス・③うさぎクラス…
3月11日（水）・19日（木）

場所 �打越公民館ホール
対象 �①平成28年4月2日～平成30年4
月1日生まれの子、②平成31年1
月1日～令和元年10月1日生まれ
の子、③平成30年1月1日～平成
31年4月1日生まれの子

費用 �無料
問合 �久

く ぼ や ま
保山薫

かおる
さんへメール（{ｍ-ｋ_

ritokids.2008@hotmail.co.jp）、
またはファクス（N56-0380）

知の拠点あいち
サイエンスフェスタ2020
あいち産業科学技術総合センター
☎76-8302��N76-8304
{acist@pref.aichi.lg.jp
　楽しい講座を通して、科学への関心
を高めませんか。
内容 �①午前の部…金属を溶かして鋳

い も の

物
をつくろう、温度差を音や光に変
えよう、②午後の部…金属を溶か
して鋳物をつくろう、野菜や果物
で電気をつくろう

日時 �3月26日（木）①9：30～12：00、
②13：30～16：00

場所 �あいち産業科学技術総合センター
（豊田市八

や く さ

草町秋
あきあい

合1267-1）

対象 �小学生　
定員 �各講座先着16人程度　費用 �無料
申込 �3月2日（月）以降に参加申込書（ホ
ームページからダウンロード可）
をメール、またはファクス

岡崎の桜まつり
岡崎市観光推進課  
☎0564-23-6216��N0564-23-6731

　岡崎城の天守を中心に約800本の
桜が咲き競います。ライトアップされ
た夜桜は、東海随一の美しさを誇る屈
指のお花見スポットです。　
日時 �夜間照明…3月26日（木）～4月10
日（金）18：00～22：00

※開花状況により期間を変更します。
※岡崎城・三河武士のやかた家康館は、
夜桜照明期間中21：00まで開館（入館
は20：30まで）します。

愛知県美術館所蔵
木
き む ら

村定
て い ぞ う

三コレクションの文人
趣味と煎茶-こだわりの遊び-
愛知県陶磁美術館
☎84-7474  N84-4932
　こだわりのコレクションの中から文
人趣味と煎茶をテーマに、書画、文房
具、煎茶に関わる陶磁器や漆器、金属
器などの多種多様な作品を紹介します。
日時 �3月22日（日）までの9：30～16：30

場所 �愛知県陶磁美術館（瀬戸市南
みなみやまぐち

山口
町234）

緑化センターの催し
愛知県緑化センター
☎0565-76-2109  N0565-76-0140

【季節の花めぐり】
内容 �①ウメとミスミソウ、②黄金色に
咲く春の花たち

日時 �①3月7日（土）・②25日（水）10：00
～12：00

場所 �愛知県緑化センター（豊田市西
にしなかやま
中山

町猿
さるた
田21-1）

費用 �無料　申込 �不要。会場へ直接
【昭和の森を歩く会】

内容 �①春の芽吹き、②春との出会い
日時 �①3月14日（土）・②22日（日）9：30
～11：45

場所 �愛知県昭和の森付属棟（豊田市西
中山町長

ながね
根1）

費用 �無料　申込 �不要。会場へ直接

豊田市コンサートホールの催し
豊田市コンサートホール・能楽堂
☎0565-35-8200
内容 �①小中学生のための能・狂言鑑賞
会、②豊田市ジュニアオーケスト
ラ第35回定期演奏会

日時 �①3月14日（土）13：00開演、②3
月22日（日）15：00開演

場所 �①豊田市能楽堂（豊田市西
にしまち

町1-200�
豊田参合館8階）、②豊田市コン
サートホール（豊田参合館10階）

※費用や申し込みの詳細については、
豊田市コンサートホール・能楽堂へご
連絡ください。

   3 日
金3

   12020

　　有料広告

ホームページ
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健康・福祉
みよし市障がい者福祉センタ
ーの指定管理者の指定
福祉課  ☎32-8010  N34-3388
　令和元年第4回みよし市議会定例会
にて、令和2年度からのみよし市障が
い者福祉センターの指定管理者が社会
福祉法人みよし市社会福祉協議会に決
定しました。指定期間は、令和2年4
月1日から令和7年3月31日までです。

身体障がい者などに対する
自動車税種別割・軽自動車税種
別割の減免
税務課  ☎32-8003  N32-2585
豊田加茂県税事務所　
☎0565-32-7483��N0565-35-0921
　

　障がいのある人が所有する通学、通
勤、通院などに使用される自動車・軽
自動車などについて、自動車税種別
割・軽自動車税種別割の減免をします。
　なお、令和元年10月1日から自動
車の税が変わり、自動車税・軽自動車
税は、自動車税種別割・軽自動車税種
別割に名称が変更されました。
対象 �次のとおり
①�障がいのある人が所有し、自ら運転
する自動車
②�障がいのある人が所有し、生計を同
じくする人が運転する自動車

③�18歳未満の障がいのある人と生計
を同じくする人が所有し、その障が
いのある人のために使用する自動車
※減免の対象は、障がいの程度および
所有形態、使用方法によって異なりま
す。
※減免を受けられるのは、減免の対
象となる人1人につき、自動車税種別
割、または軽自動車税種別割のどちら
か1台のみです。

【自動車税種別割】
　豊田加茂県税事務所で受け付けしま
す。詳細は豊田加茂県税事務所にお問
い合わせください。

【軽自動車税種別割】
　全額を減免します。毎年、納期限の
7日前までに申請が必要です。
受付 �市役所2階税務課
持物 �申請書（税務課で配布）、印鑑、
障がい者手帳の写し、運転免許証
の写し、車検証の写し、マイナン
バーカードまたは番号通知カード
と身元確認書類

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

内容 �参加者交流会、脳トレやコグニサ
イズなどの健康講座

日時 �3月13日（金）14：00～15：00
場所 �市民病院会議室
対象 �市内在住の40歳以上で、認知症
予防や健康管理に興味がある

費用 �無料　申込 �不要。会場へ直接

4月18日よい歯健康デー
絵手紙コンテスト作品募集
愛知県保険医協会
☎052-832-1349  N052-834-3584
　「歯とお口の健康の大切さ」をテーマ
にした絵手紙を募集します。
対象 �どなたでも可
方法 �3月31日（火）までに応募作品を、
住所、氏名、年齢、電話番号、職
業（学校名・学年）を明らかにし
て、愛知県保険医協会歯科担当
（〒466-8655� 名古屋市昭和区
妙見町19-2）へ郵送

※絵手紙は、はがき、または同サイズ
（100mm×148mm）の白色の用紙に
描いてください。画材は自由です。

第8回がんを考える市民公開講座
豊田厚生病院
☎0565-43-5000  N0565-43-5100
内容 �公開講座「がんと食事について」、
「胃がんについて～手術治療を中
心に～」

日時 �3月21日（土）13：30～15：30
場所 �豊田厚生病院2階講義室（豊田市
浄
じょうすい
水町伊

い ぼ ば ら
保原500-1）

講師 �豊田厚生病院栄養科の小
こばやし
林憲

け ん じ
司

さん、外科・上部消化器外科部長
の井

いのうえ

上昌
ま さ や

也さん
費用 �無料　 申込 �不要。会場へ直接

　　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
広告主募集中

費用 �15,000円/1枠あたり
申込 �申込書（広報情報課で配布、またはホームページか

ホームページ

らダウンロード可）に必要事項を記入し、
広告案を添えて、広報情報課へ直接

※詳しくは、ホームぺージをご覧いただくか、
広報情報課へお問い合わせください。
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認知症カフェ「オリーブ」
社会福祉法人翔寿会
☎33-0791  N34-0786

　

　認知症の有無を問わず、誰もが楽し
い時間を過ごせる場所「オリーブ」で、
一緒に回想法風大正琴～春バージョン
～を楽しみませんか。
日時 �3月26日（木）13：00～15：00
場所 �翔寿会内談話室「キャロット」（福

谷町寺田5）
費用 �無料（喫茶の利用料金は自己負担）
申込 �不要。会場へ直接

スポーツ
水泳教室（前期）
なかよしクラブ  三好中学校内
☎・N34-1771

　令和2年度の新規受講生を募集しま
す。水に慣れることから、25ｍクロ
ールを目標に、楽しく水泳上達を目指
しませんか。

日時 �4月～9月の指定する土曜日①9：
00～9：45、②9：50～10：35

場所 �三好スイミングアカデミー（三好
町天王26-3）

対象 �小学生　定員 �先着で各若干名
費用 �受講料23,500円（半期）、年会費
1,000円（年間）、スポーツ保険料
800円（年間）

申込 �3月8日（日）9：00～受付開始。以
降は平日（月曜日を除く）13：00
～17：00、土・日曜日9：00～12：
00、13：00～17：00に参加費を
添えて、なかよしクラブへ直接

※3月3日（火）～7日（土）に空き状況を
電話で確認してください。
※卓球や陸上など他講座もあります。
詳しくはホームページをご覧ください。

　令和2年度の会員を募集します。「カヌーのまち、み
よし」で一緒にカヌーを楽しみませんか。
申込 �3月1日（日）以降に申請書（カヌー協会で配布）に必
要事項を記入し、会費を添えてカヌー協会へ直接

※活動費には、保険料が含まれます。

区分 活動日時 対象 会費など

三好カヌークラブ
（スプリント） 随時決定 市内中学校カヌー部出身の

高校生
年会費…2,000円
活動費…15,000円

みよしカヌーポロクラブ
4月12日～令和3年3月31日の
木曜日16：00～19：00、日曜
日13：30～16：30

高校生

みよしサーカスオンザウォ
ーター、みよしジュニアマ
ーメイド（カヌーポロ）

4月12日～9月19日の木曜日
16：00～19：00、日曜日13：
30～16：30

中学生
年会費…1,000円（カヌー部員
は不要）
活動費…7,500円

みよしジュニア
カヌークラブ

4月11日～9月19日の土・日曜
日13：00～16：00の う ち1時
間30分

小学4～6年生 年会費…500円
活動費…7,500円

団体登録チーム
（5人以上） 随時決定

小学校、中学校、高校、大
学、企業などのカヌー部、
またはカヌーチーム

年会費…小学生500円、中
学生1,000円、高校生2,000
円、大学生・一般3,000円

審判員 随時決定 18歳以上で公認審判員資
格がある人

審判員資格更新希望者…年会
費4,000円

協力員 随時決定 大会運営に協力する意思が
ある人 ー

カヌー協会会員募集
カヌー協会  三好池カヌーセンター内
☎32-8558  N32-8699

ホームページ
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スポーツ
三好さんさんスポーツクラブの
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

【①幼児かけっこ教室体験会】

日時 �3月15日（日）11：10～12：10
場所 �明越会館前芝生広場
対象 �年長～小学2年生
定員 �先着で10人　
費用 �500円（当日集金）

【②ママフィットネス体験会】

日時 �3月17日（火）10：30～11：30
場所 �明知上公民館ホール
対象 �出産後2カ月以降の人

※未就園児も一緒に参加できます。
定員 �先着で15組
費用 �1組500円（当日集金）
持物 �ヨガマット（厚手のバスタオル可）

【③ジャイロキネシス体験会】　

　椅子に座って行う背骨ストレッチと、
マットを使用したエクササイズを行い
ます。
日時 �㋐3月31日（火）10：15～11：00、
㋑4月14日（火）10：15～11：00

場所 �明越会館多目的室
対象 �どなたでも可　定員 �先着で各15人
費用 �500円（当日集金）
持物 �ヨガマット（厚手のバスタオル可）

【①・②・③申し込み】
期限 �①・②3月12日（木）まで、③㋐3
月27日（金）まで、③㋑4月10日
（金）まで

申込 �火・木曜日9：00～15：00、水・金・
土曜日9：00～12：00に、①氏名・
園名・学校名・学年・電話番号、②

氏名・生年月日・電話番号、③氏
名・年齢・電話番号を明らかにし
て、三好さんさんスポーツクラブ
へ電話、メール、または直接

三好さんさんスポーツクラブ
会員募集
三好さんさんスポーツクラブ
明越会館内  ☎・N34-3621
　令和2年度の会員を募集します。講
座内容など、詳しくはホームページを
ご覧ください。
費用 �年会費（65歳以上2,000円、高校
生～64歳3,000円、中学生以下
1,000円、家族3,500円、中学生
以下きょうだい1組につき1,500
円）、スポーツ保険料（65歳以上
1,200円、高校生～64歳1,850
円、中学生以下800円）、各講座
の受講料（半期ごとの支払い可）

申込 ���新規入会…3月7日（土）10：00～
受付開始。以降は火・木曜日9：
00～15：00、水・金・土曜日9：
00～12：00に参加費を添えて、
三好さんさんスポーツクラブへ
直接

ホームページ

　前期スポーツ教室の参加者を募集します。
場所 �総合体育館　対象 �市内在住・在学・在園の子どもとその親
申込 �4月3日(金)まで（必着）に次のいずれか
●�申込用紙（スポーツ課、市役所2階教育委員会、サンネットで配布、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、スポーツ課へ郵送（〒470-0224�三
好町池ノ原1）、ファクス、直接、または市役所2階教育委員会、サンネットへ直接
●あいち電子申請・届出システムで必要事項を入力

※応募者多数の場合、初参加者を優先して4月7日(火)に抽選を行い、後日結果を通知します。

教室名 日時 内容 対象 定員 受講料

幼児の親子
体操教室

5月13日～7月15日の毎週水曜
日10：00～11：30（全10回）

親子で一緒にでき
る軽運動、親のス
トレッチ運動

平成28年4月2日～平成30年
4月1日生まれの幼児とその
保護者

35組 1組
3,100円

幼児体育
教室

5月13日～7月22日の毎週水曜
日（6月10日を除く）①15：00～
15：45、②16：00～16：45（全
10回）

ボール・とび箱・マ
ット・鉄棒・大縄跳
びで楽しく運動す
る

①�平成27年4月2日～平成28
年4月1日生まれの幼児
②�平成26年4月2日～平成27
年4月1日生まれの幼児

各65人 2,700円

スタンツ
教室

5月9日・16日、6月6日・20日、
7月18日、8月1日～29日の毎週
土曜日13：30～15：00（全10回）

とび箱・マットで楽
しく運動する 小学新1～3年生 40人 1,800円

ホームページ

令和2年度前期スポーツ教室　スポーツ課  総合体育館内  ☎32-8027  N34-6030
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グラウンド・ゴルフ協会会員募集
グラウンド・ゴルフ協会事務局長
小
お ぐ り

栗義
よしひろ

広さん  ☎・N34-3657
　年齢、性別関係なく、仲良く楽しく
グラウンドゴルフを楽しみませんか。
希望者には、クラブやボールなどの用
具を貸し出します。
対象 �市内在住で小学4年生以上
費用 �年会費1,000円（初回入会時はバ
ッジ代500円が別途必要）

申込 �行政区、住所、氏名、生年月日、
電話番号を明らかにし、協会入会
希望と記入し協会事務局へはがき
（〒470‐0214� 明知町砲録山
2-262�小栗方�グラウンド・ゴルフ
協会宛）、またはファクス

第11回市長杯バドミントン大会
バドミントン連盟  鈴

す ず き
木進

すすむ
さん

☎36-1650

日時 �4月19日（日）9：00～17：00
場所 �総合体育館アリーナ
対象 �市内在住・在勤・在学（高校生以上）
費用 �連盟登録者…1,000円、未登録者
…1,500円、高校生…700円

申込 �4月3日（金）までに、申込書（総合
体育館で配布）に必要事項を記入
し、総合体育館へファクス（N34-
6030）、または直接

硬式テニス大会
テニス協会  長

ながやま
山家

いえひさ
久さん

☎090-3152-5986

種目 �①市長杯硬式テニス大会…男子・

女子ダブルス（1セットマッチ）、
②テニス協会会長杯硬式テニス大
会…男子・女子団体戦ダブルス（3
試合）

日時 �①4月4日（土）9：00～（予備日11
日（土））、②5月16日（土）9：00～
（予備日23日（土））

場所 �三好公園テニスコート
対象 �市内在住・在勤・在学、またはテニ
ス協会の会員

費用 �①1組2,000円、②1組4,000円
※本年度協会未登録者は会費1人500
円が別途必要です。
申込 �①3月8日（日）、②4月5日（日）ま
でに総合体育館へ直接

採　用
カヌー協会職員（臨時的非常勤）
カヌー協会  スポーツ課内
☎32-8027  N34-6030
勤務 �火～日曜日の8：30～19：15の間
で週20時間～30時間程度（夜間
勤務あり）

期間 �4月1日～令和3年3月31日
業務 �施設管理、経理事務、一般事務、
事業運営

賃金 �時間給979円（休日夜間は加算、
年齢による減額あり、通勤費は別
途支給、年次有給休暇あり）

対象 ��パソコン操作（ワード・エクセル
など）ができる人

定員 �4人程度　選考 �3月19日（木）
申込 �3月3日（火）～14日（土）にカヌー
協会非常勤職員雇用願（総合体育
館で配布）に必要事項を記入し、
総合体育館へ直接

他 �勤務条件により社会保険、雇用保
険に加入

自衛隊
自衛隊  愛知地方協力本部  豊田所
☎0565-32-7384 
職種 �①一般幹部候補生、②一般曹候補
生、③自衛官候補生

対象 �①22歳以上26歳未満（修士課程

修了者（見込みを含む）などは20
歳以上28歳未満）、②・③18歳以
上33歳未満

申込 �自衛隊愛知地方協力本部豊田所へ
電話

【公務員合同説明会（自衛隊・警察・消
防）】
日時 �3月7日（土）13：10～15：30
場所 �市役所3階研修室4・5　

愛知中部水道企業団
職員採用説明会
愛知中部水道企業団  総務課
☎38-0036
{soumu01@suidou-aichichubu.or.jp
　令和3年4月採用の愛知中部水道企
業団職員採用候補者試験の受験を考え
ている人を対象に、採用説明会を実施
します。申し込み方法や参加対象につ
いて、詳しくは本企業団ホームページ
をご覧ください。
内容 �企業団の概要や試験対策などの説
明、先輩職員との座談会、庁舎内
見学

日時 �3月19日（木）14：15～16：15
場所 �愛知中部水道企業団（東郷町大字
和
わごう
合字北

きたかがや
蚊谷212）

伝言板
少年少女発明クラブ会員募集
　さまざまな課題研究を通して、科
学技術に親しみながら自ら考える力を
養いませんか。
日時 �4月25日～令和3年3月20日の指
定する土曜日10：00～12：00（全
13回）

場所 �市民活動センター2階　
対象 �小・中学生　定員 �先着で30人　
費用 �会費3,000円
申込 �4月25日（土）に申込書（市民活動
センターで配布）を持参し、会費
を添えて会場へ直接

問合 �愛知みよし少年少女発明クラブ
丸
まるばやし
林秀

ひでゆき
幸さんへ電話（☎090-

1782-2900）

ホームページ
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伝言板
独立行政法人国立青少年教育
振興機構 音

お と ゆ う

遊合唱団
【第6回定期演奏会】

日時 �4月5日（日）14：00開演（13：30開場）
場所 �サンアートレセプションホール
費用 �無料
申込 �新

しんたに
谷啓

け い こ
子さんへ電話（☎090-

2689-5737）、または入場券（サ
ンアートで配布）を持参し、会場
へ直接

【団員募集】
　音楽性豊かな美しい響きのある声が
出せるよう指導します。さまざまな年
代の仲間と一つの音楽を創り上げる感
動を体験しませんか。
日時 �土曜日17：30～19：00（月2～3回）
場所 �楽器晴海堂イデアーレ（三好町湯
ノ前10-3）

講師 �全国生涯学習音楽指導員協議会愛
知支部代表の新谷啓子さん、名古
屋二期会の森

もりもと
本ふみ子

こ
さん

対象 �小学生～大学生　定員 �30人
費用 �年会費5,000円、会費1回600円
申込 �新谷啓子さんへ電話（☎090-2689-
5737）

みよし少年少女合唱団　
第21回定期演奏会
　昭和の懐かしいメロディや、がんば
るあなたへの応援ソングを演奏します。
日時 �3月22日（日）13：30開演
場所 �サンアート小ホール　費用 �無料
申込 �整理券を持参し、会場へ直接

※整理券は、三
みや け
宅敬

けい こ
子さんへ電話（☎

090-6597-3366）、またはメール
（{yk_miyake_adventiste0425@ybb.
ne.jp）で取り置きができます。また、
サンアートでも配布しています（当日
券もあり）。

森のようちえん てんとうむし
親子組 一日体験会
　令和2年4月入会の仲間を募集しま
す。週に一度、外遊びが好きな仲間と
一緒に「あせらず、くらべず、のんび
り」子育てしませんか？
日時 �3月5日・12日の木曜日10：30～
12：30

場所 �保田ケ池公園アスレチック付近
対象 �未就学の子とその保護者
費用 �1組500円
申込  瀧

たきざわ
澤美

み な
奈さんへメール

������mushi344@gmail.com）

赤ちゃんと一緒に楽しむ産後
ヨガ体験会
　産後ママたちのための赤ちゃんと一
緒に楽しむエクササイズです。お歌遊
びやベビーヨガなど、赤ちゃんの楽し
みもいっぱいです。
日時 �3月6日・13日、4月3日・17日の
金曜日11：20～12：20

場所 �サンライブ
対象 �首が据わっている0歳児とその母親
費用 �1回1,000円（レンタルマット付）
申込  母親の氏名、子どもの氏名・生年
月日を明らかにして、ママヨガ倶
楽部の加

かと う
藤知

ち え
恵さんへメール（{

ｍ_556niko@yahoo.co.jp）

三好ネコの会「ネコの譲渡会」
内容 �三好ネコの会PR、ネコの里親探し
日時 �3月7日、4月4日の土曜日10：00
～15：00

場所 �カリヨンハウスイベント広場
対象 �県内在住でネコを家族の一員とし
て最後まで飼うことができる人

申込不要。会場へ直接
問合 �銅

ど う き
城みえ子

こ
さんへ電話（☎090-

7618-1659）

老人ホームの入居相談
　すぐに老人ホームを利用したい人、
将来利用したい人に、電話で老人ホー
ムの種類や内容を紹介・提案します。
日時 �平日12：00～14：30、土曜日14：
00～15：00

対象 �65歳以上の自立高齢者、要支援・
要介護認定者

費用 �無料
※場合により、たけうち接骨院（福田
町山畑39-8）で面談も可能です。電話
予約が必要です。
申込  竹

たけうち
内昭

あきとも
智さんへ電話（☎070-

1674-1250）

「いきたひ」上映会と監督講演
　ＮＨＫで紹介されたドキュメンタリー
映画。監督講演・臨終体験もあります。
日時 �4月11日（土）14：00～16：30
場所 �サンアート小ホール
費用 �前売り券2,500円、当日券3,000円
申込  原

は ら だ
田祐

ゆ う こ
子さんへ電話（☎090-

5113-3071）、またはメール
　　ikitahi411@gmail.com）

＊その他の再放送日程はひまわりネットワークの番組表、または電子番組表(EPG)でご確認ください。
初回放送 ３月２８日（土）午後４時００分～　再放送 ３月２９日（日）午後４時１５分～ ほか

三好ネコの会への取材を通して、望まれずに生まれるネコを
なくし生まれてきたネコがそれぞれの“にゃん生”を全うする
ために、私たちにできることを考えます。

特番“にゃん生”を見守って　－三好ネコの会－

番組のご案内 ラジオ・ラブィートからのお知らせひまわり12 / 地デジ12ch

W180mm H48mm

ひまわりくん

『GRAMPUS BEAT
サッカー実況中継番組せい

地元プロサッカークラブ「名古屋グランパス」
のJ1リーグホームゲームを実況中継！

　　有料広告

（{

（{tentou
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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。

第33回日進市岩崎城春まつり

第28回合唱祭 in TOGO

豊明市 桜フォトコンテスト

令和2年長久手古戦場桜まつり

日進市商工会　☎0561-73-8000　

生涯学習課　☎0561-38-6411

豊明市観光協会  産業支援課内　☎0562-92-8332

生涯学習課　☎0561-56-0627

　岩崎城の殿様と姫君の登城パレードの
他、鳴子踊りやダンス、音楽演奏などの
ステージパフォーマンスや、日進市内の
商工業者によるブース出店など、見所盛
りだくさん。
　日進の春を告げる、にぎやかなお祭り

期間 �3月16日（月）～4月17日（金）
応募 �次のとおり
①�豊明市観光協会公式SNSアカウントを
フォロー（インスタグラム：welcome_
　toyoake、ツイッター：@welcome_
　toyoake（のぶながくん・よしもとくん）
②�豊明市内で撮影した桜の写真を専用

です。ぜひお越しください。
日時 �4月5日（日）9：30～15：00
場所 �岩崎城址公園（日進市岩

いわさき
崎町市

い ち ば
場

67）、岩崎東部多目的広場（日進市岩
崎町芝

しばうち
内1022）

※公共交通機関をご利用ください。

ハッシュタグ「#豊明市桜フォトコン
テスト」をつけて、撮影日・撮影場所を
記載し、ご自身のSNS（インスタグラ
ム、ツイッター）に投稿

他 �入賞特典…広報とよあけ、豊明市公
式SNS、豊明市観光協会ホームペー
ジ・SNSに掲載

　東郷町内のコーラス団体をはじめ、近
隣市のコーラス団体も出演する合唱祭で
す。女声合唱団、混声合唱団、少年少女
合唱団など全13団体が、日ごろの練習
の成果を発表します。美しく楽しい合唱
の世界がホールいっぱいに広がります。

　国指定史跡長久手古戦場は、羽柴（後
の豊臣）秀吉と徳川家康が激突した小牧･
長久手の戦いの主戦場跡地です。歴史に
思いをはせながら、公園の散策や、実行
委員会による催しをお楽しみください。
内容 �棒の手などのステージ発表、火縄銃

の実演、飲食・物販・体験ブース、弓
道大会など

日時 �4月5日（日）10：00～15：00
場所 �古戦場公園（長久手市武

むさしづか
蔵塚204）

※長久手市役所北側駐車場をご利用くだ
さい。シャトルバスを運行します。

日時 �3月15日（日）13：30開演（13：00開
場）

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）

費用 �無料

ホームページ
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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（金）13：00～16：00

市役所2階相談室

不要
法律相談 10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 21日（火）13：00～16：00 不要

外国人相談
（ポルトガル語通訳によ
る）

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

不要毎週月曜日9：00～12：00 保健センター
毎週火曜日9：00～12：00 市役所2階納税課
毎週金曜日9：00～12：00 市役所2階子育て支援課

年金相談 8日（水）13：00～16：00 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、ふく

しの窓口 必要（前日まで）長寿介護課☎32-8009ふくしの窓口☎76-5663

介護・高齢者福祉サービ
スの相談 平日8：30～17：00

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）

必要（前日まで）

きたよし地区地域包括支援
センター☎33-0791

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

みなよし地区地域包括支援セ
ンター（みよし市民病院内）

みなよし地区地域包括支援
センター☎33-3502

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 不要 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 2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

営農相談 8日・22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 6日・20日の月曜日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（電話相談後に面接相談

可）
不要（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
14日（火）①9：00～、②10：00～、③
11：00～
28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 14日（火）①13：00～、②14：00～、
③15：00～

栄養・歯科相談 8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 22日（水）14：00～16：00 必要 ☎0566-21-9337
夜間エイズ・梅毒検査 6日・20日の月曜日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（28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（28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：2,198人　市人口に占める割合：3.6%（令和2年2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4ページ参照）

ごみの収
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集日の変
へんこう

更

Alteração das datas 
e itens a coletar
Setor do meio ambiente
☎0561-32-8018  N0561-76-5103
A partir do dia 1 de abril do ano 
Reiwa 2 coletaremos os Recipientes 
de plástico. 1 vez por semana será 
coletado os Recipientes de plástico 
no mesmo local da coleta de Metal, 
Cerâmica e Vidro. Coleque o material 
a descartar dentro do saco de lixo da 
cidade, apropriado, e leve ao local da 
coleta no dia, até às 8：30 da manhã.
A partir do dia 1 de abril de 2020 as 
datas de coleta de lixo serão alteradas. 
Favor conferir na Home Page.

Addition of garbage collection 
items and change of collection 
date
Environment Division
☎0561-32-8018  N0561-76-5103
Collection of "plastic containers and 
packaging" will start on April 1, 2020.  

"Plastic containers and packaging" will 
be collected once a week at "metal 
garbage" and "porcelain / glass garbage" 
depot place. Put it in the designated 
garbage bag of the city and put it out at 
the collection site by 8：30 am on the 
day of collection.
In addition, we will change the collection 
day of garbage from April 1, 2020. 
For more information please check 
our homepage.

（日本語の記事は18ページ参照）

外
がいこくじん

国人のための日
に ほ ん ご

本語教
きょうしつ

室

Aulas de Japonês para 
estrangeiros
Setor de desenvolvimento e cooperativo 
☎0561-32-8025  N0561-76-5702

【Classe das quartas-feiras】
▶Data＝A partir do dia 8 de abril 
ao dia 23 de setembro, todas as 
quartas-feiras,   das 10h às 11：30.

【Classe dos sábados】
▶Data＝A partir do dia 4 de abril 
ao dia 26 de setembro, todos os 
sábados, das 10h às 11：30.

▶Local＝Centro cultural do 1º andar 
no Centro das atividades comunitárias 
(Shimin Katsudou Center).
▶Sujeitos＝Qualquer estrangeiro 
residente, trabalhador, ou estudante da 
cidade de Miyoshi, a cima de 16 anos.
▶Custos＝Gratuiuto (materiais à parte)

Japanese language class for 
foreigners
Collaboration Promotion Section
☎0561-32-8025  N0561-76-5702
【Wednesday class】
▶Date＝Every Wednesday from April 
8 to September 23 10：00 to 11：30

【Saturday class】
▶Date＝Every Saturday from April 4 
to September 26 10：00 to 11：30
▶Location＝1st floor multi-cultural 
symbiosis center
▶Target＝Foreigners who want to 
study Japanese at the age of 16 or older 
who and live, work or study in the city
▶Cost＝Free (text fee required 
separately)

　「三好町」が「みよし市」になって10年。今年は市制施行10
周年記念事業が盛りだくさんです。広報やホームページ、
Facebookなどをチェックしてくださいね。ちなみに、みよし
市の公式Facebookをご存じですか？　ぜひ一度ご覧になって

ホームページ

Homepage

ください！　右の写真も載っています。それから、
今回の広報は第1200号！　これからも皆さんに愛
される広報を目指して職員一同頑張ります！　（千） ▲細口公園の「梅の園」



11：00～20：3011：00～20：30 10：00～16：0010：00～16：00
44月月44日日  55日日

土土 日日

保田ケ池公園 特設会場保田ケ池公園 特設会場
（みよし市三好町大慈山）（みよし市三好町大慈山）場所場所

花火の打ち上げ花火の打ち上げ
44月月44日（土）日（土）19：00～19：00～

桜のライトアップ桜のライトアップ
33月月2929日（日）日（日）▶▶44月月1010日（金）日（金）

17：00～21：00　　　17：00～21：00　　　
※開花状況により、変更する場合があります。※開花状況により、変更する場合があります。

◦◦ステージイベントステージイベント
◦◦大縁会芸大会大縁会芸大会
◦◦飲食・特産品・雑貨などの販売飲食・特産品・雑貨などの販売
◦◦スタンプラリースタンプラリー
◦◦大抽選会大抽選会

開催イベント

花味大縁会実行委員会  みよし商工会内  ☎34-1234  N34-5799お問い合わせ

最新情報は最新情報は
ここからここから
チェックチェック

みよし商工会
ホームページ

ホームページ

発行／愛知県みよし市　編集／広報情報課
☎0561（32）2111（代）
〒470-0295 愛知県みよし市三好町小坂50番地
ホームページ http://www.city.aichi-miyoshi.lg.jp/
声の広報のご要望は、広報情報課へご連絡ください。みよし市ホームページ

広報みよしをスマホへお届け！

ダウンロード

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 3月2日（月）、4月6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

市政情報番組
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