
今月号の表紙
　3月2日、市内4中学校で卒
業証書授与式が行われました。
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育育

　子育て先進国であるフィンランドの言葉で、フィンランド語で「neuvo（ネウボ）」は助言
やアドバイス、「la（ラ）」は場所を意味します。妊娠期から出産、子どもの就学前までの間、
支援を行う拠点を指しています。
　フィンランドでは「ネウボラおばさん」と呼ばれる人がその家族の妊娠、出産、子育てにつ
いて、継続的に担当しサポート。ママ・パパは悩みがあれば、ネウボラおばさんに相談。ネ
ウボラおばさんが家庭の状況を理解してくれているので、適切なアドバイスをしてくれます。
　市では、この切れ目のない継続的な支援「ネウボラ」を参考に、平成29年4月から「みよし
市版ネウボラ」を構築し、取り組んでいます。

　彼女たちがみよしのネウボラおばさん。保健センターの職
員たちです。ネウボラおばさんは、ママや赤ちゃんに毎日ニ
コニコで過ごしてもらいたいと願っています。育児は特にマ
マへの負担が大きくなります。大変なときには誰かの力を借
りてみても。一人で頑張るのではなく、ネウボラおばさんに
頼ってくださいね。

「ネウボラ」ってなあに？「ネウボラ」ってなあに？

みよしの「ネウボラおばさん」みよしの「ネウボラおばさん」

22 広報みよし　2020年 4月号広報みよし　2020年 4月号

＼＼私たちは保健センターにいます！私たちは保健センターにいます！／／

ネウボラ？ネウボラ？

それなあに？それなあに？

／／妊娠おめでとうございます妊娠おめでとうございます＼＼

子子 てて
すす るる

　妊娠、出産、子育ては、とても幸せで素晴らしいことですが、
大変なことや不安がつきものです。そんな皆さんの力になりた
い！　市では、誰もが安心して妊娠、出産、子育てができ、一人
でも多くの人が「みよし市で子どもを産み育てたい」と思える環境
を整えるため、「みよし市版ネウボラ」を推進しています。

　母子健康手帳を取りに来るママと初めましてのごあいさつ。妊婦健診や、
子育てに関する市の制度を紹介します。併せて、一人一人のママへ「子育て

初めまして初めまして

おうえんプラン」を作成します。どのような支援が必要なのか計画を立ててい
きますので、不安に思っていること、今のお気持ちなど、聞かせてくださいね。
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▲�パパママ教室で抱っこの仕方を練習

　出産予定日から2週間
後を目安に電話をし、赤
ちゃんとママの様子を伺
います。困っていること、
体調のことなど、何でも

　生後2カ月を目安に「赤ちゃん訪問」を実施。「おめでとう電話」で
ママと赤ちゃんの様子を確認し、訪問者や訪問時期をネウボラおば
さんがコーディネートします。

　ネウボラおばさんは、ママの悩みや不安を聞いて、必要な支援を提案。新生児から生後3カ月は、特に大
変な時期です。サポートが必要なママには「産後ケア」事業と「産後ホームヘルプ」事業を勧めています。
　産後ケアとは、病院に宿泊または日帰りで、ママにゆっくり休んでもらいながら、助産師などに育児の悩

おめでとう電話おめでとう電話 ママに合わせてコーディネートママに合わせてコーディネート

ママだけが頑張らなくてもいいんだよママだけが頑張らなくてもいいんだよ

＊赤ちゃん訪問＊赤ちゃん訪問

保健師などが自宅を訪問し保健師などが自宅を訪問し
赤ちゃん・ママの体調を確赤ちゃん・ママの体調を確
認。赤ちゃんの身体測定も認。赤ちゃんの身体測定も
行います。行います。

なな らら みみ よよ

しし ♥♥

■利用者数■利用者数

※令和元年度は、令和2年2月末までの実績です。

事業名 平成30年度 令和元年度
産後ケア 7人 27人

産後ホームヘルプ 15人 9人

み事を相談できるもの。産後ホームヘルプは、援助者が自宅
に訪問し、育児に追われて時間のないママの家事を手伝った
り、お話を聞いたりするもの。料理や掃除など、ママもでき
ることは一緒に行います。育児はみんなでするもの。ママだ
けが頑張らなくてもいいのです。

　平成31年4月から保健センターで手作りのつみきのプレゼント
を始めました。プレゼントを受け取りに保健センターに来てくれ
たママとネウボラおばさんが再会。「久しぶりだね！　元気に過
ごせていますか？」と出産予定日が近づいたママに、心配事はな
いか確認。ママとネウボラおばさんが会う機会を増やすことで、
相談しやすい環境をつくっています。
　また、平日のみに開催していたパパママ教室は、令和元年度か
ら年に2回、土曜日にも開催するようになりました。仕事をして
いるパパとママも参加しやすくなったので、ぜひ一緒にネウボラ
おばさんに会いに来てくださいね。

妊娠おめでとうプレゼント妊娠おめでとうプレゼント

ネウボラおばさんに
話してくださいね。
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　夫が仕事で長期間家を空けるので、産後ケアの利用を希望しました。夫も
「利用した方が安心だね」と賛成してくれました。
　育児は初めてのことばかりで、子どもがなぜ泣いているのかも分からず、

　6歳の長女、3歳の長男、そして双子が生まれ、育児に追われ、自分の時
間はほとんどありません。自宅では、自分がご飯を食べたのか忘れてしまう
ほど、忙しい毎日を過ごしています。

みよし市に住所を有する、産後3カ月未満のお母さんと赤ちゃん

ご家族などから家事や育児の支援を受けられないママ、産後の体調不良や育児不安があるママのための事業です。ご家族などから家事や育児の支援を受けられないママ、産後の体調不良や育児不安があるママのための事業です。

※感染症の疑いや入院治療の必要がある人は利用できません。

産後ケア事業産後ケア事業

出出
でぐちで ぐ ち

口口一一
いちろういちろう

朗朗さん�さん�百百
ゆ り こゆ り こ

合子合子さんさん
愛愛
ま い こま い こ

依子依子ちゃんちゃん

安安
やすだや す だ

田田久久
く み こく み こ

美子美子さんさん
穂穂
ほのかほ の か

果果ちゃん　ちゃん　橙橙
とうやと う や

矢矢くんくん

＼＼他のママにも教えたい！他のママにも教えたい！／／

＼＼安心して過ごせました安心して過ごせました／／

対象

種類 利用時間 利用料金 利用期間
所得合計730万円未満 所得合計730万円以上

デイサービス型 1日（昼食付き） 10：00～16：00 2,300円 3,500円 合わせて
7日間まで宿泊型 1泊2日（昼・夕・朝食付き） 10：00～翌日10：00 6,000円 9,000円

不安でいっぱいでした。そんなとき、助
産師さんがどのようにするのが良いのか
を一緒に考えてくれ、そのおかげで自分
のペースで育児ができるように。産後ケ
アのおかげで気持ちに余裕を持つことが
できました。同じ状況のママと話す機会
があったのも良かったです。

　最近では、双子たちも起きている時間が長
くなってきて、ますます自分の時間がなく
なってきました。産後ケアのデイサービスで
は、ゆっくり休んで、おいしいご飯を食べて、
それだけでもとてもありがたかったです。他
にも、授乳のことを相談したり、沐浴をして
もらえたりと、とても助かりました。

　育児に困っている、とても疲れている、そんなママのサ
ポートをしています。授乳や育児の相談に乗ったり、赤
ちゃんを預かってママに休んでもらったりしています。マ
マの不安や悩みを少しでも減らしたい！　ママと赤ちゃん
に笑顔で過ごしてほしい！　そんな思いでママと赤ちゃん
に接しています。ママには、前向きに、そして自信を持っ
て、赤ちゃんと過ごしてほしいですね。

利 用 し た マ マ

花レディースクリニックの皆さん花レディースクリニックの皆さん

産後ケア事業産後ケア事業
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　母子健康手帳交付時に、産後ケアと産後ホームヘルプの案内を聞いて、すぐに
利用を決めました。周りに頼れる人がいないので、みよしのサポートが充実して

　長女が生後1カ月のころ、産後ホームヘルプを利用しました。週に1回、調
理を依頼。カレーや豚汁などを作ってもらいました。料理は皮むきなど、時間

産後ホームヘルプ事業産後ホームヘルプ事業
みよし市に住所を有する、産後2カ月未満の昼間に
支援者がいないお母さん

1時間当たり700円（1日1回2時間以内）

原則、出産予定日の1カ月前までに申請が必要

　産後ケア事業、産後ホームヘルプ事業について、利用を希望
する人、詳しく知りたい人は、健康推進課へご相談ください。

渡渡
わたなべわたなべ

邉邉直直
なおみな お み

美美さんさん
香香
か な みか な み

菜美菜美ちゃんちゃん

濱濱
はまさきはまさき

﨑﨑知知
ともこと も こ

子子さんさん
宗宗
そうすけそうすけ

介介くん　くん　紗紗
さ よさ よ

代代ちゃんちゃん

＼＼みよしに来て良かったみよしに来て良かった／／

＼＼大先輩と話せて良かった大先輩と話せて良かった／／

対象

費用

申込

みよしで子育てしたい！　そう思ってもらえたでしょうか？

健康推進課�保健センター内�☎34-5311�N34-5969

お気軽にお気軽に
ご相談ご相談
くださいください

いて良かったです。
　産後ケアは食事が豪華なこと、すぐに相談
できる環境があること、とてもありがたかっ
たです。産後ホームヘルプでは、私と夫の夜
ご飯を作ってもらいました。来てくれる皆さ
ん、明るくていい人ばかりで、子育ての先輩
として、いろんな話を聞いてくれたり、教え
てくれたりしました。

　出産後のママの生活スタイルをつくるお手伝いをしています。申
し込みをしていただいた後、ネウボラおばさんと一緒にすくすくフ
レンズが自宅へ伺い、サービスの内容を決定します。料理や掃除、
沐浴のお手伝いなど、ママたちの希望はさまざま。ママたちの悩み
を聞きながら、子育て経験者としてアドバイスもしています。専門
的なことは、訪問後にネウボラおばさんへ連絡。ネウボラおばさん
と連携しているのが、この取り組みの強みです。

と手間がかかるので、助かりました。
　他にも、抱っこひもやチャイルドシートの
使い方が分からなかったので、手伝ってもら
いながら練習しました。
　夫は仕事で帰りが遅い日がほとんどだった
ので、日中は赤ちゃんと二人きりの生活。そ
んな中、大人、しかも育児の大先輩と話せる
ことは、とても貴重な時間でした。

に 聞 き ま し た

NPO法人・あいちNPO市民ネットワークセンターNPO法人・あいちNPO市民ネットワークセンター

見守り隊�すくすくフレンズの皆さん見守り隊�すくすくフレンズの皆さん

産後ホームヘルプ事業産後ホームヘルプ事業
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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
　第1回みよし市市議会定例会で小

お の だ

野田賢
け ん じ

治市長から令和2年度の施政方
針が発表されました。市民の皆さんに市政運営についての理解を
深めていただくため、令和2年度施政方針から抜粋して、まちの
目指すべき方向性と取り組みを、新規事業を中心に紹介します。

　平成25年12月から市政を担わせていただき、6年3カ月が経過いたしま
した。この間、私の政治姿勢であります「誠実・挑戦・飛躍」をモットーに、

「みんなで築きあげる　成熟したまち　みよし」を目指す都市像に掲げ、「住
んでよかったと実感していただける魅力あるまち」の実現に向け、誠心誠
意、市政運営を進めてまいりました。
　今後も、2期目のまちづくり政策として掲げさせていただきました8つの
政策と30の施策を具現化していくという強い気持ちを持って、全力で市政
運営に取り組んでまいります。

　本市は、令和2年1月4日に市制施行10周年を迎えまし
た。これまで本市の歴史を築き上げてこられた先人、先輩
方のご努力に感謝するとともに、この記念すべき節目を市
民の皆さんとともに喜び、本市の魅力を再認識、再発見す
るため、さまざまな記念事業を実施します。

ごあいさつ

市制施行10周年記念事業

令和2年度施政方針

　令和2年5月24日には「市制施行10周年記念式典」を開
催します。多くの皆さんと協働して記念事業に取り組みた
いと考えています。
※記念事業の一覧については、ホームページを
ご確認ください。 ホームページ
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小野田賢治市長

ホームページ

　育児に不安や問題を抱えている家庭に専門職や子育て経験者などが訪問し、指導
や援助を行う「養育支援訪問事業」を開始します。
　児童発達支援事業所「よつば」において、利用者からの送迎サービスの要望に応え
るため、デマンドシステム・アプリを活用した送迎バスの運行を実施し、地域で子
育てを支え合う環境を整備します。

▲デマンドシステム・アプリを活用した送
迎バス運行に関する業務連携

政策1
切れ目のない子育て環境の整ったまち

▲健康寿命の延伸を目的に行っている「い
きいき元気度測定」

政策3
高齢者や障がい者への福祉･医療･介護支援が充実したまち
　認知症対策として、「認知症高齢者等あんしん補償事業」の登録者に対し、新たに
令和2年度からQRコード付きの「見守りシール」を配布します。行方不明時の早期の
発見とご家族の安心につながる支援の充実を図ります。
　企業と行政が連携した健康づくりの取り組みを推進するため、協会けんぽと協働
で健康宣言を進めています。優秀な取り組みを行った企業を対象に健康宣言優良事
業所表彰を実施し、企業とともに健康づくりを推進します。

▲「生の英語」に触れることができるALT
による外国語教育

政策2
子どもを中心においた教育環境の充実したまち
　本年度から実施される小学生の外国語活動では、外国人の「生の英語」に触れる機
会を多く持つために、ALT（外国語指導助手）を増員し、指導を充実させます。
　プログラミング教育では、子どもたちが学習した成果を生かせるように、市内全
小中学校の全教室と体育館・武道場への無線LAN環境の整備など、ICT環境の整備を
進めます。
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　本市と名古屋グランパス、東海学園大学の学生の協働で、カプセルトイ「コラボガ
チャ」を制作しました。本市がホームタウンとなった2012年から2020年までの名古
屋グランパスのユニホームをデザインしたストラップ型アクセサリーと東海学園大
学学生のデザイン提案によるパズル1ピースをセットにしたカプセルトイを販売しま
す。本市限定のグッズで、多くの来訪者に本市をPRします。 ▲ユニフォームストラップは全18種類

７

▲将来の雇用創出のため、新たな企業立
地を推進

政策4
産業の振興による財政基盤の安定したまち
　福田池下地区の工業団地造成事業の推進に加え、新規雇用創出や市街化調整区域
内の個別開発など、企業誘致のさらなる推進と将来的な雇用創出を図ります。
　さらに、雇用機会の拡大を目的に「みよし市企業立地促進条例」を施行し、この条
例に基づく奨励金の円滑な交付を行うため「みよし市企業立地促進基金」を創設し、
企業立地の推進と雇用機会の拡大を図ります。

▲再利用資源の有効活用を促進するリサ
イクルステーション

政策8
人と自然が共生する環境にやさしいまち
　家庭ごみ計画収集で、新たに週1回、「プラスチック製容器包装」の分別、収集を開
始します。また、令和2年7月に本市3カ所目となるリサイクルステーションを三好
町井ノ花地内に設置します。
　市では「2050年までにCO2排出量実質ゼロ」を宣言しました。令和2年度に策定す
る「環境基本計画」に位置付け、地球温暖化防止へのさらなる取り組みを進めます。

▲子どもたちを交通事故から守る車止め

政策5
自然災害に強く安全・安心なまち
　災害時に避難所となる公共施設への特設公衆電話の設置を進めており、本年度は
おかよし交流センターなど6カ所に設置します。
　また、小学校の通学路上の信号交差点に車止めやガードパイプなどを設置し、子
どもたちが安全に通学できるよう歩道の整備を進め、今後も「交通死亡事故ゼロ」を
目指し、交通安全対策に取り組みます。

▲行政区の枠を超えた本市初の地区拠点
施設「おかよし交流センター」

政策6
温かさのあふれる協働のまち
　みなよし地域の地区拠点施設整備の方向性について、地域の皆さんから意見を伺
うワークショップを開催します。地区拠点施設を中心に、市民の皆さんの自主的な
地域社会活動が活性化するよう、持続可能な活力あるまちづくりを推進します。
　市制施行10周年と友好提携25周年を記念し、中学生に加え、市民と高校生をそ
れぞれ米国コロンバス市に派遣し、友好都市との交流を促進します。

▲市民の足として、重要な役割を担って
いる「さんさんバス」

政策7
「住み続けたい」「暮らしたい」まち
　「さんさんバス」の利便性の向上を目指し、令和3年度中のバス再編に向けて、令和
2年度からバス路線やダイヤなどの見直し作業を進めます。
　併せて、バス停のベンチや雨よけなど、バスの待合環境を整備するとともに、高
齢者などを対象としたバスの「乗り方教室」を開催し、さらに多くの皆さんに利用し
ていただけるように努めます。

カプセルトイ「コラボガチャ」
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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

　市議会第1回定例会（3月議会）において、令和2年度みよし市一般会計・特別会計（3事
業）・下水道事業会計・病院事業会計の予算が可決されました。今回は、一般会計予算を
中心に当初予算の概要についてお知らせします。

  令和2年度

  当初予算　
  財政課　☎32-8002　

          N76-5021

一般会計

歳出項目歳出項目

民生費 社会福祉や児童福祉などに使
うお金

教育費 学校教育や生涯学習、スポー
ツ振興などに使うお金

土木費 道路や公園の整備、都市計画
などに使うお金

衛生費 保健事業や公害対策、廃棄物
処理に使うお金

総務費 統計や選挙、交通安全などに
使うお金

公債費 市が国や金融機関などから借
りたお金の返済に使うお金

消防費 消防や火災、水害、地震など
の災害対策に使うお金

農林
水産業費

農業振興や地籍調査、緑化推
進などに使うお金

商工費 商工業の振興や観光事業など
に使うお金

議会費 議会活動や議員報酬などに使
うお金

民生費（32.1％）民生費（32.1％）
77億179万5千円77億179万5千円

教育費（18.0％）教育費（18.0％）
43億3,412万2千円43億3,412万2千円

衛生費（11.9％）衛生費（11.9％）
28億4,659万円28億4,659万円

公債費（3.8％）公債費（3.8％）
9億1,639万3千円9億1,639万3千円

消防費（3.8％）消防費（3.8％）
9億1,152万9千円9億1,152万9千円

農林水産業費（1.9％）農林水産業費（1.9％）
4億5,001万3千円4億5,001万3千円

議会費（1.1％）議会費（1.1％）
2億5,219万1千円2億5,219万1千円

商工費（1.4％）商工費（1.4％）
3億4,039万9千円3億4,039万9千円

その他（0.2％）その他（0.2％）
4,355万6千円4,355万6千円

総務費（11.1％）総務費（11.1％）
26億5,724万1千円26億5,724万1千円

土木費（14.8％）土木費（14.8％）
35億5,917万1千円35億5,917万1千円

歳出
240億240億

1,300万円1,300万円

歳入項目歳入項目
市　税 市民の皆さんや事業所などが

納めたお金

繰入金 特定の目的のために基金から
おろしたお金

諸収入 預金利子やその他の収入
繰越金 前年度から繰り越されたお金

分担金及び
負担金

市が行う事業の受益者からの
応分の負担金

国庫支出金 市が行う事業に対する国から
のお金（負担金や補助金）

県支出金 市が行う事業に対する県から
のお金（負担金や補助金）

地方消費税
交付金

地方消費税（市町村分）のうち
県から市へ配分されたお金

市債 事業を行うために国や金融機
関などから借りたお金

市税の内訳
市民税 63億4,320万円

固定資産税 68億6,200万円
軽自動車税 1億2,620万1千円
市たばこ税 3億3,800万円
都市計画税 9億1,920万円

歳入
240億240億

1,300万円1,300万円

自主財源自主財源
74.1％74.1％

依存財源依存財源
25.9％25.9％

市税（60.8％）市税（60.8％）
145億8,860万1千円145億8,860万1千円

繰入金（7.7％）繰入金（7.7％）
18億6,043万2千円18億6,043万2千円

繰越金（1.2％）繰越金（1.2％）
3億円3億円

諸収入（2.6％）諸収入（2.6％）
6億2,482万6千円6億2,482万6千円

分担金及び分担金及び
負担金（0.6％）負担金（0.6％）
1億5,023万7千円1億5,023万7千円

その他（3.1％）その他（3.1％）
7億5,200万1千円7億5,200万1千円

その他（1.1％）その他（1.1％）
2億7,445万8千円2億7,445万8千円

国庫支出金（9.2％）国庫支出金（9.2％）
22億1,694万円22億1,694万円

地方消費税交付金（4.6％）地方消費税交付金（4.6％）
11億円11億円
県支出金（6.1％）県支出金（6.1％）
14億7,300万5千円14億7,300万5千円

市債（2.8％）市債（2.8％）
6億7,250万円6億7,250万円
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　一般会計は、前年度比2億8,900万
円増額の240億1,300万円です。主
な増額要因は、サンアート大規模改
修工事によるものです。
　特別会計は、前年度比4億7,229
万円増額の75億7,754万6千円です。
主な増額要因は、介護保険給付費や
保険給付費の増加によるものです。
　公営企業会計の下水道事業は、前
年度比1億7,193万5千円減額の27
億8,874万3千円です。病院事業は
前年度比1億691万4千円増額の39
億5,652万4千円です。主な増額要
因は、施設改修費用の増額によるも
のです。

※△はマイナスを表します。

特別会計
区　分 令和2年度 令和元年度 増減率

国民健康保険特別会計 43億9,754万6千円 42億8,967万円 2.5%
介護保険特別会計 24億8,475万1千円 21億5,658万1千円 15.2%

保険事業勘定 24億2,429万1千円 21億640万4千円 15.1%
介護サービス事業勘定 6,046万円 5,017万7千円 20.5%

後期高齢者医療特別会計 6億9,524万9千円 6億5,900万5千円 5.5%
合　計 75億7,754万6千円 71億525万6千円 6.6%

企業会計
区　分 令和2年度 令和元年度 増減率

下水道事業会計 27億8,874万3千円 29億6,067万8千円 △5.8%
病院事業会計 39億5,652万4千円 38億4,961万円 2.8%

合　計 67億4,526万7千円 68億1,028万8千円 △1.0%

一般会計
区　分 令和2年度 令和元年度 増減率

一般会計 240億1,300万円 237億2,400万円 1.2%

会計別予算

主な新規事業 主な拡充事業

　信号交差点での車両事故から歩行者を保護するため、車
止めやガードパイプを設置します。

交通安全施設整備事業
1,773万円（土木費）

　子どもを持つことを望む人への支
援として、不育症の治療および検査
にかかる費用を助成します。

不育症治療費助成事業
30万円（衛生費）

　日本語が話せない外国人児童・生
徒が学校生活に早期に適応できるよ
う、三好丘小学校に初期指導教室を
新設します。

初期指導教室運営事業
1,208万7千円（教育費）

　地域産業の振興や市内事業者の活
性化を図るため、プレミアム付商品
券を発行します。

市制10周年プレミアム付商品券事業
4,660万円（商工費）

　大ホール、小ホールの天
井耐震化など、サンアート
を全館閉館して大規模改修
を行います。

サンアート大規模改修工事
10億7,845万7千円（教育費）

　市内で3カ所目のリサイクルステーションを三好町井
ノ花に開所します。

新リサイクルステーション運営事業
1,540万5千円（衛生費）

　小規模保育事業所の安定的な経営のた
め、運営費の補助を行います。

小規模保育事業所運営費補助事業
300万円（民生費）

　屋外での心肺蘇生にすぐ対応
できるよう、AEDを全小中学
校に追加配備します。

小中学校AED追加購入費
611万6千円（消防費）
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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

  令和2年度の市税などの納付期限（口座振替日）　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。預貯金口座から、自動的に納付できます。
※口座振替の申し込みは、通帳・届出印を持参して、市内の指定金融機関などにある申込用紙で直接申し込んでください。
市外の本支店などで申し込む場合は、申込用紙を送付しますので、納税課までご連絡ください。申込日からおよそ1カ月半

（ゆうちょ銀行はおよそ2カ月）以降の納付期限分から口座振替を開始します。
区分 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

市県民税（普）
1期

（前納）
30日

2期
31日

3期
2日

4期
1日

固定資産税・
都市計画税

1期
（前納） 

30日
2期
31日

3期
25日

4期
1日

軽自動車税（種別割） 全期
1日

国民健康保険税（普）
後期高齢者医療保険料

（普）
介護保険料（普）

1期
31日

2期
31日

3期
30日

4期
2日
5期
30日

6期
25日

7期
1日

8期
1日

し尿汲取り手数料 上期
15日

下期
16日

人口     61,229人（＋26人）

男性     31,475人（＋24人）

女性     29,754人（＋2人）

世帯数  24,335世帯（＋14世帯）

※（　）は前月比 　  

みよし市の人口
（令和2年3月1日現在）

  心身障がい者タクシー料金助成利用券の交付　
   福祉課　☎32-8010　N34-3388

補助  タクシーの料金助成利用券を年間1冊（36枚）交付
※1枚600円の利用券を1回の利用につき6枚まで使用できます。
対象  1・2級の身体障がい者手帳、A判定の療育手帳、1級の精神障がい者手帳を

持つ人
申込  4月1日（水）以降に、障がい者手帳と印鑑（認め印）を持参して、福祉課へ直接

  友好都市交流事業に関するお知らせ　秘書課　☎32-8032　N34-6008

【ホームステイ受け入れ先（ホストファミリー）の募集】
　6月にみよし市を訪れる、米国コロンバス市の高校生のホー
ムステイ先となっていただける、中学・高校生のいる家庭を募
集しています。詳しくは、ホームページをご確認ください。
期間  6月15日（月）～22日（月）　定員  12人（男性5人、女性7人）

【友好都市コロンバス市市民派遣団員の募集】
　友好都市の米国コロンバス市を訪問し、交流を深めませんか。
期間  9月30日（水）～10月5日（月）
対象  次の全てに該当する人
①市内在住・在勤・在学で18歳以上
②協調性があり、市が主催する友好都市交流事業に協力できる
③心身ともに健康で海外生活に十分耐えられる
④未成年の場合は、保護者の同意が得られる
⑤ 結団式、事前研修、帰国後報告会（土・日曜日または平日夜間に開催

予定）に出席できる
定員  10人　 費用  10万円以内
申込  4月20日(月)までに申込書（秘書課で配布、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、本人が秘書課へ直接

Visit your Sister City! 
See you in Columbus,Indiana!

コロンバス市
ジム・リンナップ市長

友好都市にお越しください！
コロンバス市で
お会いしましょう！

ホームページ

ホームページ

▲美しい街並みが特徴的なコロンバス市
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  みよしTODAYの初回放送時間が19：00になります　広報情報課　☎32-8357　N76-5021

　市政の動きや地域の出来事
を紹介します。

　市の施策や、イベントなどを詳
しく取り上げてお伝えします。

　ケーブルテレビひまわりネットワークで放送
中の市政情報番組「みよしTODAY」。今まで以
上に家族でご視聴しやすくなるように、4月1
日から初回放送時間を19：00に変更します。

ひまわりネットワーク
アナウンサー中

な か の
野由

ゆ か こ
佳子さん

家族みんなで番組を
お楽しみください！

ニュース みよし散歩道
19：00～

毎週月曜～金曜日
初回放送

手当 変更前手当額
（月額）

変更後手当額
（月額）

児童扶養手当
（子1人、全額支給の場合） 42,910円 43,160円

特別児童扶養手当 1級 52,200円 52,500円
2級 34,770円 34,970円

特別障がい者手当 27,200円 27,350円
障がい児福祉手当 14,790円 14,880円
経過的福祉手当 14,790円 14,880円

　児童扶養手当、特別児童扶養手当、特別障がい者手
当、障がい児福祉手当、経過的福祉手当の支給額が、
令和2年4月分から変更されます。詳しくは、児童扶養
手当は子育て支援課、その他の手当は福祉課へお問い
合わせください。
※特別障がい者手当、障がい児福祉手当、経過的福祉
手当に含まれて支給されている愛知県特別障がい者手
当など（加算手当分）は、額の変更はありません。

  児童扶養手当・特別児童扶養手当・
  特別障がい者手当・障がい児福祉手当・経過的福祉手当の支給額の変更　
   子育て支援課　☎32-8034　N34-4379　福祉課　☎32-8010　N34-3388

  高校生世代の入院医療費助成　
   保険年金課　☎32-8016　N34-3388

　子ども医療費支給（15歳年度末まで）を「健康保険適用の入
院」に限り18歳年度末までに拡充しています。
対象  市内在住の平成14年4月2日～平成17年4月1日生まれの人
申込  健康保険証、印鑑（認め印）、口座の分かるもの（通帳な

ど）、医療機関が発行する領収書（保険点数の記載のあるも
の）、健康保険組合などが発行する支給決定通知書などを
持参し、保険年金課へ直接

  さんさんバス
  料金助成利用券の交付　
   福祉課　☎32-8010　N34-3388

　障がいのある人がさんさんバスに乗車する場合、料
金を6月から全額助成する助成利用券を交付します。
対象  身体障がい者手帳、療育手帳、精神障がい者手帳

を持つ人
申込  4月1日（水）以降に、障がい者手帳と印鑑（認め

印）を持参して、福祉課へ直接

  明越会館の「指定一時避難場所」の指定　防災安全課　☎32-8046　N76-5702

　台風などの風水害に備え、明越会館を指定一時避難場所
に指定しました。災害の危険を感じる場合は、早めの避難
をお願いします。
※指定一時避難場所とは、災害時に緊急的に避難し、身の
安全を確保することができる所です。

災害種別 地震 大規模
な火災

洪水・
内水氾濫

崖崩れ・
土石流・地滑り

該当 × × ○ ○

■明越会館の災害種別該当一覧



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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　「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～」と題した防災
講演会が行われました。講師を務めたのは、
女性を中心に防災・減災活動に取り組んでい
る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。高木さんは「完璧な備え

はない」と話し、「少しずつ、まず一つ、やっ
てみることが大切」と呼び掛けました。

防災講演会　　
2月8日（土）サンアート

みよし悠学カレッジ
20周年記念事業
2月16日（日）サンライブ

　開講20周年を迎えたみよし悠学カレッジ。
記念セレモニーでは、生涯学習講座を18年間
継続して受講した4人と、通算100講座以上
を受講した5人に表彰状が贈られました。ま
た、市制施行10周年を記念して市内在住の画
家・牧

まきうち
内則

のり お
雄さんが制作した三好大提灯まつ

りの板絵のお披露目や、陶芸家九代・長
なが え
江惚

そう

吉
きち
さんによる記念講演も開催されました。

　市内のスポーツ少年の交流活動をより一層
促進し、スポーツ活動の活発化を図ろうと
開催されているこの大会。スポーツ協会・ス
ポーツ少年団の加盟団体のメンバーと指導
者、およそ210人が参加しました。午前中は
体力テスト、午後はスポーツリズムトレーニ
ングに挑戦し、参加者たちは、さまざまな体
験を通して交流を深めていました。

スポーツ少年交流大会
2月9日（日）総合体育館



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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　子どもたちが食べている給食のことを知っ
てもらおうと開催された、見学・試食会。初
めに、施設の見学や、衛生面を徹底するため
のルールや工夫が説明されました。続いて、
栄養教諭の築

つきひ
樋はるかさんが、地産地消を生

かしたメニューや郷土料理など、献立へのこ
だわりを紹介すると、参加者は感心した様子
で話を聞いていました。

生涯学習発表会（展示）
2月19日（水）～3月1日（日）サンライブ

給食センター見学・試食会
2月25日（火）学校給食センター

　大会には、市内の8小学校から5年生以下
の児童が出場。家族や友人の声援を背に、こ
れまでの練習の成果を発揮しようと試合に挑
みました。果敢にボールを奪いシュートを決
めると「ナイスプレー」と声を掛け合い、ハイ
タッチ。また、試合が終わると対戦相手に声
を掛けたり、握手をしたりして、選手同士が
交流する姿も見られました。

2020川渕三郎杯争奪 
第21回みよし市学校対抗サッカー大会
2月15日（土）旭グラウンド

　丹精込めて作られた和紙ちぎり絵、繊細に
描かれた絵画、趣向を凝らしたパッチワー
ク、美しいフラワーアレンジメントや丁寧に
造形された陶芸など、市内の生涯学習グルー
プが制作した珠玉の作品の数々が、サンライ
ブに展示されました。訪れた人たちは足を止
め、じっくりと鑑賞したり、写真を撮ったり
して楽しんでいました。



広報クイズ

みよしっ子ひろば
HAPPY BIRTHDAY
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みよし市

米
よねやま

山 茅
ち は る

花ちゃん
2歳おめでとう！　やれる
事が増えてきて成長が楽し
みです♪　〔打越町〕

2歳

【応募方法】①答え（例：A）、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】4月10日（金）必着
【3月号の正解】Ⓐと㋐、Ⓑと㋒、Ⓒと㋑（応
募33通、正解29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】令和元年8月号から今
号までの特集で、一番好きな特集と、その
理由を教えてください。

大
おおがい

谷 小
こ は る

春ちゃん
食いしん坊な小春ちゃん。
たくさん食べて明るく大き
くなってね。〔黒笹町〕

1歳

加
か と う

藤 旭
あ さ ひ

陽くん
たくさん食べて元気に大き
く育ってね。これからも笑顔
で楽しく過ごそうね。〔天王台〕

1歳

尾
び と う

藤 新
あらた

くん
にいにが大好き。一緒に滑
り台やブランコ遊びができ
て嬉しいな。〔東陣取山〕

2歳

前
ま え だ

田 悠
は る と

翔くん
元気が1番！　〔三好町〕

2歳

安
あんどう

藤 成
なる

くん
おっとりニコニコ笑顔のな
るちゃん。元気に大きくな
あれ。〔三好町〕

1歳

対象 6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、4月17日（金）まで

に、❶住所、❷氏名、❸電話番号、❹お

みよしっ子集まれ！

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

4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。

Ｂ

みよし市

今
日
は
さ
ん
さ
ん
バ
ス

に
乗
っ
て

お
出
掛
け
だ
～

さんさんバスに乗るときは

1
4

2
33

お
っ

来
た
来
た

あ
れ
れ
？

あ
れ
れ
？

困
っ
た
な
…

困
っ
た
な
…

ルンルン♪

乗りま～
す！

おっと

問題みんな

教えて～
！

前方の扉前方の扉
から乗るから乗る

Ａ Ｂ後方の扉後方の扉
から乗るから乗る
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我が家de食育 97
我が家de食育では、みよしの食に関するさまざまな情報
をお届けします。
問合市民病院　☎33-3300　N33-3308

　糖尿病は、膵臓から分泌されるインスリンとい
うホルモンがうまく働かなくなり、慢性的に血糖
値（血液中のブドウ糖の量）が高くなる病気です。
血糖値が高いまま放置すると、全身の血管や神経
の働きが悪くなり、さまざまな合併症を引き起こ
します。しかし、糖尿病初期は自覚症状がほとん
どなく、異変を感じ病院に行く頃には病気が進行
していたということも少なくありません。

　糖尿病には、主にインスリンが分泌されなくな
る1型糖尿病と、遺伝的な要因に食べ過ぎ、運動不
足、肥満、加齢などが加わり、インスリンの働き
が悪くなることで起きる2型糖尿病があります。日
本では、大部分が2型糖尿病で、食事や運動など
生活習慣を見直すことが重要です。右のチェック
ポイントを参考に食習慣を見直しましょう。

　糖尿病は生活習慣病の1つで、厚生労働省による平成29年患者調査では、糖尿病の患者数が過去最多
の328万9千人になったと報告されています。今後ますます糖尿病の発症予防・早期発見が必要となりま
す。そこで今回は、市民病院で提供している糖尿病予防にぴったりの野菜たっぷりレシピを紹介します。

食生活を改善して糖尿病を予防しよう

材料（4人分）
鶏むね肉（皮なし）…160ｇ
ハクサイ…葉3～4枚
タマネギ…中1個
ニンジン…中2/3個
顆粒中華だし
…小さじ1と1/2
しょうゆ…大さじ1
水…120ml　

片栗粉…大さじ1と1/2
水…大さじ3
サラダ油…小さじ2
ごま油…小さじ1/2
うずら卵水煮…8個
グリーンピース…適量Ａ

B

作り方
　八宝菜は、いろいろな野菜を食べられます。ハク
サイ、タマネギの他に、しいたけなどのきのこを入
れてもおいしく食物繊維をとることができますよ。

ポイント！
①�グリーンピースを
ゆでる。
②�Aをボールで混ぜ
合わせておく。
③�肉、ハクサイ、タマネギ、ニンジンを食べやすい
大きさに切る。
④�フライパンに油を熱し、肉を炒め、火が通ったら
③の野菜を入れ炒める。
⑤�全体に火が通ったら②を加える。
⑥�ひと煮立ちさせたら、Bの水溶き片栗粉でとろみ
を付け、風味つけにごま油を加える。
⑦�うずら卵とグリーンピースを添えて、出来上がり。

糖尿病とは

食習慣を見直しましょう！

野菜たっぷり！ 八宝菜

　食べ過ぎや偏った食事、朝食
を抜くなど食習慣の乱れは、肥
満につながります。食事は1日
3食規則正しく、腹八分目にし
て食べましょう。

□食べ過ぎない

　糖類の入った炭酸飲料や果汁飲料などは、血糖値
を急激に上昇させます。甘い飲み物は控えましょう。

□甘い飲み物を控える

　野菜・海藻・きのこなどの食物
繊維を多く含む食品は、食後の
血糖値の上昇を抑えます。食事
の始めに食べると効果的です。

□食物繊維をとる

糖尿病予防のチェックポイント□�



リズ・ガートン・スキャンロン　　
オードリー・ヴァーニック／文

オリヴィエ・タレック／絵　木
きさか
坂涼
りょう
／訳

光村教育図書　請求記号E／タレ

　ジェットコースター待ちの5分は長く感
じるけど、乗ってる5分は短く感じるよ。
ママの用事の5分はすごく長いのに、寝る
前の本を読んでもらう時間が5分なんて短
いよね。同じ時間のはずなのに、どうして
こんなにちがうのかな？

「ながーい5ふん　みじかい5ふん」

アン・クレシーニ　宮
みやもと
本隆

りゅうじ
治／著

株式会社サンマーク出版　請求記号810.4
　外国人の目線から見た日本語への疑問に、元
NHKアナウンサーの宮本隆治さんが日本語の移ろい
や背景の文化などに触れながら解説していきます。
繊細で美しい日本語の奥深さを感じながら、日本語
と日本文化の良さを再発見しませんか。

「日本人が無意識に使う日本語が不思議すぎる！」

�開館 �9：00～19：00（日曜日は9：00～18：00）
休館 �毎週月曜日、4月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

おすすめ図書

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！

保田ケ池の桜
　ソメイヨシノやコヒガンザクラ、オオシマ
ザクラなど、さまざまな品種の桜を楽しむこ
とができる保田ケ池公園。例年は3月下旬か
ら4月上旬までが見頃です。

　中央図書館では、
1階カウンター前に
本の除菌ボックスを
設置しています。紫
外線が書籍表面を強
力に除菌します。ぜ
ひご利用ください。

　中央図書館では、閲覧スペースや学習席・
おはなしのへやの利用など、一部サービス
を中止しています。来館する際は、ホーム
ページで最新情報を確認してからお越しく
ださい。
　利用する場合は、手洗い・うがいや咳エ
チケット、手指のアルコール消毒にご協力
ください。また、長時間の閲覧・滞在はお
控えください。皆さんのご理解とご協力を
お願いします。

一般図書

絵本

除菌ボックスをご利用ください

新型コロナウイルス感染症
感染拡大防止のためのお願い

16 広報みよし　2020年 4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	 あっち、こっち　　
作 者 名　佐

さ え き
伯　朗

あきら

受 賞	 1990年度特選　　	
設置箇所　生きがいセンター「太陽の家」
制作意図　草木が太陽の光をいっぱいに浴びてその土地にしっかりと根を下ろ
すように、三好の大空、人々、大地を全身に受け、この町に溶け込んでほし
い。僕は、鋳物屋だからこそできる鋳物を作り、自分の体を使う鋳造作家であ
りたい。

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。

5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

2日（土）
猫のマスコットを作ろう 10：00～11：30 靴下と洗濯バサミでマスコットを作る。先着で5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

3日（祝） 琴を奏でてみよう 9：30～10：30 座敷で琴を演奏する。見学可
9日（土） 竹で置物を作ろう 10：00～11：30 竹の節を利用してカエルの置物を作る。先着で5人

16日（土）
木の葉でバッタを作ろう 10：00～11：30 シュロの葉を編んでバッタを作る。先着で5人

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

23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）

花ふきんを作ろう 13：30～15：30 さらし布に和柄の刺し子を縫って花ふきんを作る。先着で5人
30日（土） 苔玉を作ろう 10：00～11：30 好きな木を植えてミニ盆栽を作る。先着で5人

▪3日（祝）、17日・31日の日曜日
　10：00～11：30、13：30～15：00

▪10日・24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。

苔 玉苔 玉 を 作 ろ うを 作 ろ う
作り方から手入れの仕方まで丁寧に教えます！作り方から手入れの仕方まで丁寧に教えます！

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、イベントを中止する場合があります。



※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。

 5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

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 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。

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

マタニティコース
Aula para futuros mamãe e 

papai Curso para gestante
7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 20組 7月3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
5月13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 5月1日（金）まで

歯 科 健 診
Aula de preven ção

odontológica
5月19日（火）
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 5月12日（火）まで

むし歯予防教室
Aula de orienta ção

de preven ção de cárie
5月18日（月）
受付 9：30～9：50

平成31年4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 5月11日（月）まで

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

さ く ら ん ぼ
Palestra para mamãe 

de filhos gameos
5月26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

保育士によるふれあい遊び、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

5月11日・18日・25日の月曜日
受付 9：00～11：00

25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
5月19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
5月25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
5月11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

5月12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。

● 4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。

5月26日（火）
1歳6カ月児健診
Exame M�dico para
crianças de 18 meses

5月14日（木）
5月27日（水）

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

5月13日（水）
5月20日（水）

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、健診や教室、相談を中止する場合があります。



救急医療施設の連絡先

19

＜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。

■5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。

3日（祝）窪田整形外科リウマチクリニック
豊田市本町高根12 ☎0565-52-1631

4日（祝）
上郷整形外科・リハビリテーショ
ン科
豊田市和会町稲葉28-1

☎0565-25-0377

5日（祝）ひので外科クリニック
豊田市日之出町2-11-11 ☎0565-36-5511

6日（振休）吉田整形外科病院
豊田市御立町7-100 ☎0565-89-1818

10日（日）さくら病院
豊田市豊栄町11-131 ☎0565-28-3691

17日（日）むつおクリニック
豊田市浄水町伊保原173-1 ☎0565-43-3688

24日（日）家田病院
豊田市畝部西町城ヶ堀11-1 ☎0565-21-0500

31日（日）山元整形外科皮膚科
豊田市山之手5-113 ☎0565-28-5248

●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

　産婦健康診査が産後2週間頃と、産後1カ月頃の計
2回、受診できるようになります。
　　　 令和2年4月1日以降に出産した、受診日にみよ

し市に住民登録のある産婦

　風しん抗体検査を無料で行います。対象者にはクーポン
券を送付しました。検査により抗体価が低いと判断された
人には、麻しん風しん混合ワクチン接種を行います。
　　　昭和37年4月2日～昭和54年4月1日に生まれた男性
　　　令和4年3月31日まで

※紛失・転入などでお手元に受診券・クーポン券・接種券がない人は、健康推進課へお問い合わせください。

　麻しん・風しん（MR）ワクチンは、通常1歳頃に第1期を
接種していますが、1回では十分免疫がつかない場合や、
年数がたって免疫が下がることを防ぐ目的で、就学前に2
回目の接種が行われています。3月下旬に対象者に接種券
を送付しました。
　　　平成26年4月2日～平成27年4月1日に生まれた人
　　　令和3年3月31日まで

■おたふくかぜ

【申し込み】

■ロタ
　　　 市内に住民登録がある1歳～就学前の、流行

性耳下腺炎（おたふくかぜ）の既往歴のない子
　　　2,000円（1人1回のみ）

　　　 市内に住民登録があり、①1価ロタリックス…生後6週～
24週の子、②5価ロタテック…生後6週～32週の子

※令和2年7月31日までの生まれの子が対象です。
※初回接種は生後14週6日までに行うことが推奨されています。
　　　 ①1回4,500円（1人2回まで）、②1回3,000円（1人3回

まで）
みよし市委託医療機関（ホームページを参照）へ予約
し、医療機関窓口で申請書に必要事項を記入

産婦健康診査費用助成 風しん（第5期）の定期予防接種

麻しん・風しん混合（MR）第2期

子どもの任意予防接種の費用の助成

実施場所
使用期限

対象
対象

対象

対象対象

期間

期限

補助

補助

補助

※令和2年2月末までに母子健康手帳を交付した人で、
出産予定日が令和2年3月18日以降の人へは3月下旬
に受診票を送付しました。令和2年3月中に母子健康手
帳を交付した人は4月下旬に受診票を送付します。
※令和2年3月31日までに出産した産婦は対象外です。
　　　5,000円　　　　　　　　産後8週以内
　　　　　愛知県内の医療機関
※愛知県外の医療機関で受診票は使用でき
ません。里帰り出産など愛知県外の医療機
関で受診される人は自費でお支払いいただ
き、後日健康推進課へ申請してください。
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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
エコエネルギー促進事業補助金
環境課  
☎32-8018��N76-5103　
対象 �次の条件を満たす個人、
　　または事業者
①�市内在住、または市内に事務所を有
する事業者
②市税などを滞納していない
③�対象となる住宅用システムを新設、
Z
ゼ ッ チ
EHを新築で購入、低公害車を新
車で購入した人（補助は原則1世帯
各1回限り）、または、自らの事業
用に供する目的で低公害車を新車で
購入した事業者

補助 �次のとおり
【住宅用システム】
①�太陽光発電システム…システム出力
1kwあたり4万円（上限5kw20万円）
②�燃料電池システム…本体および設置
費の10％（上限15万円）
③�蓄電システム…本体および設置費の
10％（上限15万円）
④�H

ヘ ム ス
EMS…本体および設置費の10％

（上限1万円）
⑤�電気自動車等充給電設備…本体およ
び設置費の10％（上限5万円）
⑥ZEH…定額40万円
※①・③・④、または、①・④・⑤の組み
合わせで同時に申請する場合、定額
15万円を加算します。
※ZEHの補助を申請する場合、加算
制度の対象となりません。
【低公害車】
①�燃料電池自動車…車両本体価格の
5%（上限35万円）
②�電気自動車・プラグインハイブリッ
ド車…車両本体価格の5%（上限15

万円）
③超小型電気自動車…上限5万円

【外部給電用コンセント】
AC100V1500W以上で、容易に取り
外せない給電コンセント
申込 �4月22日（水）以降に、申請書（環
境課で配布、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、添付書類を添えて、環
境課へ直接

※令和元年度から予約制度は廃止とな
りました。

緑化補助制度　
公園緑地課  
☎32-8024 �N34-4189
　都市緑化と都市環境の改善を目的に
市内の民有地の建物、敷地に行う緑化
や、市内の公有地で、住民団体が行う
植栽などの活動にかかる費用を補助し
ます。
　着手する前に申請書類の提出が必要
です。着手後の申請については受け付
けできません。要件など、詳しくは
ホームページをご覧ください。

犬・猫の避妊去勢手術費補助
環境課  
☎32-8018��N76-5103

対象 �次の全てに該当する人
①�市内在住
②�飼育する犬や猫を開業獣医師により
手術した

③市税などを滞納していない
④�犬については、登録および狂犬病予
防注射を実施している

補助 �犬…避妊手術費の2分の1（上限
5,000円）、去勢手術費の2分の1
（上限3,000円）、猫…避妊手術
費の2分の1（上限4,000円）、去
勢手術費の2分の1（上限2,000
円）

申込 �手術実施後180日以内に申請書(環
境課で配布、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、環境課へ直接

生涯学習推進事業への補助
生涯学習推進課  サンライブ内
☎34-3111��N34-3114
　生涯学習活動を積極的に
推進する団体、または新たに生涯学習
活動を始める団体に、生涯学習活動に
かかる費用を補助します。
対象 �次の全てに該当する団体
①�会則などを有し経理などの機能が確
立している
②�団体の本拠地としての事務所などの
場所および活動場所を市内に有して
いる
③�設立3年以内で継続して同じ活動を
している
④�構成人数が10人以上であり、かつ
構成員の3分の2以上が市内在住で
ある
⑤�政治、宗教または営利活動を目的と
しない

補助 �補助対象経費の2分の1(上限
33,750円)

申込 �申請書（生涯学習推進課で配布、
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、
生涯学習推進課へ直接

ホームページ

ホームページ

ホームページ

ホームページ

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、イベントを中止する場合があります。
行事の開催予定など、詳しくは各イベントの主催者へお問い合わせください。皆さんのご理解、ご協力をお願いします。
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かに該当する事業
①�新商品開発事業…新商品、新サービ
スなどの研究•開発を行う
②�販路開拓事業…開発した新商品、新
サービスまたは農業者が自ら生産し
た農畜産資源の販路拡大のために行
う展示会への出展など

補助 �①10万円以上50万円以内（補助
率2分の1以内）、②5万円以上20
万円以内（補助率2分の1以内）

申込 �事業計画書（産業課で配布、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、産業課
へ直接

雨水貯留タンク
設置事業補助金
道路河川課  
☎32-8020  N34-4429

　

　雨水の有効活用を図ることで、河川
などへの急激な雨水の流出を抑制し、
洪水や浸水被害を軽減することを目的
に、家庭用の雨水貯留タンク（地上据
置型、貯水容量100リットル以上の
市販されている未使用品）の設置に補
助金を交付します。
対象 �市内在住で市税の滞納がなく、住
宅（店舗などとの併用住宅を含
む）に雨水貯留タンクを設置する
人（補助は、当該年度につき1世
帯当たり1基まで）

補助 �雨水貯留タンク設置に係る材料
費・工事費の2分の1（1,000円未
満切捨て、上限2万円）

申込 �購入前に、申請書（道路河川課で
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、道路河川課へ直接

※事業完了後15日以内、または当該

年度の3月15日のいずれか早い日まで
に、事業実績報告書の提出が必要です。

狭あい道路拡幅整備の補助金
道路河川課  
☎32-8020  N34-4429
　住宅が密集し道路幅員が
狭く、災害時などに緊急車両の円滑な
通行ができないなどの事態を解消し、
安心･安全なまちづくりを推進するこ
とを目的に、補助金を交付します。
内容 �次のとおり
①�建築行為に伴い道路後退用地を寄附
する場合に、㋐後退道路用地確定に
伴う測量および分筆登記費用、㋑後
退用地内にあるフェンスおよび塀な
どの撤去費用の一部を補助
②�すみ切り用地を寄附した場合に、奨
励金を交付

補助 �次のとおり
�㋐1件あたり上限70万円
㋑間口1ｍあたり1万円（上限10万円）
②�固定資産税評価額を敷地面積で割り
返した1㎡あたりの額にすみ切り用
地の面積を掛けた額の2分の1

申込 �申請書（道路河川課で配布、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、道路河
川課へ直接

石綿（アスベスト）による疾病
の補償・救済
愛知労働局労働基準部労災
補償課  ☎052-855-2147
　労働者として石綿ばく露作業に従事
していたことが原因で、中皮腫や肺が
んなどを発症したと認められた場合に
は、労災保険法に基づく各種の労災保
険給付や石綿救済法に基づく特別遺族
給付金が支給されます。また、中皮腫
などで既にお亡くなりになられた人が
過去に石綿業務に従事されていた場合
でも、労災保険給付などの支給対象と
なる可能性があります。まずはお気軽
に愛知労働局労働基準部労災補償課へ
ご相談ください。

鳥獣被害防止対策事業補助金
産業課 
☎32-8015  N34-4189

対象 �市税を滞納していない、市内で農
業を営む人、または農業者団体
(共同で鳥獣被害防止施設を設置
する3戸以上の農業者、農地所有
適格法人および認定農業者）で次
の対象物を購入

【対象物】
①令和2年4月1日以降に購入
②市内の農業振興地域内の農地に設置
③�鳥獣類の農地への侵入防止を目的
に設置する資材(電気柵、ワイヤー
メッシュ柵、鳥侵入防止網など)

補助 �補助対象経費の2分の1（上限5万
円(農業者団体は15万円)

申込 �資材購入前に、交付申請書（産業
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、設置場所の位置図、購入
資材の見積書、構成員名簿(農業
者団体が共同で設置する場合)を
添付し、産業課へ直接

みよし市の農畜産資源を活用
した6次産業化の補助金　
産業課 
☎32-8015  N34-4189
　6次産業化を推進するため、新商品
開発や販路開拓の事業計画を募集•選
考し、採用された事業に補助金を交付
します。
対象 �市内在住の農業者または市内に事
務所がある中小企業者で、市税な
どを滞納していない者

【対象事業】
　令和2年度中に完了する次のいずれ

ホームページ

ホームページ

ホームページ

ホームページ

ホームページ
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お知らせ
年金相談の変更
保険年金課  ☎32-8016��N34-3388
　豊田年金事務所主催の出張年金相談
では、裁定請求や受給見込み額の確認
などが可能でしたが、令和元年度で終
了となりました。4月からは、市が行
う社会保険労務士による年金に関する
一般相談を実施します。
�日時 �毎月第2水曜日13：00～16：00
場所 �市役所1階相談室
申込 �保険年金課へ電話（要予約）

春の全国交通安全運動
防災安全課  ☎32-8046��N76-5702
　4月6日から15日まで、春の全国交
通安全運動を実施します。交通安全意
識を高め交通事故を防止しましょう。

【運動重点】
●�子どもを始めとする歩行者の安全の
確保
●高齢運転者の安全運転の励行
●自転車の安全利用の推進

春の安全なまちづくり県民運動
防災安全課  ☎32-8046��N76-5702
　4月1日から10日まで、春の安全な
まちづくり県民運動を実施します。

【運動重点】
●�住宅を対象とした侵入盗の防止（年
間取組事項）
●�自動車盗の防止
●�特殊詐欺の被害防止
●�子どもと女性の犯罪被害防止

市営住宅空室待ち
入居者募集
都市計画課  
☎32-8023 �N34-4429
{toshi_k@city.aichi-miyoshi.lg.jp
場所 �明知住宅（3DK）、福谷住宅（3DK、
2DK、シルバーハウジング）、莇
生住宅（3DK、改修工事のため9
月初旬入居開始予定）

対象 �申込日時点および入居順位到来
時点で次の全てに該当する人

①市内在住、または在勤
②市税を滞納していない
③�現に同居、または同居しようとする
親族（内縁関係にある人（婚約者を含
む））がいる
※福谷住宅（2DK）は、要件を満たせ
ば単身者の申し込みも可能です。
④�現に住宅に困窮している
⑤��申込者（同居親族を含む）が暴力団員
でない
※全ての住宅に所得要件があります。
※シルバーハウジングは、年齢などの
制限があります。
申込 �4月6日（月）～17日（金）9：30～16：
15に申込用紙（都市計画課、また
はサンネットで配布、もしくはホ
ームページからダウンロード可）
に必要事項を記入し、都市計画課
へ直接

※入居順位は4月27日（月）10：00に
住宅ごとに抽選を行い決定します。抽
選による入居順位は令和3年3月末日
まで有効で、空室ができ次第、書類審
査後に入居する権利が与えられます。

譲ります・譲ってください
環境課  ☎32-8018  N76-5103

【譲ります】 
今号はなし

【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）、保育園のスモック・体操
着・バレエシューズ

【交渉の流れ】
　希望者は、4月6日（月）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

緑のカーテン用苗の無料配布
環境課  ☎32-8018��N76-5103

　夏の省エネルギーや、地球温暖化防
止策の一環として「緑のカーテン設置
事業」を実施しています。今年は、ゴ
ーヤの苗2株、きゅうりの苗2株、メ
ロンの苗2株を配布します。ぜひお申
込みください。
日時 �5月10日（日）9：00～10：00
場所 �市役所正面駐車場
対象 �市内在住で成長記録および写真を
提出できる人

定員 �先着で150世帯
申込 �4月13日（月）～5月1日（金）に環境
課へ電話、メール、ファクスまた
は直接

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、イベントを中止する場合があります。
行事の開催予定など、詳しくは各イベントの主催者へお問い合わせください。皆さんのご理解、ご協力をお願いします。

ホームページ

前の車、新入りさん？
豊田警察署からのお知らせ  ☎0565-35-0110

　4月は年度始めの月であり、就職や転勤など新しい環境を
スタートさせる社会人が多くなる季節です。土地勘のない道
を、不慣れな車両で運転するドライバーや、歩行者が多くな
ります。心にゆとりを持って、いつも以上に安全な行動を心

掛けましょう。また、4月6日から15日までの10日間は、春の全国交
通安全運動期間です。悲惨な交通事故を1件でも減らすため、交通ルー
ルを守り思いやり運転に努めましょう。
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日時 �下表のとおり
日時 時間 場所

4月
13日
（月）

10:00～10:20 西一色ふれあい会館
10:30～10:50 三好下公民館
11:00～11:20 東山児童館
11:30～11:50 新屋児童館
13:00～13:20 明知下公民館
13:35～13:55 打越公民館

4月
14日
（火）

10:00～10:20 三好丘集会所
10:30～10:50 三好丘緑集会所
11：05～11:40 黒笹公民館
13:00～13:35 福谷公民館
13：45～14：05 莇生公民館

費用 �3,500円(狂犬病予防注射代2,950
円、注射済票交付手数料550円)

※犬の新規登録が必要な場合は、別途
3,000円が必要です。
他 �犬が死亡した場合や、飼い主の住
所が変更した場合などは、環境課
へ届け出が必要

多文化共生ボランティア
協働推進課  
☎32-8025��N76-5702

　多文化共生事業に協力してくださる
ボランティアを募集します。
内容 ��外国人のための日本語指導、通訳・
翻訳、ホームステイの受け入れ

申込 ����登録用紙（協働推進課で配布、ま

たはホームぺージからダウンロー
ド可）に必要事項を記入し、協働
推進課へ直接

農業支援ボランティア
産業課 
☎32-8015 N34-4189
　農繁期などに農作業の手助けを必要
とする農家に対し、農業支援をしてい
ただけるボランティアと、ボランティ
アの受け入れ農家を募集します。
時間 ��8：00～17：00頃の間（ボランテ
ィアと受け入れ農家で決定）

内容 ��土作り、種まき、植え付け、施
肥、草取り、収穫、販売補助�他

対象 �ボランティア…18歳以上で農業
に興味がある、健康な人（20歳未
満は保護者の同意が必要）、受け
入れ農家（法人含む）…市内に10a
以上の農地を持ち、自ら農業を営
んでいる

申込 �申請書（産業課で配布、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、産業課へ直接

豊田都市計画用途地域の変更
の案および特別用途地区の変
更の案の縦覧
都市計画課  ☎32-8021 �N34-4429
　郷浦地区における豊田都市計画用途
地域の変更の案および特別用途地区の
変更の案を縦覧します。
期間 �4月10日（金）～4月24日（金）
場所 �市役所4階都市計画課
他 �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、または直接

戦没者などの遺族に対する
第11回特別弔慰金
福祉課  ☎32-8010��N34-3388
　先の大戦において国に殉じた戦没者
などの尊い犠牲に改めて思いをいた
し、国として弔慰の意を表するため、
特別弔慰金を支給します。
対象 �戦没者などの死亡当時のご遺族
で、令和2年4月1日時点で「恩給
法による公務扶助料」や「戦傷病者
戦没者遺族等援護法による遺族年
金」などを受ける人（戦没者などの
妻や父母など）がいない場合で、
戦没者の遺族に対する特別弔慰金
支給法上の「戦没者の遺族」のうち
先順位のご遺族1人

申請 �4月1日～令和5年3月31日
※請求期間を過ぎると受け取ることが
できなくなります。ご注意ください。

狂犬病の予防集合注射
環境課  ☎32-8018��N76-5103
　生後91日以上の犬の飼い主は、狂
犬病の予防注射を毎年4月1日から6
月30日までの間に1回受けさせなけ
ればなりません。
　市では、狂犬病の予防集合注射を行
います。注射当日は、あらかじめ郵送
した登録確認通知書(はがき)に必要事
項を記入して、必ず持参してくださ
い。
　また、かかりつけの動物病院でも同
じ期間内で注射を受けられます。この
場合も登録確認通知書を持参してくだ
さい。

 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

   4 水
月4

   12020

　　有料広告

ホームページ

ホームページ
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お知らせ
学校ボランティアの募集
学校教育課　
☎32-8026��N34-4379
{gakko@city.aichi-miyoshi.lg.jp

【学校安全ボランティア】

　子どもたちが事件や事故に巻き込ま
れることなく安心して過ごせるよう、
各小学校の安全対策活動に協力してい
ただける人を募集します。
内容 ��登下校時のパトロール、各ポイ
ントや軒先での声掛け活動�他

期間 ��4月～令和3年3月の活動できる日
申込 �4月1日(水)以降に申込用紙（学校
教育課、または各小学校で配布）
に必要事項を記入し、各小学校へ
直接

【学校支援ボランティア】
　児童生徒の教育活動や支援の充実、
円滑な学校運営の推進を図るために活
動していただける人を募集します。
内容 ��授業補助、部活動補助、図書室
補助、読み聞かせ・読み語り、学
校生活に関わることなど

申込 �登録票（学校教育課で配布、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、学校教
育課へメール、または直接

シルバー人材センター入会説明会
シルバー人材センター  
☎34-1988��N34-2831　
内容 �事業について、入会の要件、登
録手続きの進め方など

対象 �市内在住でおおむね60歳以上の、
健康で働く意欲のある人

日時 �①4月～令和3年3月の毎月第３水
曜日（6月は18日（木））14：00から
１時間程度、②4月・6月・8月・10
月・12月・2月の第4水曜日14：00

から１時間程度
場所 �①生きがいセンター「太陽の家」、
②ビジターセンター（カリヨンハ
ウス内）

申込 �不要。開催日に会場へ直接

市民人材バンク
協働推進課  
☎32-8025��N76-5702
　知識や技能を生かして指導してみま
せんか。特に、外国語の翻訳ができる
人の登録を必要としています。指導レ
ベルは問いません。指導分野について、
詳しくはホームページをご覧ください。
また、市民活動で指導者が必要なとき
は、市民人材バンクをご利用ください。

【指導者の登録】
対象 �市民活動に理解があり、特技や知
識を生かして市民に指導していた
だける人（宗教、政治、営利目的
の活動を除く）

【市民人材バンクの利用】
対象 �市内在住・在勤・在学の個人、また
は市内で活動する団体

【登録・利用の申し込み】
　申込書（協働推進課で配布、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、協働推進課へ直接

児童育成計画審議会委員募集
子育て支援課  
☎32-8034��N34-4379
　みよし市児童育成計画の策定に関す
る調査・検証や、特定教育・保育施設お
よび特定地域型保育事業の利用定員の
設定に関することなどを審議する、委
員を募集します。
期間 �選任日～令和6年3月31日
対象 �次の全てに該当する人
①子育て支援に関心がある
②市内在住で満18歳以上
③�平日の昼間に開催する検討委員会に
出席できる
④国家公務員および地方公務員でない
人数 �2人　選考 �書類選考
報酬 �会議1回につき7,000円

申込 �4月30日（木）までに、申込書（様
式自由）に住所、氏名、生年月日、
職業、電話番号、志望理由（簡潔
に記入）を明らかにして、レポート
（1,000字程度、テーマ「子育て支
援について」）を添えて子育て支援
課へ直接

※申込書・レポートは返却しません。
※応募人数が募集人数に満たない場合
でも、選考基準に達していない場合は
採用しないことがあります。

社会福祉協議会会員
社会福祉協議会  福祉センター内
☎34-1588��N34-5860　
　社会福祉協議会（以下社協）では、地
域の福祉を推進するため社協事業に賛
同いただける、会員を募集しています。
社協は、地域福祉のあらゆる問題に対
応し、行政に働きかけることができま
す。行政区を通じ、全世帯を対象に会
員募集の案内をさせていただきますの
で、ご理解とご協力をお願いします。

NPO・協働相談
協働推進課  ☎32-8025��N76-5702
　市民活動を始めたい、現在の活動を
活性化したい、さまざまな団体とつな
がりたいなど、NPO法人あいちNPO
市民ネットワークセンター専門スタッ
フが相談に応じます。
日時 �毎月第1木曜日13:30～16:30
場所 �市役所3階協働推進課　費用 �無料
申込 �前日までに協働推進課へ電話、
または直接

消費生活相談
産業課  ☎32-8015  N34-4189
　通信販売のトラブルや架空請求、送
りつけ商法などの悪質商法や商品に関
する消費生活上のトラブルに、専門の
相談員が相談に応じます。
日時 �月・水曜日9：00～12：00、木・金
曜日13：30～16：30

場所 �市役所4階相談室11　費用 �無料
相談 �産業課へ電話、または直接

ホームページ

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、イベントを中止する場合があります。
行事の開催予定など、詳しくは各イベントの主催者へお問い合わせください。皆さんのご理解、ご協力をお願いします。

ホームページ
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男女共同参画交流ネットへの登
録団体・グループ募集
協働推進課  
☎32-8025��N76-5702
対象 �次の条件の全てに該当する団体、
またはグループ（ただし、特定の
宗教および政治団体を除く）

①�主に市内在住・在勤・在学の３人以上
で構成
②主に市内で活動
③男女共同参画を推進
④活動実績が1年以上
支援 �団体間の交流機会の提供、みよ
し男女共同参画交流ネット通信な
どによる登録団体の紹介、男女共
同参画に関する情報提供、自主講
座に対する講師料の補助（上限
２万円）�他

申込 �申込書（協働推進課で配布、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、前年度
活動実績と会員名簿を添えて協働
推進課へ直接

就労支援センター
ジョブサポートみよしの相談
ジョブサポートみよし  ふれあい交流
館内  ☎33-1860��N32-8222
　ジョブサポートみよしでは、さまざ
まな相談を行っています。ご利用は無
料です。お気軽にお越しください。
内容 �①就労相談…全国のハローワー
クの求人情報の検索や職業に関す
る相談など、②若者のための職業
相談、③巡回労働相談…職場や仕
事についての困りごと相談

日時 �①平日9:00～17:00、②毎月第
2火曜日9：00～、10：00～、11：
00～、毎月第4火曜日13：00～、
14：00～、15：00～、③毎月第2
火曜日13：00～、14：00～、15：
00～

場所 �ふれあい交流館1階
対象 �①・③どなたでも可、②15～39
歳の若者とその家族　

申込 �①不要。会場へ直接、②・③前日ま
でにジョブサポートみよしへ電話

カラスの巣作りによる停電防止
中部電力パワーグリッド株式会社豊田
営業所  ☎0120-988-554�
　3月から5月にかけて、カラスの巣
作りがピークとなります。金属製のハ
ンガーで電柱の上に巣が作られると、
広範囲で停電する恐れがあります。金
属製ハンガーなどを放置しない、電柱
の上に巣を発見したら中部電力パワー
グリッドに連絡するなど、皆さんのご
協力をお願いします。

催し・講座
手話奉仕員養成講座
福祉課  ☎32-8010  N34-3388

　聴覚障がいのある人の生活に関する
知識と、日常生活での初歩的なコミュ
ニケーション支援が行える、手話技術
の習得を目指します。
日時 �入門過程…5月13日～9月16日の
水曜日10：00～12：00（全19回）、
基礎課程…９月30日～３月17日の
水曜日（全24回）10：00～12：00

場所 �サンライブ多目的室（予定）
対象 �市内在住・在勤・在学で18歳以上
定員 �各20人（定員を超えた場合、受講
理由を基に選考）

費用 �無料（別途テキスト代が必要）
申込 �4月17日（金）までに申込用紙（福
祉課で配布）に必要事項を記入
し、福祉課へ直接

春期日本語ボランティア入門講座
協働推進課  ☎32-8025��N76-5702
　日本語で困っている人に、日本語を
指導するボランティアになりませんか。
期間 ��5月9日～7月4日の毎週土曜日（5

月23日、6月20日を除く）13：00
～14：30（6月27日は10：00～11：
30）（全7回）

場所 �市民活動センター1階多目的室1
講師 �日本語サークルボランティアの澤

さわ

村
むら
真
まゆ み
弓さん、松

まつしま
島陽

よう こ
子さん

対象 ���講座終了後、市が主催する日本語
教室でのボランティア活動に参加
してみたい人（外国語能力不問）

定員 �先着で12人　費用 �無料
申込 �4月24日(金)までに協働推進課へ
電話、または直接

シルバー直売会
シルバー人材センター  
☎34-1988��N34-2831

　シルバー人材センターでは、年に7
回直売会を開催しています。四季折々
の草花や手作りの木工製品を販売しま
す。上半期は、4～6月に開催します。
ぜひお越しください。
日時 �4月15日(水)、5月15日（金）、6
月15日（月）9：00～15：30

場所 �生きがいセンター「太陽の家」

人形小路花まつり
人形小路の会  ☎0566-53-2603

　身近にある木の実や貝殻などで人形
や動物を作り飾り付ける、県指定無形
文化財「吉浜細工人形」の展示と、「人形
小路花まつり」を開催します。
日時 �5月8日（金）～10日（日）（各種イベ
ントは9日（土））

場所 �名鉄三河線吉浜駅前人形小路、
柳
りゅうちいん
池院、宝

ほうまんじ
満寺

ホームページ
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催し・講座
書道教室（硬筆・毛筆）
なかよしクラブ  三好中学校内
☎・N34-1771
日時 �4月25日、5月9日・16日、6月13
日・20日・27日、7月4日・11日・
18日、8月8日・29日、9月5日・
12日・26日の土曜日①10：00～
10：50、②10：55～11：45

場所 �なかよしクラブハウス（三好中学
校北校舎2階）

対象 �小学生　定員 �先着で若干名
費用 �受講料…1回800円、年会費…
1,000円、スポーツ保険料…800
円

申込 �4月11日（土）9：00～受付開始。
以降は土・日曜日9：00～12：00、
13：00～15：00、平日（月曜日を
除く）13：00～17：00になかよし
クラブへ電話

健康・福祉
陽春ウォーキング
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小幡緑地公園の
自然豊かな風景を楽しみながら、約
4.5kmのコースを一緒に歩きませんか。

日時 �4月27日（月）9：00～15：00（予
定）（集合9：00、雨天中止）

場所 �市役所第4駐車場に集合
※自家用車でお越しの場合は、市役所
駐車場をご利用ください。
対象 �市内在住　定員 �先着で40人
費用 �無料
持物 �昼食、レジャーシート
※公園内トイレにトイレットペーパー
はありませんので、持参してください。
申込 �4月6日（月）～13日（月）に健康推
進課へ電話、または直接

健康づくりチャレンジ・元気チ
ャレンジ
健康推進課　保健センター内
☎34-5311  N34-5969
　

　健康づくりに取り組んで、ポイント
をゲット！　一定以上のポイントをた
めると、県内の協力店でさまざまなサ
ービスを受けられる「あいち健康づく
り応援カード！　～まいかMyCa～」
と参加賞をプレゼントします。皆さん
のご参加をお待ちしています。
内容 �①健康づくりチャレンジ、②元
気チャレンジ

期間 �令和3年3月末まで（チャレンジシ
ートの配布は令和3年1月末まで）

※チャレンジシートは、保健センター、
福祉センター、市役所（保険年金課、長
寿介護課、福祉課、子育て支援課、市
民課）、サンライブ、市内歯科医療機関

などで配布しています。
対象 �①市内在住・在勤で18歳以上、②
健康づくりチャレンジに参加して
いる人がいる家庭の17歳以下の
子ども

社会福祉協議会からのお知らせ
社会福祉協議会  福祉センター内
☎34-1588  N34-5860

【ガソリン助成】
対象 �市内在住の身体障がい者手帳の
等級区分1～2級の下肢障がいの
人で、運転免許証を所有し、当該
者名義の自家用車を所有・使用す
る人

補助 �年額5,000円
申込 �障がい者手帳・免許証・車検証の
写し、住民票、印鑑を持参し、社
会福祉協議会へ直接

【高齢者運転免許自主返納支援】
対象 �次の全てに該当する人
①�自主返納申請時に65歳以上
②�自主返納申請時に運転免許証に記載
の住所がみよし市
③�自主返納を申請した日から1年以内
④�公安委員会へ運転免許の取消通知書
の交付を申請し、交付されている

補助 �交通系ICカード1枚（3,000円）、
さんさんバス回数券（2,000円分）

申込 �運転免許の取消通知書の写しを
持参して、社会福祉協議会へ直接

【録音物の郵送・貸し出し】
　視覚障がいのある人に、社協だより
や広報みよしなどを録音したCDをお
届けします。
申込 �社会福祉協議会へ直接

＊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 ４月1８日（土）午後４時００分～  再放送 毎週（月）～（金）午前９時３０分～ ほか

メキシコ人のＴａｂｉｓが、豊田・みよし・長久手の
オシャレなカフェやスイーツショップなどをご紹介します。
ぜひご覧ください♪

Tabisの旅するように街グルメ

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11 / 地デジ11ch

W180mm H48mm

ひまわりくん

徘徊高齢者等早期発見の
取組情報を発信します
ラジオ・ラブィートは、みよし市役所と
連携して徘徊高齢者等の早期発見
の取組に関する協定を締結。ラジオを通じて
情報発信を行い早期発見に努めます。

新番組

　　有料広告

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、イベントを中止する場合があります。
行事の開催予定など、詳しくは各イベントの主催者へお問い合わせください。皆さんのご理解、ご協力をお願いします。
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　　有料広告

療育体操
福祉課  ☎32-8010  N34-3388
　いろいろな運動を通して健康と体力
の維持増進と、参加者同士の交流を図
ります。皆さんのご参加をお待ちして
います。
日時 �指定の土曜日（月に1～4回）14：
00～15：00

場所 �総合体育館2階柔道場
対象 �障がいのある児童などとその保
護者

費用 �無料　 申込 �福祉課へ直接

子育て

スポーツ
カヌー教室
カヌー協会  三好池カヌーセンター内
☎32-8558  N32-8699

　カヌー協会では、初心者コースから
中級者コースまで、ご自身のレベルに
合わせて参加できる、カヌー教室を実
施しています。

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。

　5・6月は初心者コースと初級者コー
スを開講します。「カヌーのまち、み
よし」を一緒に盛り上げませんか。こ
の機会にぜひご参加ください。
日時 �初心者コース…5月9日～30日の
土曜日9：30～11：30、初級者コ
ース…6月27日の土曜日9：30～
11：30

※1回から受講可能です。
場所 �保田ケ池カヌーポロ競技場
対象 �小学4年生以上　定員 �各回10人
費用 �市内在住…1回1,000円、市外在
住…1回1,500円

申込 �各開催日の10日前までに、印鑑
を持参し、参加費を添えてカヌー
協会へ直接

親子ルームの参加受け付け 子育て総合支援センター  ☎34-0500  N34-0501

時間 �10：00～11：00
対象 �市内在住の未就園児とその保護者。各ルームの対象は次のとおり
●�あかちゃんルーム…平成31年4月2日以降に生まれた子とその保護者
●�ぴよちゃんルーム…平成30年4月2日以降に生まれた子とその保護者
●�わくわくルーム…平成30年4月1日以前に生まれた子とその保護者
定員 �各20組　費用 �各ルームとも1回1人15円（傷害保険料）
申込 �4月14日（火）10：00～14：00に希望する支援センター・保育園へ直接

�みなよし…みなよし地区子育て支援センター（打越保育園内）
なかよし…なかよし地区子育て支援センター（子育て総合支援センター内）
きたよし…きたよし地区子育て支援センター（莇生保育園内）

三好丘…三好丘地区子育て支援センター（みどり保育園内）
黒笹…黒笹地区子育て支援センター（黒笹保育園内）
天王…天王保育園

● あかちゃんルーム
開催日 場所

第1火曜日 みなよし、きたよし※１、
三好丘、なかよし

第2火曜日 黒笹※２、三好丘、なかよし
第3火曜日 三好丘（第1子のみ対象）

● ぴよちゃんルーム
開催日 場所

第1水曜日 きたよし、三好丘、
なかよし

第2水曜日 みなよし、なかよし
第3水曜日 黒笹、三好丘、天王

● わくわくルーム
開催日 場所

第1木曜日 きたよし、三好丘、
なかよし

第2木曜日 みなよし
第3木曜日 黒笹、三好丘、天王

親子で遊びながら、
友だちをつくりませんか？
子育てを一緒に楽しみましょう！

※1…9：30～10：30、11：00～12：00、※2…9：45～10：45、11：00～12：00の2教室実施します。
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スポーツ
スポーツイベント
ボランティア
スポーツ課  総合体育館内
☎32-8027  N34-6030
{sports@city.aichi-miyoshi.lg.jp

　体育祭やマラソン駅伝大会など、市
内のスポーツイベントにボランティア
として参加してみませんか。
内容 �会場設営、交通整理、調理接待、運
営補助、受付、アナウンスなど

場所 �各種スポーツイベントの会場とそ
の周辺

申込 �登録用紙（ホームページでダウン
ロード可）に必要事項を記入し、
スポーツ課へメール、ファクス、
または直接

スポーツ大会出場選手激励金
スポーツ課  総合体育館内
☎32-8027  N34-6030

　スポーツ大会への積極的な参加を促
し、スポーツの振興と青少年の健全育
成に寄与することを目的に、全国大
会・世界大会に出場する選手および団
体に出場激励金を支給します。
対象 �4月1日～令和3年3月31日に全国
大会・世界大会に出場する、市内
在住、在学の選手および団体

申込 �大会などの開催前日までに交付申
請書（スポーツ課で配布、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、予選大会の開
催要項、結果資料、大会の内容が
わかる資料、出場登録を証する資
料を添えてスポーツ課へ直接

※交付対象となる大会などについて、
詳しくはホームページの交付要綱でご
確認ください。

市長杯ソフトテニス大会
ソフトテニス連盟  林

はやし
幸

さちお
男さん

☎090-3482-5556  
部門 �中学生の部・一般の部
日時 �女子…5月9日（土）、男子…5月10
日（日）9：00～

場所三好公園テニスコート
費用 �1人500円（高校生以下100円）
申込 �4月24日（金）までに総合体育館へ
ファクス（N34-6030）、または
直接

テニス協会の教室・大会
テニス協会  長

ながやま
山家

いえひさ
久さん

☎090-3152-5986
【前期硬式テニス教室】

日時 �5月12日～6月30日までの毎週火
曜日19：00～21：00（全8回）

場所三好公園テニスコート
対象 �市内在住・在勤・在学の初心者・初
級者・中級者

定員 �先着で各15人　費用 �7,000円
申込 �4月11日（土）以降に総合体育館へ
直接

【テニス選手権シングルステニス大会】
部門 �男子の部・女子の部
日時 �6月6日（土）9：00～（予備日13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
ス協会登録者

費用 �1,000円（本年度協会未登録者は
会費500円が別途必要）

申込 �4月26日（日）までに総合体育館へ
直接

採　用
国家公務員採用試験
人事院中部事務局  
第二課試験係
☎052-961-6838  N052-961-0069
職種 �①総合職（院卒者・大卒程度）、②
一般職（大卒程度）、③一般職（高
卒者・社会人（係員級））、④税務職

日程 �第1次試験…①4月26日（日）、②6
月14日（日）、③・④9月6日（日）

申込 �①3月27日（金）～4月6日（月）、②4月
3日（金）～15日（水）、③・④6月22日
（月）～7月1日（水）にホームページで

自衛隊
自衛隊　愛知地方協力本部　豊田所
☎0565-32-7384 
職種 �①幹部候補生（歯科・薬剤科）、②
予備自衛官補（一般）、③予備自衛
官補（技能）

対象 �②18歳以上34歳未満
※①・③は自衛隊愛知地方協力本部豊
田所へお問い合わせください。

伝言板
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 �5月2日（土）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）

R
リ ョ ウ
YOオリジナル☆ソフトヨガ

日時 �①月曜日（月3回）、②金曜日（月4回）
場所 �黒笹公民館　
対象 �女性（子ども連れ歓迎）
定員先着で①15人、②10人
費用 �月額①1,500円、②1,800円
申込 �菅

すがわら
原僚

りょうこ
子さんへ電話（☎090-

5602-9121）

ホームページ

ホームページホームページ

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、イベントを中止する場合があります。
行事の開催予定など、詳しくは各イベントの主催者へお問い合わせください。皆さんのご理解、ご協力をお願いします。
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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。

子ども読書の日・こどもの読書週間 －プレミアムイベント－

郷土資料館・昔体験館ガイドツアー

男女共同参画フォトコンテスト

長久手市市民記者ブログ

日進市立図書館　☎0561-73-4123

生涯学習課　☎0561-38-6411　N0561-38-9445　 
{tgo-shogai@town.aichi-togo.lg.jp

市民協働課　☎0562-92-8306

情報課　☎0561-56-0601

　4月23日（木）は「子ども読書の日」、4
月23日（木）から5月12日（火）までは「こ
どもの読書週間」です。
　期間中は、1階YAコーナー・児童コー
ナーで図書館スタッフおすすめの本を特
別展示。また、「こどもの読書週間」ポス

　家庭・地域・学校・職場での男女共同参
画をテーマとした写真とその紹介文を募
集します。男女共同参画に関する疑問や
希望などを自由に表現してください。募
集するテーマは、ワークライフバラン
ス、LGBT、ドメスティックバイオレン参考作品：題名「我が家の愛情弁当」

ターや壁新聞、子ども読書活動推進計画
の関連事業紹介などを展示します。この
機会に、ぜひ図書館へお越しください。
場所 �日進市立図書館（日進市蟹

かにこう
甲町中

なかじま
島3）

スなどです。応募方法など、詳しくは豊
明市ホームページをご覧ください。
期間 �4月1日（水）～8月31日（月）（必着）
他 �令和3年1月30日（土）開催予定の「と
よあけ男女共同参画フェスタ」で、
入賞者を表彰

　懐かしい昔の暮らしぶりに触れ、その
頃の知恵や工夫を思い起こしてみません
か。
日時 �月・水・金曜日（時間は要相談）
場所 �郷土資料館・昔体験館（イーストプラ
ザいこまい館内）（東郷町大字春

はるき
木字

　市民記者とは、行政からの一面的な視
点では伝えきれない、長久手市の魅力や
課題などを、市民の皆さんの視点で取り
上げてもらう取り組みです。さまざまな
角度から読者に伝えることで、まちが
もっと身近になり、みんなでまちのこと

を考えるきっかけになる広報を行うこと
を目的としています。
　行政からのお知らせとは一味違った記
者の皆さんからの、バリエーション豊か
な記事をどうぞお楽しみください。

西
にしは ね あ な
羽根穴2225-4）

定員 �15人程度（団体での参加大歓迎）
申込 �実施希望日の2週間前までに申込書
（東郷町ホームページからダウン
ロード可）を生涯学習課へファクス、
メールまたは直接

ホームページ

ホームページ

ホームページ



5月の相談
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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 11日（月）13：00～16：00

市役所2階相談室

不要
法律相談 8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 19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 13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）

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）
子育て支援課
☎32-9539（専）

母子・父子・寡婦相談 平日9：00～16：30 市役所2階子育て支援課 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 7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 13日・27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 7日（木）・20日（水）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）
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
12日（火）①9：00～、②10：00～、③
11：00～
26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 12日（火）①13：00～、②14：00～、
③15：00～

栄養・歯科相談 13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
夜間エイズ・梅毒検査 18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（5日を除く）9：00～11：00 不要
骨髄バンクドナー登録 必要

精神科医による相談
14日（木）14：00～16：00 必要 ☎0566-21-9337

28日（木）14：00～16：00
衣浦東部保健所安城保健分室
（安城市横

よこやま
山町下

し も け が ち
毛賀知93）

必要 ☎0566-21-9337

検便・水質検査 毎週火曜日（5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：2,226人　市人口に占める割合：3.6%（令和2年3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11ページ参照）

明
あけこしかいかん

越会館の「指
し て い

定一
い ち じ

時避
ひ な ん

難場
ば し ょ

所」の指
し て い

定

A partir de abril do ano Reiwa 2, o Centro 
comunitário Akekoshi (Uchikoshi-cho 
Kuzougama 74) será designado como 
o local  para abrigo temporário, para 
proteger-se em casos de tufão, ou danos 
causados por inundações e etc.
Atenção, este abrigo não poderá ser 
utilizado em caso de terremoto.

　今年は暖冬のため、例年よりも早い桜の開花とな
りました。市内の桜の名所といえば三好池。ただ
今、三好池は堤体の耐震工事のために水が抜かれて
おり、池の底があらわになっています。新型コロナ
ウイルス対策でお花見宴会を控える代わりに、普段
見られない貴重な三好池の姿を眺めながら、桜吹雪
の周回道路を散歩してみてはいかがでしょうか。（陽）

2018年3月2018年3月

2020年3月2020年3月

Designated as temporary evacuation site

Disaster 
type Earthquake Large fire flood

rockfall,
mudflow,
landslide

Location Not applicable Facility

Em caso de utilização como designação de abrigo 
temporário

Tipos de 
incêndio Terremoto Grande 

incêndio
Inundação 
e enchente

Deslizamento 
de terra e 

deslizamento de 
fluxo de detritos

Local Não inclui Instituição

In preparation for typhoons and other storms 
and floods, the Akekoshi Hall (Uchikoshi-
cho Kuzougama74) has been designated as 
a temporary evacuation site as shown below 
since April 2020. If you feel the danger of a 
disaster, please evacuate as soon as possible. 
In addition, please be careful as you cannot 
evacuate in the case of earthquake disaster.

Disaster prevention and safety section  ☎0561-32-8046  N0561-76-5702
Designation of "designated temporary evacuation site"of Akekoshi Hall

Designação do Local para abrigo temporário do Centro comunitário Akekoshi
Setor da prevensão e segurança  ☎0561-32-8046  N0561-76-5702



10：00～15：00　会場：ふるさと会館
主催：みよし市文化協会茶道部会

5月17日（日）5月17日（日）市民茶会市民茶会

展示作品発表展示作品発表
5月14日（木）～5月17日（日）5月14日（木）～5月17日（日）

10：00～17：00（最終日は16：00まで）
会場：サンアート

絵画、水墨画、彫刻、陶芸、書道、写
真、切り絵、和紙ちぎり絵、アレンジフ
ラワー、アートクラフト、短歌、俳句、
郷土史研究会、盆栽、山野草盆栽、華道

芸能発表芸能発表
グレートグレート家康公家康公「葵」「葵」武将隊武将隊

酒
さかい

井忠
ただつぐ

次
徳
とくがわ

川家
いえやす

康 本
ほん だ

多忠
ただかつ

勝

主催：みよし市・みよし市教育委員会　実施主体：みよし市文化協会主催：みよし市・みよし市教育委員会　実施主体：みよし市文化協会
問い合わせ：みよし市文化協会 サンライブ内（問い合わせ：みよし市文化協会 サンライブ内（☎☎34-3111）　休館日：月曜日34-3111）　休館日：月曜日

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、中止する場合があります。

舞踊、ダンス、民謡、箏、太鼓、剣詩
舞、大正琴、詩吟、ヘルマンハープなど
※呈茶席あり（一服300円）

5月16日（土）5月16日（土）芸能発表芸能発表
9：30～14：55　会場：サンアート

みよし市在住みよし市在住

はちはちまんまん正正
まさとま さ と

人人

みよしに
出陣じゃ!!

市制施行10周年特別ゲスト市制施行10周年特別ゲスト

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

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19：00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 4月6日（月）、5月11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
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