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特 集 絆 ～みよし市・士別市友好都市締結20周年～

今月号の表紙
9月6日、保田ケ池でカヌー
ポロ交流会が行われました。
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絆

～みよし市・士別市友好都市

北海道士別市と友好都市提携を締結してから、今年で20年。平成5年、士別市訪問か
ら始まったさまざまな交流によって、両市の友好関係が築き上げられてきました。
今回の特集では、両市の友好の歴史や交流事業について紹介します。
秘書課
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☎32-8032

N34-6008

市締結 20周年～

羊と雲の丘
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愛知県みよし市と本市における友好都市提携が、今年
で20周年の節目を迎えました。提携以降、子ども達の
交流や市民団体を中心に、議会や行政など約5,000人
という多くの人が相互に往来し絆を深めてきました。今
日まで多くの交流が続いたことは大変喜ばしく、推進に
ご尽力いただきましたみよし市関係者の皆さまに深く謝
意を表します。
みよし市にはトヨタ自動車の工場があり、士別市にお
いても世界有数の同社テストコースがあります。こうし
たトヨタ自動車の関連産業が立地しているつながりか
ら、両市の交流がスタートしました。
私も何度か訪問させていただいていますが、みよし市
には
「三好池まつり」や
「三好いいじゃんまつり」
、
「三好
大提灯まつり」など、地域の特色を活かしたイベントが
多くあるほか、ナシやブドウ、柿など果樹の特産地とし
ても国内有数の地域であり、四季の魅力を楽しむことが
できる都市です。
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、本年はス
ポーツや小学生交流、両市の産業フェスタなど、多くの

事業が中止を余儀なくされており、大変残念に感じてい
ます。アフターコロナにおいてはこれまで以上に、民間
主体での交流も活発化することを期待しています。互い
に交流し、訪問するなかで、両市の違いを肌で感じてい
ただきたいと思います。
現在、士別市では、まちの中心部に（仮称）まちなか交
流プラザを建設中です。この施設は、市民の交流拠点と
なるほか「道の駅」としての機能も備えており、来春オー
プンした際には、みよし市の特産品なども展示、販売し
たいと考えています。
結びに、両市の友好の絆がさ
らに強固なものとなり、今後も
市民の交流の輪が広がり続け
ることを心から祈念申し上
げます。

士別市

ま き の ゆ う じ

牧野勇司 市長

市長の想い
今年は、両市の友好都市提携締結から20周年目の記
念すべき節目となります。これまで友好交流の推進にご

スポーツ交流活動をさらに深めてまいりたいと思います。

尽力いただきました多くの関係者の皆さまに、心より感

また商工会をはじめとする各種団体の民間主体の交流活

謝申し上げます。

動も、より一層活発に行われることを願っております。

両市は自動車関連産業が立地しているという共通点を

私は士別市を訪問するたびに、「人の温かさ」や「自然

持っており、これを縁として、お互いの交流が始まりま

の美しさ」を実感いたします。距離は離れていますが、

した。以来、さまざまな分野での交流を通じ、友好親善

本当に身近な「友」として、士別市との強い結びつきを感

を深めてまいりました。この20年間で両市の結びつき

じております。これまで多くの市民の皆さまが深めてこ

は、ますます強いものとなってお

られた親交は、かけがえのない財産となって、私たちの

り、大変喜ばしく思っております。

心の中に深く刻まれ、後世に受け継がれていくものと思

今後も、みよし市の小学生が士

お

の

残念ながら今年度は、新型コロナウイルス感染症の影

市派遣事業」を継続すると

響で多くの交流事業が中止になってしまいましたが、一

だ

みよし市

け ん じ

小野田
野田賢
賢治
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います。

別市を訪問する「小学生士別
と
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ともに、小学生の野球、サッカー、バスケットボールの

市長

刻も早く明るい日常生活を取り戻し、交流が再開できる
ようになることを願っております。今後も両市の友好の
絆が、さらに強いものとなり、末永く続きますことを心
より祈念いたします。

士別市ってこんなまち

●
稚内市

士別市
てしおがわ

北海道北部の中央に位置し、国内4番目の長さの「天塩川」
札幌市●
札幌市
函館市
●函館市

●旭川市
旭川市

の源流域を有する水と緑豊かな田園都市です。スポーツや文
化活動などの合宿の聖地であることでも知られています。

釧路市
●釧路市

人口／およそ1万8千人
面積／1,119.22平方キロメートル
気候／冬は2メートルを超える積雪もあり、最低気温はマイ

士別市 PR キャラクターの「さほっちファミリー」
。▲
左から、メイちゃん、みーちゃん、さほっち

ナス20℃以下になることも

①

②

③

⑤

⑥

⑦

⑨

⑧

①クロスカントリー大会、②士別ハーフマラソン大会、
てしおだけ

、④じゃがいもの収穫風景、⑤
「天塩岳」
③道立自然公園
いわおないこ

岩 尾内湖、⑥士別サフォークラム、⑦天塩川、⑧つく
④

⑩

も水郷公園、 ⑨ 北海道で最大の6.8haの田、⑩日本甜
菜製糖株式会社士別製糖所
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交流のあゆみ

×

初めての士別市訪問、友好都市提携調印式、
さらに深まるさまざまな交流、そして、これから

三好町から行政視察研修
●
のため士別市を訪問

士別九十九野球少年団が
来町、親善試合で交流

「サフォークランド士別少年サッカー
大会」に三好町選抜チームが初参加。
少年サッカー交流団の派遣開始

●

●
士別市へ三好町訪問団
●第2次 派 遣、「ラ ブ 士 別
フェスタ」への参加開始

●
ℍ5.
2月

ℍ8.
11月

ℍ11.
1月

ℍ11.
7月

ℍ11.
8月

ℍ12.
10月

士別市へ三好町訪
問団第1次派遣

●

ℍ13.
7月

●

ℍ14.
4月

ℍ14.
7月

●

バレ
訪問

士別市ソフト
●
来町、親善試

●

士別市において「三好町・士別市
友好都市提携調印式」を挙行

2020 年 10 月号

ℍ14.
3月

●

「士別市開基百周年記念
式典」に三好町長が出席

広報みよし

ℍ14.
1月

小学生士別市派遣開始。小
学生28人が士別市を訪問

●

6

士別市少年野球団が来町
●親善試合で交流。少年野球
交流団の派遣開始

老人クラブ連合会が士
別市を訪問、交流開始

●

「産業フェスタみよし」へ
の士別市の参加開始

士別市少年サッカー団が
来町、親善試合で交流

友好提携10周年記念
セレモニーを両市で開催

みよし市文化協会
●
が士別市を訪問

士別市産業フェアへの参加
●
開始。三好の特産品を販売

●

バトミントン連盟が士別市
●を訪問、親善試合で交流。
交流開始
「三好町町制施行
●50周年記念式典」
に士別市長が出席

町、
球

ℍ14.
8月

「災害時相互応援協定」を締結

●
ℍ15.
7月

ℍ16.
7月

ℍ16.
9月

ℍ20.
5月

ℍ22.
1月

ℍ22.
8月、11月

ℍ23.
11月

ℍ24.
1月

ℍ28.
11月

ℍ29.
7月

「士別市市制施行50周年記
●
念式典」に三好町長が出席
●

バスケットボール連盟が士別
市を訪問、親善試合で交流

●

レーボール連盟が士別市を
問、親善試合で交流

トボール連盟が
試合で交流

●

士別市小学生派遣団がみよ
し市を訪問、受入開始

「みよし市市制施行記念式
典」
に士別市長が出席
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士別市との交流事業

小 学 生 ス ポ ーツ 交 流 事 業

小学生士別市派遣事業

少年サッカー
（平成11年～）
・少年野球
（平成14
年～）の交流団を派遣。士別市交流団の受け入れ

平成13年から市内小学5・6年生を派遣。士別
市の児童と交流したり、文化や自然環境を学んだ

友 好 都 市 ふるさと交 流 事 業

士別 市 産 業 フェア・産業 フェスタみ よし
への 参 加

も行っています。今後、小学生女子を対象にバス
ケットボールによる交流事業を実施予定。

市内を活動拠点とする市民団体により、士別市
の団体などと自主的な友好交流活動が行われ、市
民同士の交流を推進。観光協会では、交流活動経
費の一部を補助しています。

りします。平成24年からは士別市小学生派遣団
の受け入れが始まりました。

両市それぞれの特産品を販売。毎回行列ができ
るほど好評を博しています。特にナシが栽培され
ていない士別市では、みよしのナシは大人気。

友好都市提携20周年記念北海道士別市特産品抽選会
秘書課

☎32-8032

N34-6008

{hisho@city.aichi-miyoshi.lg.jp

野菜詰め合わせ
米「氷点の舞ななつ
（カボチャ2玉、タマネギ4㎏、＋ ぼし
（5㎏）
」
のセットを
ジャガイモ3㎏）
※いずれもJA北ひびき管内産

20 名様にプレゼント

応募対象 みよし市在住
応募方法 ① 士別市特産品抽選を希望する旨、②郵便番号、③住所、④氏名、

⑤電話番号を必ず記入し、はがき
（〒470-0295 みよし市役所秘書
課宛、住所不要）
、ファクス、メールのいずれかで秘書課へお送り
ください。
※ 1人1回限り。同一名での複数応募は、応募を無効とします。
応募締切 
1 0月30日（金）
必着

 その他 ●賞品は士別市から11月中旬に発送を予定しています。
         ●抽選結果は、賞品発送日の目安のお知らせをもって代えさせてい
ただきます。
           ●応募いただいた個人情報は、本事業以外には利用しません。
           ● 当選の権利を第三者に譲ることはできません（転売不可）。
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交流事業で得たもの

写真：みよし市小学生士別市派遣団報告書より

平成27年度

ふじもと

藤本

り

く

小学生士別市派遣事業

陸生さん（三吉小学校出身）

北海道のことや、みよし市の柿・ナシ・ブドウに対し、士別市ではどんな特
産物があるのかを知りたくて、派遣団に応募しました。「じゃがいもの種類」
を派遣の研究テーマとしていたので、ジャガイモ農家に話を聞いたり、おい
しいと聞いて食べてみたかったジンギスカンを食べたりして色々な経験が
できました。人とのコミュニケーションをとることが苦手でしたが、3 泊 4
日の中でたくさんの人に勇気を出して声を掛けることができました。今の高
校生活にその時の経験や自信が生かされています。

平成20年度
ふかだ

深田

ひろと

小学生士別市派遣事業

大登さん（北部小学校出身）

最も印象に残っているのは、朝日三望台シャンツェ（スキージャンプ台）
の見学。とても高く、迫力満点でした。そして北海道といえばソフトクリー
ム。すごくおいしかったのを今でも覚えています。天塩川での川遊びや羊と
の触れ合いもあり、毎日充実していました。士別市の友達はみんなフレンド
リーですぐに仲良くなれました。別れの時は寂しかったですね。人との交流、
自然を体感、味覚を堪能、どれも素晴らしい思い出です。これから機会があ
る小学生の皆さんには、ぜひこの事業に参加してほしいです。

～未来へつなぐ

これまでにたくさんの人たちによって培われてきた友好の歴史、そして絆。今後もさらなる友好によって両

市相互に理解と信頼を深め、次の世代へ、未来へつないでいきましょう。30 年、50 年、100 年と…

9

市政ニュース

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。

令和3年度がんばる地域応援補助金

協働推進課

☎32-8025

N76-5702

地域が抱える課題の解決を目的に行政区や市民活動団体

対象 ① 市民活動団体
（市民活動の開始をサポートするもの

が自主的に行う公益活動を支援するために
「がんばる地域

で、行政区などの同意は不要）
、②行政区、地区コミ

応援補助金」を交付しています。令和3年度に事業を実施

ュニティ推進協議会、市民活動団体（行政区などの同

予定の団体は、10月30日
（金）までに申請し、12月に提

意が必要）
補助 消耗品費、印刷製本費、郵送料、委託料などの経費に

案事業の審査を受ける必要があります。なお公募は令和3
年度予算を前提に実施します。状況により補助

ついて、①1事業につき1年度当たり上限10万円、②

事業を中止することがありますので、ご了承く

1事業につき1年度当たり上限30万円

ださい。

期間 同一の事業を複数年継続して実施する場合は3年まで

ホームページ

市では地域課題の解決に取り組む団体を支援しています
元気に暮らし続ける健康づくり

食品配布を通した地域福祉活動

地域をつなぐ触れ合いの場

心と身体のコグニサイズ事業

食品ロスの解消支援

高嶺公民館カフェ

櫟
（KUNUGI）

三好丘緑行政区

防災安全課からのお知らせ

☎32-8046

高嶺公民館カフェ

N76-5702

防災行政無線などを用いた伝達訓練
ジェイ

全国瞬時警報システム
（Jアラート）の伝達訓練が全国一斉に行われます。Jアラートとは、自然

10月7日（水）
11：00ごろ

災害や武力攻撃など、皆さんの安全に関わる情報をいち早くお届けするために整備されたシステ
ムです。 訓 練に伴い市内54カ所の防災行政無線や防災ラジオ、登録型の情報配信サービス
「み
よし安心ネット」
を用いて情報伝達を行います。
※全国的な気象状況などにより、訓練を予告なく中止する場合があります。

□

秋の安全なまちづくり県民運動

運動重点



10月11日
（日）
から20日
（火）まで、秋の安全なまち
づくり県民運動が展開されます。市内では空き巣を含
む住宅対象侵入盗が多発しています。確実に戸締まり
をして、被害防止に努めましょう。なお期間中、啓発
放送などを行う予定です。

市税などの納期

納税課

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。
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□住宅を対象とした侵入盗の防止
□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
□暴力追放運動の推進

みよし市の人口

☎32-8051 N76-5103
区分
市県民税
（普）
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）

みよし市安全安心キャラクター
みよ獅子ちゃん

納付期限
3期 11月2日
4期 11月2日
5期 11月30日

（令和2年9月1日現在）
人口

61,234人（＋60人）

男性

31,446人（＋29人）

女性

29,788人（＋31人）

世帯数 24,583世帯（＋42世帯）
※（

）は前月比

パブリックコメント さんさんバス路線等再編に向けての基本方針
企画政策課

☎32-8005

N76-5021

{kikaku@city.aichi-miyoshi.lg.jp

令和2年3月に策定したみよし市地域公共交通計画にお

【意見の提出方法】

ける公共交通のめざす姿
「人とまちをつなぐ 快適交流都市

任意の様式に住所、氏名、電話番号、計画に対する意見

みよし」
の実現を目指し、路線などの再編を進めています。

を明記して、10月16日（金）～11月16日（月）に企画政策

その基本となる「さんさんバス路線等再編に向けての基本

課へ郵送、ファクス、メー

方針」の案がまとまりましたので、皆さんにお知らせし意

ル、または直接

見の募集を行います。詳しい内容は、市役所1階

※口頭および電話での受け

情報プラザ、サンネット、市ホームページでご覧

付けは行いません。

になれます。

※意見に対する個別の回答

ホームページ

はしません。

令和2年度私立高等学校などの授業料の一部補助
対象 令和2年10月1日現在、通信制・専攻科・別科を除く全

教育行政課

☎32-8028

N34-4379

申込 10月1日
（木）
～31日
（土）
（最終受付は31日
（土）
24：00

日制の私立高校、または私立専修学校高等

まで）に申請書
（教育行政課で配布、ホームページから

課程に在籍する生徒の市内在住の保護者で、

ダウンロード可）に必要事項を記入し、10月1日以降

市税などを滞納していない人

に発行された在学証明書
（原本）を添付して、教育行政

ホームページ

課、または市役所夜間受付へ直接

補助 生徒1人に付き年額 12,000 円
（授業料が補助額に満

※学校から申請書が届いた場合は、学校で取りまとめる場

たない場合は授業料相当額）

合がありますので、同封の案内文を参照してください。

市制施行10周年記念式典の開催日

総務課

令和2年5月24日にサンアートで開催を予定していた
「市

☎32-8000

N32-2165

することになりました。皆さんのご理解をお願いします。

制施行10周年記念式典」について、新型コロナウイルス感

日時 令 和3年11月3日
（祝）
（ 予定）

染症の影響により延期としていましたが、次のとおり開催

場所 サ ンアート大ホール

文化の日記念式典の中止
総務課

☎32-8000

産業フェスタみよし2020の中止

緑と花のセンター

N32-2165

11月3日に開催を予定していた
「令和2年度文化の日記

☎34-6111

N34-6161

11月1日に開催を予定していた
「市制施行10周年記念産

念式典」
は、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、

業フェスタみよし2020」
は、新型コロナウイルス感染症の

中止します。

拡大防止のため、中止します。

新型コロナウイルス感染症対策支援に関する寄付
新型コロナウイルス感染症対策支援として、
マスクや消毒液などを寄贈いただきました。い
ただいたマスクや消毒液などは、市民病院や学
校などで感染症対策に活用させていただきまし
た。ご支援を賜り、ありがとうございました。

寄付者一覧（9月1日時点） ※順不同、敬称略
■田中歯科医院
■株式会社フレンドマイクローブ
■株式会社さくら総合オフィス
■愛知県美容業生活衛生同業組合豊田支部
■一般社団法人日中一帯一路促進協会
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ま ち の話 題
ダイジェ スト

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。

ホームページ

菊スカウト市長表敬訪問
8月19日
（水）
みよし市役所

みよし市・豊田市を拠点に活動する、みよ
し第1・2団スカウト所属の中学生11人が市役
お の だ けんじ

所を訪れ、小野田賢治市長に菊スカウト章の
取得を報告しました。菊スカウト章は、中学
生年代では最上位の賞で、キャンプの計画や
地域での奉仕活動をしたり、自動体外式除細
動器
（AED）
の使用法を学んだりした上で、他
の模範となる隊員に与えられます。

公開講座と写真展
「みよしの生き物と生物多様性」
8月16日（日）サンライブ

い い お しゅんすけ

今回の講座では、緑花文化士の飯 尾俊 介

さ ん とNPO法 人 み よ し の 自 然 を 守 る 会 の
みやじまえいいち

宮嶋英一さんが、里山・里地を守り育てる大
切さや、人と生き物の共生について話しまし
た。また写真展では、境川源流域にすむ昆虫
や鳥、植物などの美しい写真が展示され、訪
れた人は市内で珍しい生き物が見られること
に驚きながら、鑑賞を楽しんでいました。

第22回みよし市果実展示品評会表彰式
・豊水目ぞろえ会
8月21日
（金）
グリーンステーション三好

ナシの幸水を対象に実施された品評会の表
彰式では、最高位の愛知県知事賞を受賞した
か と う じゅんじ

加藤純司さんをはじめ、各賞の受賞者に賞状
や盾などが贈られました。その後、豊水の出
荷に向けて目ぞろえ会を実施。15人の生産
者が集まり、JAあいち豊田の担当者ととも
に、質の良いナシを届けるために色や品質な
どの規格を確認していました。
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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。

みよしTODAY

テレビでいいじゃん！踊っていいじゃん！
おうちで三大夏祭りを楽しもう！
8月22日
（土）
カリヨンハウスなど

地域に元気と笑顔を届けようとケーブル
テレビを通じたリモートスタイルでの「三好
いいじゃんまつり」が行われました。番組は
カリヨンハウスなど4つの中継先での踊りや
トーク、事前に応募のあったグループからの
踊り動画などで構成。中継先では、いいじゃ
オ

ド

リ

マックス

ん踊り普及会のODORI MAX！が踊りを披
露するなど、番組を盛り上げていました。

避難訓練（三好丘小学校）
9月2日（火）三好丘小学校

地震や火災を想定した避難訓練が行われま
した。各教室で安全に避難するための事前指
導が行われた後、訓練を実施。緊急地震速報
が流れると、児童たちは速やかに机の下に
潜って安全を確保し、運動場に避難しまし
た。女子児童の一人は「静かに避難できてよ
かった。実際に火事や地震が起きてもしっか
り避難したいです」と話していました。

生涯学習講座
「ゆっくりエクセル再発見」
9月4日
（金）
サンライブ

さまざまな分野を学ぶ機会を提供しようと
開催されている生涯学習講座。
「ゆっくりエ
クセル再発見」が開かれ、参加者はエクセル
に文字や数字を打ち込んだり、ページの設定
を変更したりして、エクセルの基礎を学びま
ひがしやじゅんこ

した。講師の東谷淳子さんは「講座を通して、
エクセルの楽しさはもちろん、学ぶ楽しさを
知ってもらいたいです」と話していました。

13

HAPPY BIRTHDAY

みよしっ子ひろば

10月にお誕生日を迎える
お子さんを紹介します

1歳

2歳

いむら

たかぎ

い と う しょうき

らいと

伊藤 匠輝くん

井村 蕾音くん

いつも笑顔をありがとう！
元気に大きくなってね。

蕾音が元気に大きくなってい
る姿を見るのがママとパパの
楽しみです♡ 〔三好町〕

〔三好丘〕

たけや

としき

竹谷 俊希くん

よく食べて遊んで元気いっ
ぱいな俊希。お姉ちゃんと
仲良く育ってね！ 〔三好町〕

高木 芭菜ちゃん

元気に育ってくれてありが
とう♡ 芭菜ちゃん大好き
だよー♡ 〔東山台〕

たかはし あ や め

毎日楽 しく過 ごして 元気に
大きくなってね！ 〔莇生町〕

可愛い笑顔をたくさん見せてく
れてありがとう！ 元気いっぱ
〔三好丘あおば〕
い大きくなってね。

松山 ひかりちゃん

髙橋 編恵ちゃん

みよしっ子集まれ！

対象 12月生まれの申し込み時に3歳未満で、過去に掲載実績がない子

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

メール

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

広報クイズ

北海道士別市についての問題です。士別市の面積は次の
Ⓐ～Ⓒのうちどれでしょうか。

Ⓒ3,119.22km2
さっぽろ

札幌市
はこだて

函館市
広報みよし

士別市

Ⓑ2,119.22km2

2020 年 10 月号

あさひかわ

旭川市
くしろ

釧路市

くりばやし

栗林 みゆちゃん
にこにこで食べるのが大好きな
みゆちゃん！ 笑顔いっぱいで
すくすく育ってね！ 〔三好丘緑〕

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。

問題 今 月、みよし市と友好都市提携を結んで20周年となる

わっかない

これからもたくさん食べて
笑って健やかに育ってね！
だいすき♡ 〔根浦町〕

放映中の市政番組「みよし

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、

Ⓐ1,119.22km2 稚内市

み く り

ひまわりネットワークで

申込 10月16日
（金）
までに、❶住所、❷氏名、❸電話番号、❹お子さ

（{koho@city.aichi-miyoshi.lg.jp）

すぎやま

杉山 心玖莉ちゃん

1歳

まつやま

※申込多数の場合は抽選で掲載決定します。
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は な

1歳

3歳

2歳

1歳

2歳

【応募方法】
①答え（例：Ⓒ）、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】
10月16日（金）必着
【9月号の正解】
Ⓐ
（応募54通、正解54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。

我が家de食育では、みよしの食に関するさまざまな情報

我が家de食育 101

をお届けします。

減塩生活始めませんか

女性

男性
11.0ｇ

日本人の食塩摂取量は、食塩摂取目標量を上回っています。塩

9.3ｇ

（＊1）

分の取り過ぎは高血圧症の要因となります。自分自身のため、家
で提供している
「減塩食」
を紹介します。

N 33-3308

【20歳以上の食塩摂取量と目標量（g/日）】

塩分、取り過ぎていませんか？
族のため、減塩を考えてみませんか？

☎ 33-3300

問合 市民病院

（＊1）

目標

そこで今回は、市民病院

目標

7.5ｇ

6.5ｇ

（＊2 ）

おいしく減塩
食材選びや調理方法のひと工夫でおいしく減塩することができ

＊1

ます。市民病院の減塩食は食塩6.0g/日未満。酸味・うま味・甘味・

平成30年国民健康・栄養調査より

＊2 「日本人の食事摂取基準2020」より
※高血圧および慢性腎臓病の重症化予防のための食塩

香りを利用し、おいしく減塩しています。ご家庭でも下記の減塩

相当量は男女とも6.0ｇ/日未満です。

ポイントを参考に試してみてください。

減塩レシピ
・米飯200g

プラスワンポイント
30～49歳の1日当たりの摂取量目安は

【1食当たりの栄養価】

・鶏の竜田揚げ

エネルギー

585kcal

・ひじきの炒め煮

タンパク質

20.2g

脂質

12.9g

食塩相当量

1.9g

・白菜の酢の物
・白桃缶詰

（＊2 ）

下記のとおり。
男性

女性

エネルギー

2700kcal

2050kcal

タンパク質

65g

50g

脂質

60～90g

46～68g

食塩相当量

7.5g以下

6.5g以下

「日本人の食事摂取基準2020」
より

※身体活動量により、目安は変わります。

鶏の竜田揚げ
（皮なし）
…240g ・しょうゆ
（Ⓐ）
…大さじ1
材料 ・鶏もも肉

（4人分）

・料理酒（Ⓐ）
…小さじ2/3 ・しょうが
（Ⓐ）
…適量
・片栗粉…大さじ2 ・小麦粉…大さじ2
・卵…1/5個程度 ・レモン…適量 ・揚げ油…適量

【1人分当たりの栄養価】
エネルギー

179kcal

脂質

9.4g

タンパク質

12.5g

食塩相当量

0.7g

減塩ポイント
1
2
3

利用する

【白菜の酢の物】

酢の酸味と砂糖の甘味を
利用する

❸片栗粉と小麦粉を混ぜ合わせ、
片栗粉と小麦粉を混ぜ合わせ、❷
❷にまぶす。
❹❸に溶いた卵をからませ、熱した油できつ
❹❸に溶いた卵をからませ、熱した油できつ
ね色になるまで揚げる。

※衣は「粉類→卵」の順に付けることでふわふわ
に仕上がります。

❺❹に輪切りのレモンを添えたら完成！
❺❹
に輪切りのレモンを添えたら完成！

「日本食品成分表2017七訂本表編」
より

1つの献立で塩分量に差をつける
※減塩後の塩分量

レモンの酸味を利用する
だしを効かせてうま味を

❷❶の肉をⒶにつける。
❷❶
の肉をⒶにつける。

酸味により、塩分控えめでも薄味と感じにくくなります。レモン
プラスワン
ありで調味をすると、なしで調味したときよりも0.9gの減塩に！
ポイント

【鶏の竜田揚げ】

【ひじきの炒め煮】

作り方 ❶鶏もも肉はお好みの大きさに切る。
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0.1g
白菜の酢の物
0.9g
ひじきの炒め物

0.9g
鶏の竜田揚げ
0.0g
白桃缶詰

【塩分1gに相当する調味料】
濃口しょうゆ

7g

小さじ1強

減塩しょうゆ

12g

小さじ2

赤味噌

9g

小さじ1.5

ウスターソース

12g

小さじ2

トマトケチャップ

30g

大さじ 2

ぽん酢しょうゆ

17g

大さじ1

！

調味料内の塩分の割合は高い
ので使いすぎは要注意です。
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みよしの景観百選

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

よ が ん じ

与願寺
境内の大きな木が印象的な与願寺。風が
吹いたときの葉擦れの音がとても心地よく
聞こえます。大きな鐘楼からは、長い歴史
と厳かな雰囲気が感じられます。

教えて！

あなたの み よ し 百 景

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。

開館 9：00～19：00（日曜日は9：00～18：00）

図 書 館 だよ り
おすすめ図書

休館 毎週月曜日、10月22日
（木）
（整理休館日）
問合 中央図書館 サンライブ内

      ☎ 34-3111 N 34-3114

一般図書

剱岳 ― 線の記 平安時代の初登頂ミステリーに挑む

オオカミ王ロボ あべ弘士のシートン動物記①

朝日新聞出版 請求記号291.4／タ

明治40年、当時未踏峰とされ

絵本

ひろし

たかはしだいすけ

高橋大輔／著

ホームページ

あべ弘士／文・絵
E・Tシートン／原作
学研プラス

請求記号E／アヘ

た剱岳に命懸けで挑んだ日本陸

旭山動物園飼育員の経歴がある絵

軍の測量隊。彼らが山頂で発見

本作家あべ弘士が描いた『オオカミ

したのは古代の仏具だった。日

王ロボ』
。動物の生態を知りぬいた

本百名山の中でも最も難しいと

目線で描くロボは鋭く力強い。まる

されるこの山にいつ、誰が何の

でそこにロボがいるようだ。シート

ために登ったのか、さまざまな角度から解明する。

ン生誕160年を記念し出版された絵本シリーズ第1弾。

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

利用の際には、手洗い・うがいや咳エチケット、手指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。なお、閲覧スペースの一部や学習席・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。皆さんのご理解とご協力をお願いします。
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市指定文化財石川家住宅で、昔懐かしい遊びや

来てみりん ！

体験をしてみませんか。

石 川 家 住宅
11月の講座

開館 水・木・土・日曜日9：00～16：30
問合 石川家住宅

☎・N 32-3711

ホームページ

講座は原則予約が必要です。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。

開催日

イベント名

時

間

琴を奏でてみよう

7日
（土）

飾り箱を作ろう

13：30～15：00 折り紙で箱を作る。先着で3人

8日
（日）

お年玉袋を作ろう

13：30～15：00 お年玉袋、はし袋を作る。先着で3人

絵手紙をはじめよう

13：30～15：30

季節の絵を描く。先着で3人。ポケットティッシュ・新
聞紙を持参

9：30～11：30

古い布を使って草履を作る。先着で3人。和はさみ・綿
の布を持参

篠笛教室

10：00～11：00

日本の歌曲や童謡などを演奏する。先着で3人（小学3
年生以上）。篠笛を持参

モビールを作ろう

13：30～15：00 折り紙で作った飾りで、モビールを作る。先着で3人

21日
（土）

ぬのぞうり

布草履を作ろう
28日
（土）

29日
（日）

アクリルたわしを作ろう

9：30～10：30

内容・定員など

1日
（日）

9：30～11：00

座敷で琴の演奏体験。見学も可

アクリル毛糸でたわしを編む。先着で3人

毎週土・日曜日 唱歌を聞こう・懐メロを聞こう 10：00～11：00 座敷で唱歌と懐メロを聞く。先着で10人
※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。
探

し

てみ

よう

うぐいすば

鶯張り

石川家住宅の廊下を歩くとキュッ
キュッと音が鳴るのを聞いたことは
ありますか？

これは鶯張りという

技法で、防犯対策として設置したと
されています。ぜひ床から鳴る音に

▲床の裏に取り付けられている金具があらかじ
め緩められており、床と擦れて音が鳴ります。

耳を傾けてみてください。

街 角 アート

問合 企画政策課 ☎ 32-8005 N 76-5021
彫刻マップ

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。

作 品 名 大地
作 者 名
受

こだま

しよう

児玉 士洋

賞 1993年度審査員奨励賞

設置箇所

南中学校

制作意図

自然への愛、自然からの愛を感じ、大地の恵みと力強さ、出会いと

安らぎを表現した。人類の築き上げてきた文明と自然との調和をテーマに物質
文明と精神文明の融合を目指した。
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お問い合わせは、健康推進課
（保健センター内）
へ

11月の保健ガイド

☎34-5311 N34-5969
▲

健診などの予約時間 8：30～17：15

ホームページ

※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、

▲

乳幼児

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
進課へお問い合わせください。

Crianças

健診名

日

程

備

考

3・4 カ 月 児 健 診 11月10日（火）
Exame Mdico para
bebês de 3～4 meses

11月24日（火）

1歳6カ月児健診 11月11日（水）
Exame Mdico para
crianças de 18 meses

11月25日（水）

3 歳 児 健 診 11月4日（水）
Exame Mdico para
crianças de 3 anos

11月18日（水）

教室名

日

すくすく教室

Aula de preven ção
sobre a alimentação e

●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。
●健診が中止になっていた影響でご案内が遅れています。対象者には順次ご案内しますので、
お待ちください。

程

対

象

内

容

生後7カ月ころ
11月11日（水）
身体計測、離乳食の話
の子

定員

申し込み

備考

12人

11月4日（水）
まで

11月10日
（火）
歯科医師の診察・フッ化物歯面塗布
（希望
16人
まで
児）
時間は予約時
にご案内いた
むし歯予防教室
令和元年10月生 身体計測、発育・発達およびむし歯予防の
11月9日（月）します。
11月16日（月）
16人
Aula de orienta ção
話、ブラッシング指導
まれの子
まで
de preven ção de cárie

歯

科

健

診

Exame odontológica

わんぱく教室
Conselho sobre
nutrição da criança

▲

妊

11月17日（火）就学前までの子

平 成 3 0 年 9 月・ 身体計測、生活習慣・食事の話、ブラッシ
11月2日（月）
11月10日（火）
16人
10月生まれの子 ング指導
まで

婦 Gravidez

●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）
。

教室名など

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

パパママ教室

Curso p/ Papai e Mamãe

日

時

内

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。
11月13日（金）
9：00～10：30
10：30～12：00

容
－

持ち物

定員

申し込み

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。

－

－

赤 ちゃん の お 世 話 体 験 母子健康手帳、子育てサポー
11月6日
（金）
（着替え、オムツ替え、 トガイド、筆記用具、妊娠 各回4組
まで
抱っこなど）
、沐浴指導 おめでとうプレゼント引換券

教室・相談事業の中止について
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、教室が中止となる場合があります。また、対面での育児相談を中止し
ています。ご相談のある人は、保健センターへお電話ください。なお、今後の予定はホームページをご覧ください。

▶予防接種 Vacinação
予防接種名

接種期間

場所

対象

次のいずれかに該当する人
①昭和30年12月31日以前に生まれた人で、
みよし市・ 接種日に満65歳以上
高齢者インフルエンザ
（昭和31年1月1日～
豊田市の ②60歳～64歳までの人
10月1日～
予防接種
昭和35年12月31日生まれ）
で、
心臓・腎臓
Vacinação contra influenza 令和3年1月31日 指定医療
para idosos
・呼吸器の機能、
またはヒト免疫不全ウイル
機関
スによる免疫機能に障がいがある
（障がい
の程度が身体障がい者手帳1級程度の人）

※65歳以上の人には、9月下旬に通知を郵送しています。
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費用

申し込み

無料

①不要。医療機関へ直接
※医療機関によっては事
前予約が必要です。
②要事前申請
※詳しくは健康推進課へ
お問い合わせください。

診 EXAME MÉDICO

▲

検

みよし市で受ける各種成人の健診
（検診）
には「みよし市健康診査受診券」が必要です。令
和2年度「みよし市健康診査受診券」
は3月中旬に発送しました。受診を希望する人で、受
診券がお手元にない人は、健康推進課
（保健センター内）
にお問い合わせください。年齢
は、本年度末（令和3年3月31日現在）
の年齢です。また、がん検診には個人負担金免除
制度があります。

集団方式
（保健センター）

医療機関一覧

※予約は健康推進課
（保健センター内）へ電話、または来所で行い、定員になり次第締め切ります。無料クーポン券をお持ちの人は、
予約の際に申し出てください。今後の日程はホームページや保健事業日程表をご覧ください。

検診名

日

けい

子宮頸がん検診
Exame de câncer
do útero

時

対

象

費

用

●11月27日（金）
8：45～11：30
30歳代で本年度偶数歳になる女性 1,200円
Exame de câncer de mama ●12月3日
（木）
（Ultrassonografia Mamária）
8：45～11：30
Exame de câncer de mama
（mamografia Raio X）

申し込み

20歳以上で本年度偶数歳になる女 800円
性、または無料クーポン券対象年（無料クーポン券
齢の女性
対象の人は無料）

乳がん検診（乳房超音波）

乳がん検診
（乳房エックス線）

託児

11月27日の予約は、
10月
27日
（火）、12月3日の予約
無し
は、
11月4日
（水）8：30から
受け付け

40歳以上で本年度偶数歳になる女 1,200円
性、または無料クーポン券対象年（無料クーポン券
齢の女性
対象の人は無料）

※検診は要予約です。
予約は、健康推進課（保健センター内）へ電話、または来所で行ってください。定員になり次第締め切ります。無
料クーポン券をお持ちの人は、予約の際に申し出てください。今後の日程はホームページや保健事業日程表をご覧ください。
※新型コロナウイルス感染症拡大予防のため、令和3年3月31日まで託児を中止します。
※集団方式による検診は、例年より定員を大幅に減らしているため、予約が取りづらくなっておりご迷惑をおかけしております。受
診券に記載の医療機関一覧表にある医療機関でも検診受診は可能ですので、ご利用ください。
※子宮頸がん検診は、妊娠中の人、または産後生理が始まっていない人は、医療機関にご相談ください。生理中の人は受けることが
できません。また、初めて子宮頸がん検診を受ける人は、医療機関での検診をお勧めします。
※乳がん検診は、妊娠中や授乳中の人（断乳して 1年未満の場合を含む）、豊胸術を行った人、ペースメーカー植込術を受けた人は受
けることができません。

無料で受けられるのは、生涯で一度だけ！

女性がん検診無料クーポン券について
対象年齢の女性には、がん検診の無料クーポン券を5月中旬に個別に郵送しました。
検診を受診する際には、必ず無料クーポン券をお持ちください。
対象 令和2年4月20日現在、市に住民登録があり、以下の条件を満たす人
年齢起算日：令和2年4月1日
●子宮頸がん検診
20歳（平成11年4月2日～平成12年4月1日生まれ）
の人

年齢起算日：令和2年4月1日
●乳がん検診
40歳
（昭和54年4月2日～昭和55年4月1日生まれ）
の人

※上記の年齢の人で令和2年4月21日以降にみよし市に転入してきた人は、健康推進課へお問い合わせください。

救急医療施設の連絡先
■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。 時間は受付時間
●みよし市民病院
☎0561-33-3300
みよし市三好町八和田山15
●豊田地域医療センター
☎0565-34-3000
豊田市西山町3-30-1
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
☎0565-32-7150
豊田市西山町3-30-1
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）

■11月の休日救急外科（昼間当直：受付 9：00～16：30）
山之手痛みと内科のクリニック
1日
（日）
☎0565-27-6581
豊田市丸山町8-25

豊田東リハビリテーション病院
3日
（祝）
☎0565-89-7700
豊田市野見山町3-88-26
豊田若竹病院
8日
（日）
豊田市竹元町荒子15

あさひが丘クリニック
15日（日）
豊田市小川町4-49-2

☎0565-51-3000
☎0565-37-3939

三九朗病院
22日（祝）
☎0565-32-0282
豊田市小坂町7-80
きたまちクリニック
23日（祝）豊田市喜多町3-80 クラウンハ ☎0565-37-0618
イツ2階
つかさ整形外科
29日（日）
☎0565-37-3322
豊田市司町5-12
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※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。
■市が主催する催しなどへの参加にあたって、

みよしインフォメーション

障がいを理由とする配慮が必要な人は、開催

MIYOSHI Information
お知らせ
特産品シール（柿）の配布

産業課 ☎32-8015 N34-4189

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。

申込 品 名とその詳細情報
（品質状態、

成県民会議事務局
「読書感想文・感

購入年月日など）を明らかにして、

想画」係（〒460-8501 愛知県庁

環境課へ電話、または直接

内）へ郵送（必着）

【譲ってほしい場合】

行政・法律なんでも相談所

希望者は10月5日（月）8：30以降に

総務省中部管区行政評価局

環境課へ電話連絡後、登録者と直接交

市の特産品である柿・ナシ・ブドウを
より知ってもらうため、特産品シール
を作成しています。9月下旬からは柿

渉し、結果を環境課へ連絡

☎052-972-7415

※登録期間は3カ月です。

内容 弁護士、税理士、司法書士、行政

書士、国・県職員などによる税金、

第59回
「青少年によい本をすす
める県民運動」
読書感想文の募集

登記、雇用、年金、道路、消費生
活、女性・家庭の悩みごと、交通

教育行政課

安全、役所のサービス、高齢者、

☎32-8028
N34-4379

相続、離婚、金銭貸借などについ
ての相談

ホームページ

のシールを配布しています。

日時 1 0月20日
（火）13：00 ～16：00

内容 次 郎柿、陽豊
（丸型85mmおよび

30mm）
対象 市内で該当品種の農作物を生産し

ている人
費用 無料

申込 不要、産業課へ直接

歴史民俗資料館の臨時休館
歴史民俗資料館

☎34-5000 N34-5150

（受け付けは12：00～）

すすめる県民運動の強調月間です。県

費用 無料

では読書感想文を募集しています。指

申込 弁護士、税理士、司法書士、行政

定図書や応募方法などの詳細は、ホー

書 士 に 係 る 相 談 は10月9日
（金）

ムページをご覧ください。

以降に、総務省中部管区行政評価

申込 11月6日
（金）ま で に は が き に 必

局へ電話（その他の相談は予約不

豊田警察署からのお知らせ ☎0565-35-0110
ゴー

17：00～19：00は、交通死亡事故が多発し

館します。皆さんのご理解とご協力を

ています。事故防止のため、次の2点から取り

お願いします。

☎32-8018 N76-5103

●譲ります なし
●譲ってください 北中学校男子ジャ
ージ上下・男子制服、卓球台、管理機
（ミニ耕運機）
【譲りたい場合】
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
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ナナ

夕方の5～7は“魔の時間”

のための工事により、資料館を臨時休

環境課

要。当日、会場へ直接）

要事項を記入し、愛知県青少年育

（消毒）
作業と、いす式階段昇降機設置

「譲ります」
「譲ってください」

こ ざ か

市小坂町12-100）

ら」をスローガンに青少年によい本を

所蔵資料を保護するためのくん蒸

期間 10月6日
（火）
～11日
（日）

場所 豊 田市民文化会館展示室Ａ
（豊田

10月は「育てよう 豊かな心 読書か

組んでみましょう。
●早めのライト点灯
日没前後は辺りが急激に暗くなり、視認性が悪くなります。ヘッドライ
トは早めに点灯するようにしましょう。前に車がいない場合は、ハイビー
ムを活用してください。
●反射材の活用
歩行者は、ドライバーから発見されやすいように、明るい服装を心掛け
るとともに、反射材を活用しましょう。
市では、反射材グッズを配布しています。防災安
全課窓口まで直接お越しください。

ャット機能による停電状況の確認

行政相談週間・特設行政相談
市民課

☎32-8012 N32-8048

特設法律相談

や電線の断線・倒木などの連絡、

市民課 ☎32-8012 N32-8048

避難施設の検索と避難施設への経

内容 一般社団法人FPみよしネットワー

路検索

ク協会会員の弁護士・司法書士な
どによる相続、贈与、生活トラブ
ルなどの法律に関することについ

名古屋法務局豊田支局総務課

ての相談

☎0565-32-0006

日時 11月6日
（金）
13：30～16：30
対象 市内在住・在勤

ホームページ

N0565-35-3837
自筆証書遺言書を作成した本人が、

場所 市役所2階202会議室

10月19日
（月）から25日
（日）までは

遺言書保管制度

定員 先着で9人

法務局に遺言書の保管を申請すること

行政相談週間です。特設行政相談所を

費用 無料

ができる制度が始まりました。詳しく

開設します。

申込 10月12日
（月）～26日
（月）に市民

はホームページをご覧ください。

内容 行 政相談員が年金、医療保険、税

金、登記、環境衛生、消費者保護、
交通安全、道路、窓口サービスな
どについての意見・要望を聞く
日時 10月21日
（水）
13：00～16：00
場所 市役所2階202会議室

費用 無料

申込 不要。当日、会場へ直接

行政手続無料相談

課へ電話、または直接

愛知中部水道企業団土地売払い

里親月間

愛知中部水道企業団

愛知県豊田加茂児童・障害者相談センター

管財検査課

☎0565-33-2211 N0565-33-2212

☎38-0149

10月は里親月間です。里親とは、さ

企業団が所有する土地を売り払いし

まざまな事情によって家庭で暮らせな

ます。詳しくはホームページをご覧く

くなった子どもたちを、子どもやその

ださい。

家族に必要な期間、温かい雰囲気の中

場所 み よし市東山台28-5
（実 測地 積

愛知県行政書士会豊田支部

で養育してくださる人のことです。子

☎0565-65-1234 N0565-65-2466

どもたちの健やかな成長のために、里

10月は行政書士制度広報月間です。
お気軽にご相談ください。
内容 行 政書士による相続・遺言、外国

人手続き、建設業許可、農地転用

親になりませんか。

停電情報お知らせサービス
中部電力パワーグリ

日時 1 0月20日(火)9：00～12：00、

☎0120-988-554

1,679.9ｍ2）

催し・講座
第6回ぶらり・みよし軽トラ☆
マルシェ
緑と花のセンター

ッド 豊田営業所

などについての相談

ホームページ

iPhone

Android

☎34-6111 N34-6161

停電情報をより多くの皆さんに伝え

地元生産者などが、野菜・果物・加工

ることを目的としたスマートフォンア

品などを対面販売します。新鮮でお値

プリ
「停電情報お知らせサービス」を無

打ちな野菜や果物・加工品・雑貨などを

料で配信しています。防災対策の一助

ぜひお買い求めください。

※午後は、司法書士、土地家屋調査士

としてご活用ください。

日時 10月10日
（土）9：00～11：30

も同席します。

内容 停 電の発生・復旧情報の配信、チ

場所 イオン三好店駐車場

13：00～16：00
場所 市役所2階202会議室

費用 無料

申込 不要。当日、会場へ直接
（先着順で

受け付け）

有料広告
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※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。

催し・講座
文化協会の催し

対象 就職活動中の人とその配偶者

がいの診断を受けている人、④知

定員 先着で夫婦5組

的障がいの診断を受けている人、

費用 無料

⑤精神障がい・発達障がいの診断

申込 10月1日
（木）
～11月2日
（月）
（土・日

を受けている人

曜日を除く）
にジョブサポートみよ

文化協会 ☎34-3111 N34-3114
【華道・フラワーアレンジメント・山野
草盆栽作品展示】
日時 10月31日
（土）～11月7日
（土）
9：00

～16：00
場所 サ ンライブ1階ギャラリー

【菊花展】

※障がい者手帳の所持の有無は問いま

しへ電話、または直接

せん。

健康・福祉

試験 ①～③・⑤12月4日
（金）、④12月

13日（日）に筆記試験、面接試験

相談員とつながろう！

申込 11月20日
（金）までにハローワーク

手をつなぐ親の会 福祉センター内

豊田または愛知障害者職業能力開

☎34-1588 N34-5860

発校
（☎0533-93-2102）
へ電話

{miyoshiwith@yahoo.co.jp

認知症カフェ
「にこにこサロン」

「手をつなぐ親の会」は、心身障がい

エムハート薬局みよし店

児・者をもつ親の会です。相談員による

☎33-1656

講演会とグループワークを開催します。

認知症の人の不安や家族の悩み、健

日時 1 1月26日
（木）10：00～12：00

康について相談ができる居場所です。

（受け付けは9：55まで）

日時 11月1日
（日）
～14日
（土）
9：00～16：

00（最終日は12：00まで）
場所 市 役所1階正面玄関、南玄関前、

サンライブ

パートナーと参加する
就職支援セミナー
ジョブサポートみよし

ふれあい交流

館内 ☎33-1860 N32-8222

場所 福祉センター3階大ホールA・B

おしゃべりをしながら楽しい時間を過

対象 18歳以下の子どもの保護者

ごしませんか。

費用 無料

日時 10月8日
（木）
14：00～15：00

申込 11月21日
（土）までに子どもの氏

場所 サンライブ3階講座室兼音楽室

名、電話番号、学校名、学年を明

対象 どなたでも可

らかにして、手をつなぐ親の会へ

申込 不要。当日、会場へ直接

メール

障がい者職業訓練生募集

ハローワーク豊田 ☎0565-31-1400

費用 無料

認知症介護家族交流会
「ひまわりの会」

長寿介護課 ☎32-8009 N34-3388

愛知障害者職業能力開発校では、令

家族が認知症ではないかと気になっ

和3年1月および4月入校の訓練生を募

ている人、認知症の家族を介護してい

リア、子育て・生活・老後のことなど、

集しています。

る人はいませんか。介護の不安や困り

夫婦共に働くことと二人の幸せな未来

専攻 ①ITス キ ル 科、 ②OAビ ジ ネ ス

ごとを相談し、交流しませんか。

のキャリア設計を考えてみませんか。

科、③CAD設計科、④総合実務

日時 10月23日
（金）
13：30～15：30

日時 11月7日
（土）
10：00～11：30

科、⑤就業支援科

場所 市役所2階202会議室

自分のキャリアとパ－トナーのキャ

場所 ジョブサポートみよし

※訓練期間は、①～④は1年、⑤は3

講師 人 材育成コンサルタント・日本心

カ月です。

ひ ろ た と も こ

対象 認知症の
（認知症と思われる）家族

を介護している人

対象 ①～③障がいの種類に関わらず障
理学会認定心理士の廣田智子さん
0904 愛知県 _ みよし市広報誌 _ 相談会 h48w180_4c

日時 不要。当日、会場へ直接

有料広告
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(木)

10

(土)
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15

おおぶ文化交流の杜

17

安城市民会館

会議室３

第５会議室

せんか。

織です。依頼会員・援助会員になるた

日時 10月17日
（土）
10：00～11：00

めの入会説明と講習会を開催します。

社会福祉法人翔寿会

場所 サンライブ軽運動室

皆さんの参加をお待ちしています。

☎33-0791 N33-0786

対象 未就学児の母親

内容 入 会説明、講義
「子どもの事故予

認知症カフェ
「オリーブ」

定員 抽選で15人

費用 1人15円

申込 10月2日
（金）～9日
（金）
9：00～16：

楽しい時間を過ごしませんか。
日時 10月22日
（木）
13：30～15：00
場所 社会福祉法人翔寿会ケアハウス寿

日時 11月13日
（金）
9：30～12：00

電話、または直接

場所 子育て総合支援センター相談室

費用 無料

申込 不要。当日、会場へ直接

子育て

対象 依頼会員…市内在住・在勤・在学で

絵本の読み聞かせとわらべうた
みどり保育園内 ☎36-0785 N36-5675

20歳以上の人

お話の面白さとともに、わらべ歌の

申込 10月6日
（火）
～31日
（土）
（日・月曜

ゆったりとしたリズムに合わせて親子

日を除く）
9：00～17：00にファミ

の触れ合いを楽しみます。

リー・サポート・センターへ電話、

日時 10月29日
（木）
10：00～11：00

または直接

場所 3カ月～1歳未満の子とその保護者
定員 抽選で12組

費用 1人15円

みなよし地区子育て支援センター 打

申込 10月15日
（木）
～22日
（木）
9：00～

越保育園内 ☎34-1867 N34-6791

16：00に三好丘地区子育て支援セ
ンターへ電話、または直接

親子で体を動かしませんか。
日時 10月22日
（木）
10：00～11：00

ファミリー・サポート・センター
の入会説明会・講習会

場所 打越保育園遊戯室
対象 1歳以上の未就園児とその保護者
定員 抽選で15組

費用 1人15円

申込 10月8日
（木）～15
（木）
9：00～16：

どもを養育している人、援助会員
…市内在住で心身ともに健康な

場所 三好丘地区子育て支援センター

ベビービクス

生後2カ月～小学6年生までの子

三好丘地区子育て支援センター

睦苑
（福谷町寺田4）
対象 どなたでも可

て」
（依頼会員は入会説明のみ）

00に子育て総合支援センターへ
託児 あり
（予定）

認知症の有無を問わず一緒に集い、

防について」
「心肺蘇生法につい

ファミリー・サポート・センター
のステップアップ講習会
ファミリー・サポート・センター 子育て
総合支援センター内 ☎・N34-2228
笑 い ヨ ガ ティーチャーに よ る、 開
運・健康・免疫力アップ笑いヨガを開催
します。
日時 11月7日
（土）
10：00～12：00

ファミリーサポートセンター 子育て

場所 市役所3階研修室

総合支援センター内 ☎・N34-2228

対象 ファミリー・サポート・センター会

00にみなよし地区子育て支援セン

員または市内在住・在勤・在学で

ターへ電話、または直接

20歳以上
定員 先着で20人程度

フットセラピー＆エアロ

費用 無料

託児 あり

ファミ リー・サ ポート・セ ン ターは

申込 10月6日
（火）
～27日
（火）
（日・月曜

「子育ての援助を受けたい人
（依頼会

日を除く）の9：00～17：00にファ

子育て中のママの皆さん、運動不足

員）
」
と
「子育ての援助をしたい人（援助

ミ リー・サ ポート・セ ン ターへ 電

を解消し、心と体をリフレッシュしま

会員）
」
をつなぐ、子育てを支援する組

話、または直接

子育て総合支援センター

☎34-0500 N34-0501

有料広告

★ネット予約できます

三好ヶ丘整形外科 検索

診療受付時間

月

火

水

木

金

土

祝

8:30～12:00

○

○

○

○

○

※

○

15:40～18:30

○

○

○

／

○

／

／

★メグリア三好店より西へ500m ※土曜は8:30~13:00

📞📞0561-33-0111／📞📞0561-41-8033
(お問い合わせ・ご予約)

(リハビリ直通)
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※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。
8：30～）

子育て

こども陸上教室追加募募集

場所 三好公園テニスコート
部門 ① 中学1年生の部、②中学2年生

「聞こえ」
が心配なお子さんの相談

☎･N34-1771

の部、③一般の部

愛知県立岡崎聾学校

なかよしクラブ 三好中学校内

対象 
①・②市内在住または在学、③中

☎0564-45-2830 N0564-45-6248

学生以上

{ppp@okazaki-sd.aichi-c.ed.jp

費用 1人500円
（高校生以下は100円）

聞こえや言葉に関する相談、関わり

申込 10月23日（金）までに総合体育館

方のアドバイス、聴力測定を行いま

、また
へ ファク ス
（N34-6030）

す。相談・聴力測定は無料です。

は直接

日時 平日8：30～17：00

指導者の下で、楽しく走りませんか。
日時 毎週水曜日18：00～19：00

【インドアソフトテニス教室】

申込 愛知県立岡崎聾学校へ電話、メー

ル、またはファクス

スポーツ
ソフトテニス連盟の教室・大会
はやしさ ち お

日時 
11月6日（金）～令 和3年3月19日

（金）19：00～21：00（全15回（予

場所 三好公園陸上競技場
対象 
小・中学生
費用 
1回400円
（1回無料体験可）

定）
）
場所 
総合体育館アリーナ

※別途なかよしクラブ年会費1,000円

対象 市内在住・在勤・在学の中学生以上

とスポーツ保険料800円が必要です。

定員 先着で40人

申込 平 日
（月 曜 日 を 除 く）
13：00～17：

費用 4,000円

申込 1
0月3日（土）～17日（土）に申込用

00、 土・日 曜 日9：00～12：00、

☎090-3482-5556

紙
（総合体育館で配布）に記入して

13：00～17：00になかよしクラブ

【ソフトテニス大会】

総合体育館へファクス、または

マネージャー出原裕仁さん
（☎090

直接

-7033-2211）
へ電話

ソフトテニス連盟 林幸男さん  

日時 11月8日
（日）
9：00～
（受け付けは

いずはら ゆ う じ

令和2年度後期スポーツ教室 スポーツ課 総合体育館内 ☎32-8027 N34-6030
後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 10月31日(土)までに次のいずれか

①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、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
（〒4700224 三好町池ノ原1）
（必着）
、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
②あいち電子申請・届出システムで必要事項を入力（下図右参照）
教室名

日時
内容
12月2日～令和3年1月6日
（
12月30日 を 除 く）の 水 曜 日 親 子 で 一 緒 に で き
幼児の親子 10：00～11：30
る 軽 運 動、 親 の ス
体操教室
令和3年1月13日～2月10日 トレッチ運動
の水曜日10：00～11：30
12月2日～令和3年1月13日
（12月9日・30日を除く）の水
曜 日 ①15：00～15：45、 ② ボール・とび箱・マッ
幼児体育 16：00～16：45
ト・鉄棒・大縄跳びで
教室
令 和3年1月20日～2月17日 楽しく運動する
の水曜日①15：00～15：45、
②16：00～16：45
12月12日～令和3年1月16日
（1月2日を除く）の土曜日13：
とび箱・マットで楽
スタンツ 30～15：00
教室
令和3年1月23日～2月27日 しく運動する
（2月13日 を 除 く）の 土 曜 日
13：30～15：00

24
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ホームページ

▲令和元年6月に開催した幼児の親
子体操教室

対象

定員

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

23組
23組

受講料
1組
1,550円

①平 成27年4月2日～
平成28年4月1日生 各33人
まれの幼児
1,350円
②平 成26年4月2日～
平成27年4月1日生
各33人
まれの幼児
20人
小学1～3年生

900円
20人

②

みよし商工会長杯
グラウンド・ゴルフ大会

田市喜多町1-100-1）
へ郵送
務所へ必ず電話をしてください。指定

グラウンド・ゴルフ協会事務局

の様式は、自衛隊豊田地域事務所から

小栗義広さん

自宅へ郵送します。

お ぐ り よしひろ

☎･N34-3657

サツマイモ堀り・ローゼルジャム
作り
内容 ①サツマイモとローゼルケナフの

介護支援専門員

収穫体験
（サツマイモ2kg、ローゼ

長寿介護課 みなよし地区
地域包括支援センター

ルケナフ300gまで持ち帰り可）
、
ホームページ

市民病院内 ☎33-3502 N33-3501
日時 11月20日
（金）8：30～12：00（受け

②収穫したローゼルでジャム作り
日時 10月24日
（土）①9：00～10：30、

②10：00～11：30

付けは8：00～。予備日11月27日

場所 ①打越町内の畑、②さんさんの郷

（金）
）

調理加工室

場所 三好公園陸上競技場
対象 
市内在住

伝言板

※申し込みの際は、自衛隊豊田地域事

費用 
1人300円

申込 10月7日
（水）までにはがきに行政

対象 どなたでも可
勤務 1日7時間45分以内で週37時間30

分以内

定員 ①50組、②12組
費用 ①800円、②900円

区、氏名、年齢、電話番号、商工

期間 11月1日～令和3年3月31日

会長杯参加希望と記入し、グラウ

※雇用期間満了時に業務成績により、

ンド・ゴルフ協会事務局へ郵送
（〒

2回に限り選考によらず再度の任用が

申込 10月18日
（日）までに、みよし協

470-0214 明知町砲録山2-262

できます。その後も継続して任用を希

（☎080働農園の会の加藤憲さん

小栗方グラウンド・ゴルフ協会事

望する場合は、選考を受けることがで

6903-5361）
または長尾邦松さん

務局宛）
、またはファクス

きます）

採

用

陸上自衛隊高等工科学校
自衛隊豊田地域事務所

☎・N0565-32-7384
生徒を募集します。詳細は自衛隊豊
田地域事務所へお問い合わせください。
対象 平 成16年4月2日～平 成18年4月

1日生まれの男子
申込 推薦入試は11月1日
（日）
～30日
（月）
、

持物 シャベル、ジャム用の熱湯消毒済

みのビン
か と う さとる

な が お くにまつ

（☎090-2137-8587）
へ電話

資格 次の全てに該当する人

①介護支援専門員
（ケアマネジャー）の
資格を有する

電話で老人ホームの種類や内容を

②普通自動車運転免許を有し、近隣市
町まで運転できる

紹介・提案します。
日時 平日12：00～14：30、土曜日14：

③パソコン操作ができる
人数 1 人

老人ホームの入居相談

00～15：00

選考 書類および面接

対象 65歳以上の自立高齢者、要支援・

申込 10月16日
（金）までに令和2年度

要介護認定者

みよし市会計年度任用職員登録申

費用 無料

込書
（みなよし地区地域包括支援

申込 竹 内昭智さん
（☎070-1674-1250）

センターで配布、ホームページか

たけうちあきとも

へ電話

一般入試は11月1日
（日）
～令和3年

らダウンロード可）に必要事項を

※場合により、たけうち接骨院
（福田町

に指定の様式を自衛隊
1月6日
（水）

記入し、みなよし地区地域包括支

山畑39-8）で面談も可能です。電話予

豊田地域事務所
（〒471-0027 豊

援センターへ直接

約が必要です。

有料広告

2020 10 1 木

10

火

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

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、 ホームページ
広報情報課へお問い合わせください。
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11月の相談
相談名
一般住民相談

◦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。

日時
平日9：00～12：00、13：00～17：00
毎週水曜日10：00～12：00、13：00
～17：00
10日（火）13：00～16：00
13日（金）13：30～16：30

場所
市役所2階相談室
サンネット相談室
カリヨンハウス内
市役所2階202会議室
市役所2階202会議室

人権相談、行政相談
法律相談
司法書士・行政書士・土地
17日（火）13：00～16：00
市役所2階202会議室
家屋調査士合同相談
毎週月・火・金曜日13：00～16：00
毎週水・木曜日9：00～12：00、13： 市役所1階市民課
外国人相談
00～16：00
（ポルトガル語通訳によ 毎週月曜日9：00～12：00
保健センター
る）
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
11日（水）13：00～16：00
市役所1階相談室
障がい者相談
平日8：30～17：00
市役所1階ふくしの窓口
（就労・介護・虐待など）
高齢者面接相談
市役所1階長寿介護課、ふくし
平日8：30～17：00
（介護・虐待など）
の窓口
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）
介護・高齢者福祉サービ
なかよし地区地域包括支援セン
平日8：30～17：00
スの相談
ター
（福祉センター内）

みなよし地区地域包括支援セン
ター
（みよし市民病院内）
医療相談

平日8：30～17：00

児童虐待・子ども相談

平日8：30～17：00

女性の悩みごと相談

毎週月曜日12：00～16：00

母子・父子・寡婦相談

平日9：00～16：30
毎週火～金曜日9：00～16：00

子育て相談

毎週火・水曜日13：00～16：00

NPO・協働相談
消費生活相談
営農相談

5日（木）13：30～16：30
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

毎週月曜日10：00～16：00
教育に関する相談
教育センター「学びの森」
毎週水曜日9：30～15：30
（家庭・学校・不登校・特別 毎週木曜日13：00～17：00
支援）
毎週木曜日18：00～20：00
市役所2階学校教育課
心配ごと相談
5日（木）
・20日（金）9：00～12：00
福祉センター2階相談室
こころの電話みよし
（小学
毎週土曜日12：00～16：00
電話のみ
生～19歳とその家族）
くらし相談（生活困窮）
くらし・はたらく相談センター
平日9：00～17：00
ふれあい交流館内
はたらく相談
10日（火）9：00～、10：00～、11：00～
若者のための職業相談
24日（火）13：00～、14：00～、15：00～ ジョブサポートみよし
ふれあい交流館内
10日（火）13：00～、14：00～、15：00～
巡回労働相談
栄養・歯科相談
11日（水）9：00～11：30
夜間エイズ・梅毒検査
16日
（月）
18：00～19：00
衣浦東部保健所
おおてまち
エイズ・肝炎・梅毒検査
10日
（火）
9：00～11：00
（刈谷市大手町1-12）
骨髄バンクドナー登録

検便・水質検査
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10日（火）14：00～16：00
26日（木）14：00～16：00

衣浦東部保健所安城保健分室
よこやま

し も け が ち

（安城市横山町下毛賀知93）
衣浦東部保健所みよし駐在
（西
毎週火曜日
（祝日を除く）
9：00～11：30
陣取山90）

2020 年 10 月号

問い合わせ

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

必要

保険年金課☎32-8016

必要
（前日まで）ふくしの窓口☎76-5663

長寿介護課☎32-8009
必要
（前日まで）
ふくしの窓口☎76-5663
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
必要
（前日まで）
センター☎34-6811
みなよし地区地域包括支援
センター☎33-3502
市民病院地域連携・医療相
市民病院1階総合受付
不要
談室☎33-3300
子育て支援課
市役所2階子育て支援課
不要
☎32-0910
（専）
不要（面接相談 子育て支援課
電話
（電話相談後に面接相談可）
は要予約）
☎32-9539
（専）
市役所2階子育て支援課
不要
子育て支援課☎32-8034
子育てふれあい広場
子育て総合支援センター
不要
子育て総合支援センター内
☎34-0500
子育てふれあい広場
子育てふれあい広場
不要
カリヨンハウス内
☎36-1181
市役所3階協働推進課
必要
（前日まで）協働推進課☎32-8025

11日・25日の水曜日13：30～15：30 緑と花のセンター営農相談室

精神科医による相談

予約

不要

産業課☎32-8015

緑と花のセンター
必要
（前日まで）
☎34-6111
必要

学びの森☎33-5010
学校教育課☎32-8026
必要
（前日まで）
予約者優先
社会福祉協議会☎34-1588
教育行政課
不要
☎34-5874
（専）
☎33-5020
（専）
必要
☎33-5070
（専）

ジョブサポートみよし
必要
（前日まで）
☎33-1860
（専）
必要
不要

不要

必要
必要
必要

☎0566-21-9338
衣浦東部保健所生活環境安
全課  ☎0566-21-4797
☎0566-21-9337

水質検査は要予 衣浦東部保健所
約
☎0566-21-9353

Novas Informações（Português）

がいこくごじょうほう

外国語情報

News & Information（English）

（日本語の記事は10ページ参照）
ぜんこくしゅんじけいほう

ジェイ ア ラ ー ト

全国瞬時警報システム(J-ALERT)
ぜんこくいっせいでんたつくんれん

じっし

の全国一斉伝達訓練を実施します

informações será realizada por

transmission drill which will be

meio dos rádios administrativos de

held simultaneously nationwide.

prevenção à desastres localizados

Along with this drill,

em 54 lugares dentro de Miyoshi e

information will be transmitted

por meio do serviço de distribuição

from 54 locations within

de informações do cadastro

Miyoshi, utilizing the government

“Miyoshi Anshin Net”. Pedimos

emergency wireless and radio

a compreensão e colaboração de

system for disaster prevention and

todos.

relief, as well as the information

Instantâneo (J-ALERT)

▶Quando＝7 de outubro (quarta-

distribution service, “Miyoshi

Setor de Prevenção e Segurança

feira) às 11h00 da manhã

Anshin Net”. We ask for your

Será realizado um

Treinamento Nacional de

Transmissão Simultânea do
Sistema Nacional de Alerta

☎0561-32-8046 N0561-76-5702

understanding and cooperation.

Simultaneous Nationwide

Será realizado simultaneamente
em todo o país um treinamento

J-ALERT Drill

de transmissão do Sistema

Disaster Prevention Div.

Nacional de Alerta Instantâneo

☎0561-32-8046 N0561-76-5702

(J-ALERT), sistema preparado

The nationwide disaster warning

para oferecer o mais imediato

system (J-ALERT) was created

possível, informações relacionadas

in an effort to protect the safety

à segurança de todos, tais como

of all, providing rapid information

informações sobre terremotos

on earthquakes, missile firings,

ou mísseis balísticos.

and other emergencies. There

Assim sendo, a transmissão de

is an upcoming J-ALERT

▶Date/Time＝Oct. 7 (Wed), 11：
00 am

※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。
ご つうやく

しみんか

がいこくじんそうだん

市民課 Departamento de cidadania
☎0561-32-8012 N0561-32-8048

ポルトガル語通訳による外国人相談
Acompanhado por intérprete de Português
Horário

Segunda-feira

Terça-feira

Quarta-feira

Quinta-feira

Sexta-feira

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

9：00～12：00

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

市内の外国人登録者数：2,214人

編集後記

市人口に占める割合：3.6%（令和2年9月1日現在）
今回の編集後記は、インターンシップで広報情報課に来てくれた大学生のフレッシュ
な感想をお届けします。
ホームページ用の写真

社会勉強として有意義

撮影など、普段の生活で

な5日間でした。今後の

は体験できないことがで

就職活動だけではなく、

き、充実した5日間だっ

日常生活にも生かしてい

たと感じています。（林）

きたいと思います。
（出）
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大 切なまち
大 切な人を守る

地域における消防・防災のリーダーである消防団は、住民の安全と安
心を守る重要な役割を担っています。普段は仕事や学業をしながら、災

消防団員
募 集 中

市内在住・在勤・在学で18歳以上の人

害発生時に消火活動や人命救助などに当たります。消防団の一員として
一緒に活動しませんか。詳しくは防災安全課へお問い合わせください。
防災安全課 ☎32-8046 N76-5702

みよし市消防団応援の店を募集しています
消防団を応援していただける市内の事業所や販売所、
店舗を募集しています。消防団の支援にご協

飲食物の進呈など

力をお願いします。詳しくはホームページを
ご確認ください。

【支援内容】利用料金および商品価格の割引、記念品または
【申し込み】申込書（ホームページからダウンロード可）に必

ホームページ

要事項を記入し、防災安全課へ直接

市政情報番組
●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】

●コミュニティFM
ラジオ・ラブィート【78.6MHz】

みよしTODAY（15分間）月曜日～土曜日放送

みよしモーニングニュース 月曜日～金曜日放送（8：00～8：09）

初回放送19：00、以降8回程度リピート放送

みよしイブニングニュース 月曜日～金曜日放送（18：00～18：09）

※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。
発行／愛知県みよし市

市長ホットライン 10月5日
（月）
、11月2日
（月）
8：00～、18：00～
ホームページ

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）

広報みよしをスマホへお届け！

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

みよし市公式フェイスブック

ホームページ http://www.city.aichi-miyoshi.lg.jp/
みよし市ホームページ

声の広報のご要望は、広報情報課へご連絡ください。

ダウンロード

