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木曽町・友好提携10周年木曽町・友好提携10周年

九蔵峠展望台から撮影した御嶽山九蔵峠展望台から撮影した御嶽山

長野県木曽町とみよし市は友好提携・災害時
相互応援協定締結10周年を迎えました　
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　今年10月に、長野県木曽町とみよし市は友好提携および災害時
における相互応援に関する協定の締結10周年を迎えました。愛知
用水の要である牧尾ダム建設をきっかけに始まった両者の関係は、
昭和58年10月に当時の三岳村と三好町友好提携として実を結びま
した。三岳村が町村合併で木曽町となり、三好町が市制施行でみよ
し市となった後も住民同士の交流は続き、平成23年10月に木曽町・
みよし市の間であらためて友好提携を結び、併せて災害時における
相互応援に関する協定を結びました。
　今月の特集では、友好の歴史や木曽町の魅力をお伝えします。 ▲広報きそまち11月号
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木曽町のご紹介

▲木曽町町章

▲木曽町のシンボル御嶽山
　木曽町は平成17年11月1日に木曽福島町・日義村・開田村・三岳村の４町村が合併して誕生したまち
です。長野県南西部に位置し、総面積の90％を山林が占める緑豊かな山間のまちで、長野県内の町村
では最も広い面積を有します。夏と冬、昼と夜の寒暖の差が大きい内陸性気候で、
四季折々の自然があふれる「日本で最も美しい村連合」の一つです。
人口／ 10,468人（令和3年11月1日現在）
面積／ 476.03 平方キロメートル（みよし市のおよそ15倍）
シンボル／御嶽山

木曽町の主な特産品・名所

①①

④④

②②

⑤⑤

③③

⑥⑥

①こもれびの滝、②すんき（木曽地方に古くから伝わる保
存食で、塩を使わず赤カブの葉を乳酸菌発酵させた漬け
物）、③昭和50年から始まった日本で最も歴史がある室内
楽の木曽音楽祭、④中山道宿場町、⑤義仲館、⑥令和3年
4月5日に開庁した木曽町役場新本庁舎。木造一部鉄骨平
屋建てで、木曽産材を使用し針葉樹や広葉樹の特性を活か
した庁舎

※ 2～4 ページの写真は木曽町提供
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⑤

昭和33年　牧尾ダム建設のため、三岳村から7戸が三好町に移住
昭和36年　牧尾ダムが完成し、愛知用水が通水
昭和58年　友好の記念として三岳村に消防指令車1台、三好町にニホンカモシカの剥製をそれぞれ贈る
               三岳村と三好町が友好提携を締結
平成６年   大渇水による水不足のため、三岳村から「御嶽の水」12,000本が三好町に贈られる
平成12年　三好町が三岳村の国有林を取得し、「三好町友好の森（現みよし市友好の森）」とする
平成15年　除間伐体験などを行う「友好の森ふれあいツアー」開始
平成17年　三岳村が木曽福島町、日義村、開田村との合併により木曽町となる
平成22年　三好町が市制施行によりみよし市となる
平成23年　木曽町・みよし市友好提携および災害時における
　　　　　相互応援に関する協定を締結（右写真）

産業フェスタ
　毎年11月に開催される産業
フェスタには、木曽町も参加。
そばまんじゅうや木曽地方の保
存食である漬け物「すんき」を使
用したおやきなどが販売され、
来場者に好評です。

三好いいじゃんまつり
　木曽町（当時の三岳村）住民
有志が、毎年8月に開催される
三好いいじゃんまつりに平成 6
年から20回以上参加。木曽町
をモチーフにした T シャツの
衣装で、踊りコンテストでは何
度も受賞しました。

友好の森ふれあいツアー
　毎年9月に木曽町にあるみよ
し市友好の森を訪れ、森林散策
や除間伐作業による森の環境保
全活動を行います。普段なかな
か体験できないことに挑戦でき
る、人気のツアーです。

木曽町×みよし市　交流の歴史

木曽町×みよし市　交流事業

これからも交流を続けていくことで友好の絆を深め、この先の未来へつなげていきましょう
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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
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　市では、市の収入や支出、財産などの状況を市民の皆さんに知っていただ
き、市政へのご理解とご協力をお願いするために、毎年上半期と下半期の2
回、財政状況を公表しています。今回は、令和3年度上半期（令和3年９月30
日現在）の財政状況をお知らせします。

  令和3年度上半期

  財政状況の公表
  財政課　☎32-8002 N76-5021

特別会計

一般会計

市債の状況 市有財産の状況

区分 予算額 収入済額 収入率 支出済額 執行率
国民健康保険特別会計 43億7,426万円 21億3,668万円 48.8％ 16億5,592万円 37.9％
介護保険特別会計 28億2,245万円 13億35万円 46.1％ 10億8,011万円 38.3％
後期高齢者医療特別会計 6億9,776万円 2億7,586万円 39.5％ 1億7,122万円 24.5％

企業会計（病院事業）
区分 予算額 収入・支出額 収入・執行率

事業収益 30億8,625万円 13億9,505万円 45.2％
事業費用 32億3,866万円 12億9,520万円 40.0％
資本的収入 4億6,361万円 2億3,180万円 50.0％
資本的支出 5億3,229万円 1億1,778万円 22.1％

企業会計（下水道事業）
区分 予算額 収入・支出額 収入・執行率

事業収益 17億9,154万円 5億5,394万円 30.9％
事業費用 18億3,735万円 2億6,359万円 14.3％
資本的収入 7億778万円 2億5,748万円 36.4％
資本的支出 9億1,642万円 2億7,423万円 29.9％

一般会計 56億8,396万円
下水道事業会計 54億2,660万円
病院事業会計 17億9,332万円

土地 349万3,371㎡
建物 22万1,410㎡
有価証券 1億2,522万円

一般会計基金 176億8,097万円
特別会計基金 7億3,216万円

■ 予算額
■ 収入済額

289億4,394万円
180億672万円

収入率（62.2%）
歳入合計 歳出合計 ■ 予算額

■ 支出済額
289億4,394万円
102億1,937万円

執行率（35.3％）

市税

繰入金

国庫支出金

繰越金

市債

県支出金

0 4020 80 120100 140
（億円）

60

その他
（16項目）

地方消費税
交付金

132億1,060万円132億1,060万円
  98億4,511万円(74.5%）  98億4,511万円(74.5%）

23億6,224万円23億6,224万円
30億1,998万円（127.8%）30億1,998万円（127.8%）

47億1,747万円47億1,747万円
23億370万円（48.8%）23億370万円（48.8%）

29億9,427万円29億9,427万円
  9億676万円（30.3%）  9億676万円（30.3%）

13億円13億円
  8億2,217万円（63.2%）  8億2,217万円（63.2%）

11億9,735万円11億9,735万円
  2億4,578万円（20.5%）  2億4,578万円（20.5%）

12億1,610万円12億1,610万円
　　　　　　　　　　0円（0.0%）0円（0.0%）

19億4,591万円19億4,591万円
    8億6,322万円（44.4%）8億6,322万円（44.4%）

0 8040 60 100
（億円）

20

民生費

教育費

総務費

衛生費

土木費

消防費

公債費

その他
（7項目）

9億6,528万円9億6,528万円
6億1,029万円(63.2%）6億1,029万円(63.2%）

8億4,168万円8億4,168万円
4億1,417万円(49.2%）4億1,417万円(49.2%）

13億6,627万円13億6,627万円
  6億1,575万円(45.1%）  6億1,575万円(45.1%）

80億2,051万円80億2,051万円
3434億億2,844万円(42.7%）2,844万円(42.7%）

64億2,635万円64億2,635万円
16億8,460万円(26.2%）16億8,460万円(26.2%）

35億4,689万円35億4,689万円
11億3,799万円(32.1%）11億3,799万円(32.1%）

36億303万円36億303万円
13億3,040万円(36.9%）13億3,040万円(36.9%）

41億7,394万円41億7,394万円
  9  9億億9,775万円(23.9%）9,775万円(23.9%）

※内訳と合計が一致しないのは、端数処理によるものです。
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人口     61,271人（＋54人）

男性     31,454人（＋18人）

女性     29,817人（＋36人）

世帯数  25,027世帯（＋46世帯）

※（　）は前月比 　  

みよし市の人口
（令和3年11月1日現在）

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。

（普）…普通徴収

市税などの納期

区分 納付期限
市県民税（普） 4期 1月31日
固定資産税・都市計画税 3期 12月27日
国民健康保険税（普）

6期 12月27日
7期 1月31日後期高齢者医療保険料（普）

介護保険料（普）

  パブリックコメント　みよし市災害廃棄物処理計画　
  環境課　☎32-8018　N76-5103　{kankyo@city.aichi-miyoshi.lg.jp

　市では災害時に発生すると見込まれる災害廃棄物を迅速かつ円滑に処理することによ
り、生活環境の悪化を防止するとともに復旧復興に役立てるため、また災害発生に備えて
平時から取り組んでおくべき事項をあらかじめ整理し、市の災害対応力を向上させること
を目的として「みよし市災害廃棄物処理計画」を策定しています。その案がまとまりました
ので、皆さんにお知らせし、意見の募集を行います。
【意見の提出方法】
　任意の様式に住所、氏名、電話番号、計画に対する意見を明記して、12月6日（月）～
令和4年1月7日（金）に環境課へ郵送、ファクス、メール、または直接。
※口頭および電話での受け付け、意見に対する個別の回答は行いません。
【その他】
　詳しい内容は、上記期間中にみよし情報プラザ（市役所1階）、サンネット（カリヨンハ
ウス2階）、市ホームページでご覧ください。

　10月21日、みよし市と株式会社JAあいち豊田サービスとの災害時における棺等
葬祭用品の供給等に関する協定が締結され、小

お の だ

野田賢
け ん じ

治市長と株式会社JAあいち
豊田サービスの石

いしかわ

川尚
な お と

人代表取締役社長が協定書に調印しました。この協定によ
り、市内で地震、風水害その他の災害で多数の死者が発生した場合に、必要となる
棺などの葬祭用品、遺体安置場所の迅速な確保や遺体安置についての専門的知見が
得られることが期待されます。

  災害時における棺等葬祭用品の供給等に関する協定締結　
　防災安全課　☎32-8046　N76-5702

ホームページ

　12月1日から、スマートフォン決済アプ
リを利用したみよし市税の納付を始めます。
市役所や金融機関、コンビニエンスストアな
どに出向くことなく市税を納付することがで
きますので、ご利用ください。
 詳しくは、ホームページをご覧ください。

 スマートフォン決済アプリによる  みよし市税の納付
　納税課　☎32-8051　N76-5103

ホームページ

 新年あいさつ会
　総務課　☎32-8000　N32-2165

　新年を迎えるに当たり、新年あいさつ会を開催します。
どなたでもお気軽にご参加ください。
内容新年のあいさつ、意見交換
日時  令和4年１月4日（火）10：15～（受け付けは9：45～）
場所市役所3階研修室



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
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　今年度はサンアートを会場に、新型コロナウイルス感染症
対策のため午前・午後の2部に分けて開催します。市内在住者
には12月10日（金）までに案内状を発送する予定です。なお
新成人のみの参加とし、保護者の観覧はできません。
日時  令和4年1月9日（日）①第1部（北中・三好丘中学校区）…

11：00～（受け付けは10：20～）、②第2部（三好中・南中
学校区）…15：00～（受け付けは14：20～）

場所  サンアート
対象  平成13年4月2日～平成14年4月1日に生まれた人
申込  みよし市に住民登録のない人・案内状が届かない人は、

12月15日(水)までに、申込用紙（ホームページからダウ
ンロード可）に必要事項を記入し、教育行政課へ郵送、
ファクス、メール、直接、またはホームページ申し込み
フォームで

※市内在住者で案内状が届いた人は、申し込みの必要はあり
ません。
※参加者はマスクの着用が必要です。発熱のある人、体調が
すぐれない人は入場できません。

 成人式の開催　教育行政課　☎32-8028　N34-4379　{kyouiku@city.aichi-miyoshi.lg.jp

ホームページ 申し込みフォーム

　災害時要配慮者世帯の家庭における地震対策を推進するため、タンスや冷蔵
庫など家具4点までの家具転倒防止器具の取り付けを無料で行います。

ホームページ

 家具等転倒防止器具取り付け事業　防災安全課　☎32-8046　N76-5702

　地震発生後の通電火災を予防する感震ブレーカーのうち、分電盤タイプと簡
易タイプ（おもり式・バネ式）の設置費の補助をしています。詳しくは申込書（防
災安全課で配布、ホームページからダウンロード可）をご確認ください。 ホームページ

 感震ブレーカー設置補助　防災安全課　☎32-8046　N76-5702

写真は令和3年成人式
（総合体育館）

補助  感震ブレーカー購入および設置費用の2分の1。分電
盤タイプは20,000円、簡易タイプは2,000円が上限

※申請は1世帯1回1個までです。
対象  市内に現在居住、または居住しようとしており、住宅

に感震ブレーカーを設置する人

定員  分電盤タイプ10世帯、簡易タ
イプ50世帯

申込  令和4 年3月31日（木）までに提
出書類をそろえて、防災安全課
へ直接

対象  市内在住で、次のいずれかに該当する世帯
①満65歳以上の人のみで構成
② 身体障がい者手帳1級･2級､ 療育手帳A判定･B判定､ 精神

障がい者保健福祉手帳1級･2級の所持者がいる
③介護保険法に基づく要支援･要介護認定者のみで構成
④中学生以下の子どもとその母親のみで構成
※過去にこの事業を実施した世帯は対象外になります。
定員 �抽選で16世帯
費用 �無料

申込  12月1日（水）～21日（火）に､ 申請書（防災
安全課で配布、ホームページからダウンロ
ード可）に必要事項を記入し、防災安全課
へファクス、または直接



9

○…開業日、ー…休業日

月日
施設・業務

令和3年12月 令和4年1月
25日
（土）

26日
（日）

27日
（月）

28日
（火）

29日
（水）

30日
（木）

31日
（金）

1日
（祝）

2日
（日）

3日
（月）

4日
（火）

5日
（水）

6日
（木）

市役所の一般事務 － － 〇 〇 － － － － － － 〇 〇 〇
市民情報サービスセンター「サンネット」 〇 〇 － 〇 － － － － － － 〇 ○ 〇
カリヨンハウスにぎわいプラザ 〇 〇 － 〇 － － － － － － 〇 ○ 〇
カリヨンハウス子育てふれあい広場 〇 〇 － 〇 － － － － － － 〇 ○ 〇
カリヨンハウスビジターセンター 〇 〇 － 〇 － － － － － － 〇 ○ 〇
図書館学習交流プラザ「サンライブ」 〇 〇 － － － － － － － － － ○ 〇
歴史民俗資料館 〇 〇 － － － － － － － － － ○ 〇
石川家住宅 〇 〇 － － － － － － － － － 〇 〇
保健センター － － 〇 〇 － － － － － － 〇 〇 〇
福祉センター － － 〇 － － － － － － － － 〇 〇
障がい者福祉センター  － － 〇 － － － － － － － － 〇 〇
生きがいセンター － － 〇 － － － － － － － － 〇 〇
三好公園施設（体育館、グラウンド 他） 〇 〇 － － － － － － － － － 〇 〇
旭グラウンド 〇 〇 － － － － － － － － － ○ 〇
保田ケ池センター － － 〇 － － － － － － － － ○ 〇
明越会館 〇 〇 － － － － － － － － － 〇 〇
きたよし地区公園管理事務所 〇 〇 － － － － － － － － － ○ 〇
各コミュニティ広場 〇 〇 － － － － － － － － － ○ 〇
緑と花のセンター「さんさんの郷」 〇 〇 － － － － － － － － － ○ 〇
おかよし交流センター 〇 〇 － － － － － － － － － ○ 〇
市民活動センター 〇 － 〇 〇 － － － － － － 〇 ○ 〇
文化センター「サンアート」 〇 〇 〇 － － － － － － － 〇 〇 〇
多文化共生センター 〇 － 〇 － － － － － － － － 〇 〇
学校給食センター － － 〇 〇 － － － － － － 〇 〇 〇
三好池カヌーセンター 〇 〇 － － － － － － － － － 〇 〇
保田ケ池カヌーポロ競技場管理事務所 〇 〇 － － － － － － － － － 〇 〇
ジョブサポートみよし － － 〇 〇 － － － － － － 〇 〇 〇
くらし・はたらく相談センター － － 〇 〇 － － － － － － 〇 〇 〇
子育て総合支援センター 〇 － － － － － － － － － － 〇 〇
教育センター「学びの森」 － － 〇 － － － － － － － － 〇 〇
さんさんバス 通常運行

 年末年始の公共施設の開業日など　☎32-2111（代表）　N32-2165

　休業期間中も、出生届、死亡届、婚姻届などの戸籍の届
け出は、市役所夜間受付で24時間受け付けます。
※死亡届に伴う火葬許可証の発行は8：30～17：15です。

※戸籍の届け出に関することは12月28日（火）までに市民
課（☎32-8012）へお問い合わせください。

　年末年始は、公共施設の開業日やごみの収集日などにご注意ください。

のお知らせ年 末 年 始



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
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【各地区のごみ収集の日程表】　年末年始のごみ収集指定日は、地区ごとに異なりますのでご注意ください。

  年末年始のごみ出し  環境課　☎32-8018　N76-5103

地区名 燃やすごみ プラスチック
製容器包装 金属ごみ 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

なかよし1 西一色・福田・スペクト
ル三好

最終12月 28日（火） 29日（水） 16日（木） 9日（木） 23日（木） 24日（金）

開始  1月 4日（火） 5日（水） 6日（木） 13日（木） 27日（木） 7日（金）

なかよし2 東山・好住・上ケ池・莇
生の一部

最終12月 28日（火） 29日（水） 20日（月） 13日（月） 28日（火） 24日（金）

開始  1月 4日（火） 5日（水） 17日（月） 10日（月） 25日（火） 7日（金）

なかよし3 中島・平池・国道153号
北側の三好上

最終12月 30日（木） 29日（水） 17日（金） 10日（金） 24日（金） 24日（金）

開始  1月 6日（木） 5日（水） 7日（金） 14日（金） 28日（金） 7日（金）

みなよし・
高嶺

明知上・明知下・打越・
山伏・高嶺

最終12月 28日（火） 29日（水） 22日（水） 1日（水） 15日（水） 24日（金）

開始  1月 4日（火） 5日（水） 12日（水） 5日（水） 19日（水） 7日（金）

きたよし1

莇生・福谷・根浦・黒笹
町・黒笹1丁目1～10・
黒笹山手・ひばりケ丘・
あみだ堂

最終12月 28日（火） 30日（木） 15日（水） 8日（水） 22日（水） 27日（月）

開始  1月 4日（火） 6日（木） 5日（水） 12日（水） 26日（水） 10日（月）

きたよし2

三好丘・三好丘旭・三好
丘あおば・黒笹いずみ・
黒笹1丁目11～25・黒笹
2丁目・黒笹3丁目・潮見

最終12月 30日（木） 24日（金） 22日（水） 1日（水） 15日（水） 27日（月）

開始  1月 6日（木） 7日（金） 12日（水） 5日（水） 19日（水） 10日（月）

きたよし3 三好丘緑・三好丘桜
最終12月 28日（火） 30日（木） 15日（水） 8日（水） 22日（水） 27日（月）

開始  1月 4日（火） 6日（木） 5日（水） 12日（水） 26日（水） 10日（月）

三好上
（スペクトル三好・国道153号北側除
く）

最終12月 30日（木） 29日（水） 21日（火） 14日（火） 28日（火） 24日（金）

開始  1月 6日（木） 5日（水） 4日（火） 11日（火） 25日（火） 7日（金）

三好下
最終12月 30日（木） 29日（水） 17日（金） 10日（金） 23日（木） 24日（金）

開始  1月 6日（木） 5日（水） 7日（金） 14日（金） 27日（木） 7日（金）

新屋
（莇生町南池ノ上の一部）

最終12月 28日（火） 29日（水） 16日（木） 9日（木） 24日（金） 24日（金）

開始  1月 4日（火） 5日（水） 6日（木） 13日（木） 28日（金） 7日（金）

　

受付  平日9：00～17：00にみよし市粗大ごみ受付センターへ電話（☎0120-344-530）
※12月29日（水）～令和4年1月3日（月）は収集の受け付けはお休みです。

粗大ごみ収集の受け付け
　年末までの収集を希望する人は、12月17日（金）までに受け付けをしてください。
申し込みが集中した場合は受け付けの期限が早くなることがあります。
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●�リサイクルステーションみよし（トヨタ生協メ
グリア三好店駐車場内、グリーンステーション
三好西側駐車場内、三好公園第4駐車場北） ごみと資源の出し方・

分け方パンフレット

ホームページ

ホームページ

みよし市なう！

自己搬入の受け入れ

年末  12月28日（火）まで
年始  令和4年1月4日（火）から　日時  10：00～18：00
対象  再利用資源（詳しくは、ごみと資源の出し方・分け方パン

フレットの15～17ページを参照）
●�グリーン・クリーンふじの丘（豊田市藤

ふじおか

岡飯
い い の

野町大
おおかわ

川ケ
が は ら

原
1161-89　☎0565-75-2101）

年末  12月30日（木）まで　年始  令和4年1月4日（火）から
日時  平日8：30～16：00
対象  レンガ、瓦、陶器、ブロック（いずれも有料）

資源やごみの分別方法・収集日に迷ったときは？

　市町村ごとに異なるごみの分別方法。「さんあ～る」では、“みよし市”
のごみの分別方法や収集日が簡単に確認できます。ぜひご利用ください。

▼スマートフォンで▼パソコンで

●�尾三衛生組合東郷美化センター（東郷町大字諸
も ろ わ

輪字百
どうどう

々
51-23　☎38-2226）

年末  12月30日（木）まで　年始  令和4年1月4日（火）から
日時  平日8：30～12：00、13：00～16：30、土曜日8：30

～11：30
対象  燃やすごみ、金属ごみ、陶磁器・ガラスごみ、再利用

資源、粗大ごみ（再利用資源以外は有料）
持物  運転免許証など市内在住であることを証明できるもの
●不燃物埋立処理場（福谷町大坂1）（要予約）
年末  12月28日（火）まで　年始  令和4年1月4日（火）から
日時   9：00～11：30、13：30～16：30
対象  コンクリートがら

　年末年始は市民課窓口が混雑します。特に12月27日
（月）、28日（火）、令和4年1月4日（火）は窓口で大変長く
お待たせしてしまうことが予想されますので、時間に余裕
を持ってお越しください。ホームページの市民課窓口混雑
情報サイト「みよし市なう！」から混雑状況を確認できます
のでご利用ください。
　また転出届は郵送で申請できます。住民票の写しや印鑑
登録証明書などはマイナンバーカードを使ってコンビニで
取得することができますのでご利用ください。

　市民病院では、年末年始も下表のとおり救急医療を行い
ます。受診を希望する場合は、事前に電話やホームページ
で対応可能な診療科を確認の上お越しください。なお、症
状によっては他の病院を紹介することがあります。

12月 令和4年1月

28日
（火）

29日
（水）

30日
（木）

31日
（金）

1日
（祝）

2日
（日）

3日
（月）

4日
（火）

通常診療 ○ 〇

救急医療 〇 〇 〇 〇 〇 〇

 年末年始の市民病院救急医療体制
　市民病院　☎33-3300　N33-3308

 年末年始の市民課窓口の混雑状況
　市民課　☎32-8012　N32-8048

資源・ごみ分別アプリさんあ～るにお任せ！
Android用ios用https://manage.

de l ight-sys tem.
com/threeR/web/
init/miyoshishi

　診療時間は、昼間は8：30から17：15まで、
夜間は17：15から翌朝8：30までです。 救急医
療では、受付時間の決まりはありません。

　

【スプレー缶の処理方法と収集場所】
①使い切って穴を開け、金属ごみ、リサイクルステーション
②使い切って穴を開けられない場合は、リサイクルステーション
③ 中身が残っている場合は、東郷美化センターのストックヤード

　整髪料などのスプレー缶、どうしたらよいか
わからずたまっていませんか？　右記の処理方
法・収集場所を確認して安全に処分しましょう。

スプレー缶などの捨て方にご注意！



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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　三好丘小学校 6年生の田
た な か
中伶

れい
さんが、8

月に行われた2021年度「ピティナ・ピアノコ
ンペティション」全国決勝大会のデュオ部門
連弾初級C（小学 6年生以下）で銅賞、ソロ部
門C級でベスト賞に輝きました。田中さんは
今回の受賞について「結果を知ったときはう
れしくて家族と喜びました。今後も楽しく続
けていきたいです」と話しました。

ピティナ・ピアノコンペティション
受賞者表敬訪問
10月28日（木）みよし市役所

三好池まつり打ち上げ花火
11月2日（火）三好池

　市制施行10周年記念、まつりの継承、三好池耐震化工事
の竣工記念、新型コロナウイルス感染症終息への願いを込め
て、およそ700発の花火がみよしの夜空を彩りました。

受賞報告に訪れた田中さん（左）受賞報告に訪れた田中さん（左）



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。

13

　防火・防災・防犯・交通安全の知識を学び、
意識の高揚を図ろうと開催されました。消
防車両などの展示や心肺蘇生・AED体験、初
期消火体験などさまざまな催しを実施。また
災害時における相互応援に関する協定を締結
している熊本県益城町との縁により、熊本県
の営業部長兼しあわせ部長「くまモン」が登場
し、みよ獅子ちゃんと会場を盛り上げました。

　図書館で不要となった本を頒布するリサイ
クルブックフェアが時間や人数に制限を設け
て行われました。参加者は図書館で役目を終
えた本や保存期限が過ぎた雑誌などからお気
に入りの本を真剣な表情で選んでいました。
参加者の一人は「自分の趣味の本をたくさん
選ぶことができました。選んでいるだけでも
楽しかったです」と笑顔で話していました。

　チャレンジデーとは15分以上継続して運
動した住民の参加率を、自治体間で競うス
ポーツイベントです。今回初参加となったみ
よし市の対戦相手は友好都市である北海道士
別市。結果は敗戦となりましたが、事業所で
ラジオ体操を、保育園ではかけっこやリズム
遊びを実施するなど、多くの人が楽しく運動
にチャレンジしました。

チャレンジデー2021
10月27日（水）みよし市役所ほか　

リサイクルブックフェア
10月30日（土）サンライブ

みよし安全安心大作戦2021
10月30日（土）イオン三好店
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みよしっ子ひろば
HAPPY BIRTHDAY

加
か と う

藤 晴
せ い た ろ う

汰朗くん
お誕生日おめでとう！ 元
気いっぱいなせいちゃんが
大好きだよ♡  〔黒笹いずみ〕

２歳

野
の む ら

村 柊
しゅうた

太くん
3歳おめでとう！ いつも
元気なしゅうちゃんが大好
きだよ♡　〔莇生町〕

3 歳

近
こんどう

藤 芽
め い

郁ちゃん
２歳のお誕生日おめでとう！
これからもずっとずーっと
大好き♡〔三好町〕

２歳

奥
おくしま

嶋 美
み ゆ

結ちゃん
2歳おめでとう♪ これか
らも元気に育ってね♡　

〔三好町〕

２歳

成
な る せ

瀬 晴
は る と

都くん
2 歳のお誕生日おめでと
う♪ はるくんの笑顔大好
き♡　〔三好町〕

２歳

吉
よしどめ

留 凛
り ん か

華ちゃん
２歳おめでとう！ 凛ちゃ
んの笑顔が大好き！ 毎日
楽しく過ごそうね〔三好町〕

２歳

河
か わ い

合 咲
さ き

輝ちゃん
誕生日おめでとう！ いつも
ニコニコで、みんなから愛
される子になぁれ♡ 〔三好町〕

２歳

舘
た ち の

野 零
れい

くん
お誕生日おめでとう！ い
つも可愛い笑顔をみせてく
れてありがとうね〔三好丘緑〕

1 歳

12月にお誕生日を迎える
お子さんを紹介します

【応募方法】①答え（例：③）、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】12月7日（火）必着
【11月号の正解】①（応募54通、 正解53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】今月の特集の感想を教えてくだ
さい。

対象 2月生まれで申し込み時に3歳未満の、過去に掲載実績がない子
申込  12月10日（金）までに、❶住所、❷保護者氏名、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字以内）、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。結果は広報情報課からメールしま
すので、受信設定をお願いします。

メール

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

み
よ
し
っ
子
集
ま
れ
！

わりネット
ワークから
申込書を郵
送します。

①大根の葉

②赤カブの葉
　
③白菜

 問題今月のクイズは、特集で取り上げた長野県木曽町
の特産品からの出題です。木曽地方に古くから伝わる
保存食で、塩を使わず乳酸菌発酵により作られる漬け
物「すんき」。その「すんき」の原材料は何でしょうか。

今月の特集を読んでね！ヒント
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我が家de食育 108
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。
問合給食センター　☎32-0100　N34-0199

みよしの学校給食
　みよし市の学校給食は徹底した衛生管理の下、学校給食センターで保
育園・小学校・中学校の合わせて7,100人分が作られています。献立は、
和食・洋食・中華などをいろいろ組み合わせながら考えています。今回紹
介するレシピは中華。給食の中華では「キムチチャーハン」「キムタクご
はん」「キムチスープ」など、キムチを使用した献立が人気です。特にキ
ムチチャーハンはみよし市の学校給食の中でもとても人気の高い献立の
一つです。市販のキムチを使い、そこに豚肉、にんじん、ピーマンなど
を一緒に入れて炒めるオリジナルの献立です。

中華編中華編

    材料（4人分）

ごはん………4人分　　　　
豚肉…………200g　　　　　　
ニンジン……2／3本　
ピーマン……1個　　　
白菜キムチ…100g　　　　

   作り方

①�豚肉は細切り、ニンジンは細切り、ピーマンは
種を取って縦に３ミリ幅に切る。ショウガはす
りおろす。白菜キムチは大きい物は切る。
②�フライパンを熱してサラダ油を入れ、豚肉と
ショウガを入れて炒める。豚肉の色が変わるま
でよく炒める。
③�豚肉をよく炒めたら、ニンジン、ピーマン、白
菜キムチを入れて炒める。
④しょうゆと塩で味をととのえる。
⑤�野菜がしんなりしてきたら、ごはんと混ぜて出
来上がり♪

    一人当たりの栄養価（中学校量）

エネルギー…443kcal　　　　
たんぱく質…13.7ｇ　　　　

キムチチャーハンキムチチャーハン

　免疫力を上げる乳酸菌やビタミン、カプサイ
シンなどが含まれています。料理の調味料とし
て上手に使いましょう。

キムチ

　汁を使うと“キムチの味”が効いたキムチチャ
ーハンになります。汁を切ると辛さが抑えられ
るので、小さいお子さんでも食べやすくなりま
す。（給食では、辛味が抑えられたキムチを使っ
ているので、汁を使用）

キムチの汁

　ごはんに混ぜるので、少し濃い目です。キム
チの汁を使う場合は、キムチの塩気もあるた
め、少しずつ調味料を入れて味をみながら作っ
ていきましょう。

味の濃さ

ポイントポイント

脂肪…4.2ｇ
塩分…1.3ｇ

ショウガ……少々
サラダ油……適量
しょうゆ……大さじ1
食塩…………少々



�開館 �9：00～19：00（日曜日は9：00～18：00）
休館 �毎週月曜日、12月23日（木）（整理休館日）
　　28（火）～31日（金）
問合中央図書館�サンライブ内�
������☎34-3111�N34-3114

ホームページ

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！

三好池の堤防から
　三好池の堤防から見える
夕焼けの風景。みよしの街
並みと天気が良い日には遠
く鈴鹿山脈の山々も見渡せ
ます。この時季に特にきれ
いに見られるオレンジ色か
ら青色へのグラデーション
に魅了されます。

おすすめ図書

坂
さかい
井希

き く こ
久子／著

双葉社　請求記号913.6／サカ

たそがれ大食堂

　伝統ある百貨店で働く美由起は、大食堂の
マネージャーに就任。長い間愛されていた大
食堂は、時代の変化についていけず存続の危
機を迎えていた。古き良き大食堂の未来はど
うなってしまうのか？　美味しい料理と働く
人間の奮闘が輝く、お仕事グルメ小説。

一般図書

ジョリ・ジョン／文
岡
おかの
野佳

けい
／訳　レイン・スミス／絵

化学同人　請求記号E／スミ

キリンのなやみごと

　キリンは自分の首が、長すぎるし、細すぎ
るし、くねくねしすぎで気に入らなかった。
首の短いカメは、木の上のバナナをとれない
自分がなさけなかった。そんな1頭と1匹が
お互いの首をステキだと伝えると自分の首の

絵本

図書館読書啓発事業

ことを自慢に思えた。誰かに認めてもらえるってうれしいね！

「小学生、中学生への読書
支援とは」
　

　読み聞かせから読書へ誘導するために
はどんな支援が必要なのか。具体例をあ
げた分かりやすいお話です。
日時 ���令和4年1月28日（金）10：00～11：
　　30　
定員 �先着で25人　
場所 �サンライブ3階会議室
講師 �元皇学館大学助教の小

おばた
幡章
しょうこ
子さん

対象 �市内在住・在勤
費用 �無料　
申込 �12月8日（水）以降に、サンライブ2
階総合案内へ電話、または直接
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みよしの景観百選

図書館だより



街角アート 問合企画政策課  ☎32-8005  N76-5021
彫刻マップ

来てみりん！
石川家住宅

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

ホームページ

17

作 品 名� 華
作 者 名　佐

さ と う
藤  尚

たかひろ
宏

受 賞� 2002年度特選　�
設置箇所　緑と花のセンターさんさんの郷
制作意図　街には、いろいろな人が行き来します。街なみも
いろいろです。だから、人それぞれでいろいろと楽しめるよ
うなものを目指しました。特に「何か」をあらわしている訳で
はありません。作品を前にした人それぞれが、「◯◯◯みた
い」と楽しんでいただければと思います。皆さんの街なみを
彩る、華やぎのある作品になっているとよいのですが。

　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。

1月の講座
開催日 イベント名 時　間 内容・定員など

8日（土） 折り紙でくす玉を作ろう（前半） 10：00～11：30 折り紙を重ねてくす玉を作る。２回シリーズ。先着で３人

15日（土） 絵手紙を始めよう 13：30～15：30 季節の絵を描く。ポケットティッシュ・新聞紙を持参。先
着で３人

16日（日）
布
ぬ の ぞ う り

草履を作ろう 13：30～15：30 布を裂いて縄を作り、草履を作る。和はさみ・綿の布を持
参。先着で３人

牛乳パックでキューブパズル
を作ろう 13：30～15：00 牛乳パックを使ってパズルを作る。空の1,000ml牛乳パ

ックを持参。先着で３人

22日（土） 塗り絵を極めよう 13：30～15：30 石川家住宅にちなんだ季節の絵に色を塗る。色鉛筆を持
参。先着で3人

30日（日） 蓮の実飾りを作ろう 13：30～15：00 蓮の実に色とりどりの布を入れて、置物を作る。裁縫道具
持参。先着で３人

毎週日曜日 唱歌を聞こう・懐メロを聞こう 10：00～11：30 座敷で、唱歌と懐メロを聞く。先着で8人

　くす玉（薬玉）には延命長寿や無病息災などの願いが込められています。
あなただけの世界に一つだけのくす玉を作ってみませんか。

折り紙でくす玉を作ろうP
ic

k up!

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。



※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
進課へお問い合わせください。

 1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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教室名 日　程 対　象 内　容 定員 申し込み
すくすく教室
Aula de preven ção

sobre a alimentação e
1月12日（水） 生後7カ月ころの子 身体計測、離乳食の話 12人 1月5日（水）まで

歯 科 健 診
Aula de preven ção

odontológica
1月18日（火） 就学前までの子 歯科医師の診察、フッ化物歯面

塗布（希望児） 20人 1月11日（火）まで

むし歯予防教室
Aula de orienta ção

de preven ção de cárie
1月17日（月） 令和2年12月生まれ

の子
身体計測、発達、むし歯予防の
話、ブラッシング指導 16人 1月7日（金）まで

わんぱく教室
Conselho sobre 

nutrição da criança
1月11日（火） 令和元年12月・令和2

年1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 16人 1月4日（火）まで

さ く ら ん ぼ
Palestra para mamãe 

de filhos gameos
1月26日（水）
受付 9：50～10：00

多胎妊婦、多胎児（未
就園児）とその保護者

身体計測、多胎児を育てている
母親や妊婦さん同士の相談、交
流の場、保育士による手遊び

12組 1月19日（水）まで

▲

乳幼児健診・教室
健診名 日　程 備　考

3・4カ月児健診
Exame M�dico para
bebês de 3～4 meses

1月11日（火）
● 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。

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

1月12日（水）
1月27日（木）

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

1月5日（水）
1月19日（水）

Exame Infantil de Saúde - Curso

▲

妊　婦Gestante

教室名など 日　時 対　象 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。

妊婦 ー

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

前期（マタニティ）
コース
  1ªsessão（maternidade）

1月14日（金）
10：00～11：30

妊娠16～25週の妊
婦とその夫（妊婦・
夫のみでも可）

妊娠中の生活、母
乳育児と栄養、歯
の健康

母子健康手帳、子
育てサポートガイ
ド、筆記用具、前
期のみ運動できる
服装

10組 1月7日
（金）まで

後期（沐浴）コース
2ªsessão（banho）

2月25日（金）
9：00～10：30、10：30
～12：00

妊娠26週以降の妊
婦とその夫（妊婦・
夫のみでも可）

赤ちゃんのお世話
体験（着替え、オム
ツ替え、抱っこな
ど）、沐浴指導

各4組 2月18日
（金）まで

相談名 日　時 定員 申し込み 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

1月17日・24日・31日の
月曜日
受付 9：00～15：00

29人

要予約。保健
センターま
で電話

身体計測、発達、食事、歯の健康などの育児
相談

出 前 育 児 相 談
Consulta sobre cuidados com a

criança antes do nascimento
1月18日（火）  
受付 9：30～11：00 14人 おかよし交流センターにて保健師・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

1月31日（月）
受付 9：00～11：00 3人 助産師が相談に応じます。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

1月24日（月） 
受付 9：00～11：00 3人 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

Consultas sobre Criação de 
Filhos e Saúde

▲

育児・健康相談 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。
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いつまでも元気に過ごすための体力チェック

いきいき元気度測定
　皆さんの健康づくりを応援するため「いきいき元気度測定」を実施
しています。人生100年時代を元気に過ごすための健康づくりを考
えてみませんか。

あなたに合った健康づくりをご提案

　当日行う4項目の体力測定とご自身が受けた健康
診断の結果から、あなただけの元気度測定結果票を
作成します。その結果票に基づいて、専門スタッフ
から健康で元気に過ごすためのアドバイスが受けら
れます。
日時 �指定された火曜日または金曜日9：00～11：00

（要予約）
場所 �保健センター運動指導室
対象 �市内在住で60歳以上　費用 �無料
申込  参加希望日の1週間前までに健康推進課へ電話
※健康状態によっては予約ができない場合がありま
すので、ご了承ください。

救急医療施設の連絡先

●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）

1日（年始）いながき整形外科
豊田市宮町5-53 ☎0565-31-2525

2日（年始）吉田整形外科病院
豊田市御立町7-100 ☎0565-89-1818

3日（年始）ひので整形外科
豊田市日之出町2-11-11 ☎0565-36-5511

9日（日） いながき整形外科
豊田市宮町5-53 ☎0565-31-2525

10日（祝）吉田整形外科病院
豊田市御立町7-100 ☎0565-89-1818

16日（日）家田病院
豊田市畝部西町城ヶ堀11-1 ☎0565-21-0500

23日（日）豊田新成病院
豊田市竹元町荒子15 ☎0565-51-3000

30日（日）山の手痛みと内科のクリニック
豊田市丸山町8-25 ☎0565-27-6581

■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

■1月の休日救急外科（昼間当直：受付 9：00～16：30）

▲

検　診
　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3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4
年3月31日現在）の年齢です。医療機関で検診を行う医療
機関方式については、ホームページをご覧ください。

　また、がん検診には個人負担金免除制
度があります。対象者や対象の検診など詳
しくはホームページをご覧ください。
※自覚症状のある人は、検診ではなく早め
に医療機関を受診してください。

EXAME  MÉDICO

ホームページ

受診期間は1月31日（月）までです。
早めの予約・受診をお願いします。

▲自転車をこぐ（持久力） ▲長座体前屈（柔軟性）

▲握力測定（筋力） ▲片足立ち（平衡性）
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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

※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。

お知らせ
年末の交通安全県民運動
防災安全課  ☎32-8046��N76-5702
　12月1日（水）から10日（金）まで、年
末の交通安全県民運動が展開されま
す。一人一人の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】
●�夕暮れ時と夜間の事故防止と飲酒運
転などの悪質・危険な運転の根絶
●�自転車の安全確保と交通ルール遵守
の徹底
●�歩行者の安全の確保と運転者の安全
運転意識の向上

年末の安全なまちづくり県民運動
防災安全課  ☎32-8046��N76-5702
　12月1日（水）から20日（月）まで、
年末の安全なまちづくり県民運動が展
開されます。市内では特殊詐欺の予兆
電話や被害が発生しています。電話は
留守番電話に設定し、クレジットカー
ドなどの暗証番号は絶対に教えないな
ど、被害防止に努めましょう。

【運動重点】
●�特殊詐欺の被害防止
●�侵入盗の防止
●�自動車盗の防止

無事故･無違反
チャレンジ100日間
防災安全課　☎32-8046　N76-5702
　期間中、無事故・無違反を達成する
と抽選で商品券がもらえます。
期間 �令和4年1月1日（祝）～4月10日
（日）までの100日間

対象 �みよし市・豊田市に在住・在勤・在
学で次のいずれかを満たす人

①家族の部…2～5人チーム、②高齢
者の部…65歳以上が1人以上含まれ
る2～5人チーム（年齢の基準は令和4
年1月1日）、③一般の部…2～5人チ
ーム、④個人の部…1人参加（年齢は
問わない）
※各部門の代表者は自動車運転免許を
所持し日常車両を運転している必要が
あります。
費用 �無料（当選者は、運転記録証明書
（手数料1人670円）の取得、提出
が必要）

申込 �次のいずれかの方法
●�愛知県交通安全協会豊
　田支部ホームページの
　応募フォームから
●�12月28日（火）までに申込書に必要
事項を記入し、防災安全課もしくは
交通安全協会豊田支部へ直接、また
は「無事故・無違反チャレンジ100
日間」実行委員会へ郵送（〒471-
0877　豊田市錦

にしき
町1-59-1）

※申込書は防災安全課、交通安全協会
豊田支部（豊田警察署内）、足助支部（足
助警察署内）、サンネット、サンライ
ブ、保健センター、総合体育館、市民

病院、子育て総合支援センター、緑と
花のセンター、歴史民俗資料館、各行
政区事務所で配布します。
他 ��①・②・③特賞10万円（3チーム）、
�������1等5万円（6チーム）、2等3万円（23���
���　�チーム）、④金賞3万円（1人）、銀����
������賞1万円（18人）

ママ・ジョブ・あいち
無料出張相談
ジョブサポートみよし  ふれあい交流館内
☎33-1860  N32-8222
　結婚・出産・育児などで離職し、再就
職を考えている女性を対象に、仕事の
スキルや育児との両立、働く場所と時
間など、専門のカウンセラーが相談に
応じます。
日時 �令和４年1月18日（火）①10：00、
②11：00、③12：00（1回50分）

場所 �ジョブサポートみよし
定員 �先着で各回1人　費用 �無料
講師 �ママ・ジョブ・あいちの専門カウ
ンセラー

申込 �12月1日（水）～令和４年1月11
日（火）の平日にジョブサポート
みよしへ電話、または直接

　年末は物流が活発化し、買い物や飲食などで外出する機会が増えます。
日没時間も早くなるため自動車や歩行者、自転車の発見がお互いに遅れる
ことがあります。運転手の皆さんは午後4時を目安に早めのライト点灯を
お願いします。歩行者や自転車を利用する人は、
自動車から目立つように明るい服装と反射材を着
用しましょう。また道路を横断するときは必ず横
断歩道を利用しましょう。
※過去5年間における県内で発生した交通死亡事故などの分析結果より

　12月は年間で最も交通事故死者が多い月です※。特に高齢
者、歩行者、自転車が関連する死亡事故が多発し、道路横断中
に最も多く発生しています。

12月は交通事故死者が多い月

豊田警察署からのお知らせ  ☎0565-35-0110

応募フォーム
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家庭の日  家族へのメッセージ
教育行政課  ☎32-8028  N34-4379
{kyouiku@city.aichi-miyoshi.lg.jp
　家族に日ごろ伝えていないあなたの
思いを言葉にして伝え、家族や家庭の
大切さを考える機会にしませんか。家
族へのメッセージを募集します。
内容 �「家族に伝えたい自分の思い」「父母
や子どもへの感謝」などをテーマ
に30字程度にまとめたもの（作品
は個人によるもので、自作かつ未
発表のものに限る。短歌・川柳・会
話・手紙文など形式は自由）

対象 �市内在住・在勤・在学
申込 �12月1日（水）～20日（月）に応募作

品、郵便番号、住所、氏名、年齢、
電話番号、市内在勤・在学の人は勤
務先または学校名を明らかにし
て、教育行政課「家庭の日　家族へ
のメッセージ」係宛てに、郵送、フ
ァクス、メール、または直接

※応募作品の著作権はみよし市に帰属
し、返却しません。作品は「青少年健
全育成啓発事業」に使用し、その場合
は氏名・年代を掲載しますのでご了承
ください。公表を希望しない場合は、
匿名希望と付記してください。

入札参加資格審査の申請受付
総務課　☎32-8006　N32-2165
　令和4・5年度にみよし市、みよし土

地改良区、尾三消防組合が発注する競
争入札に参加する事業者の皆さんに必
要な資格審査の申請を受け付けます。

機械式生ごみ処理機・生ごみ堆
肥化容器の購入費補助
環境課　
☎32-8018  N76-5103

　機械式生ごみ処理機と、生ごみ堆肥
化容器（コンポスト容器、ボカシ容器）
の購入費の補助を行っています。生ご
みの減量化・堆肥化にご協力をお願い
します。
対象 �市内在住で、日本国内の販売店で
機械式生ごみ処理機を購入または
指定店（三貴フラワ―センター）で
生ごみ堆肥化容器を購入した人

補助 ��生ごみ処理機…購入費（税込み）
の2分の１（上限3万円、１世帯１
台まで）、生ごみ堆肥化容器…購
入費（税込み）の3分の１（上限：コ
ンポスト容器2千円、ボカシ容器
600円、１世帯各２基まで）100円
未満は切り捨て

※生ごみ処理機は申請書の提出が必要
です。生ごみ堆肥化容器は購入時に補
助金額が差し引かれます。
他 �詳細についてはホームページをご
覧ください。

裁判所の民事・家事調停
　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、ぜひご利用ください。隣
の騒音が気になるなどの民事調停は
豊田簡易裁判所へ電話��（☎0565-32-
0329）、遺産相続などの家事調停は名
古屋家庭裁判所岡崎支部家事係へ電話
（☎0564-51-8950）してください。

ホームページ

区分 みよし市

受付業種 ①建設工事・工事関係委託（コンサル）
②物品など（その他委託を含む）

受付期間 令和4年1月4日（火）から2月15日（火）までの平日、午前8時か
ら午後8時まで

申請方法

あいち電子調達共同システムによる申請
①建設工事・コンサル
　（申請・電子入札にICカードが必要）
　Shttps://www.chotatsu.e-aichi.jp/portal/index.jsp
②物品など
　(申請には不要ですが、電子入札にはICカードが必要）
　Shttps://www.buppin.e-aichi.jp

別送書類 電子申請によるデータ送信後に提出する書類があります

資格の
有効期限 令和4年4月1日から令和6年3月31日まで

問い合わせ
総務課　
☎32-8006　N32-2165
{keiyaku@city.aichi-miyoshi.lg.jp

■入札参加資格審査の定時申請

区分 みよし土地改良区 尾三消防組合
受付業種

各施設にお問い合わせください受付期間

申請方法

問い合わせ
みよし土地改良区事務所
（グリーンステーション三好西側）
☎32-1143　N32-3555

尾三消防組合総務課財務係
☎38-7202　N38-6962
Shttps://www.bisan-fd.togo.���
���aichi.jp
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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。

    12 水
月

   1
    12

2021

　　有料広告

催し・講座
プログラミング・速読
脳トレ体験会追加募集
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
　大人気のマインクラフトを教材にパ
ソコン操作を楽しみながらプログラミン
グを学びます。速読では、タブレット
を使って集中力がつく脳トレをします。
日時 �12月5日・12日の日曜日15：00
～16：30

場所 �明越会館多目的室　対象小学生
定員各日先着で14人　
費用 �1回1,200円（会員は1,000円）
（当日集金）

申込 �希望日の3日前までに、希望日、
氏名（ふりがな）、学校名、学年、
電話番号を明らかにして三好さん
さんスポーツクラブへメール

ぶらり・みよし軽トラ☆マルシェ
緑と花のセンター　
☎34-6111　 N34-6161

日時 ��12月11日(土)9：00～11：30（小
雨開催）

場所 ��イオン三好店駐車場

冬の特別展「めでたい生き物」
碧南海浜水族館  ☎0566-48-3761
　「めでたい」「縁起の良い」にちなんだ
水の中の生き物を紹介します。
期間�12月11日（土）～令和4年1月30日
（日）

場所 �碧南海浜水族館（碧南市浜
はままち

町2-3）
費用 �入館料が必要

若者向け就職支援セミナー
ジョブサポートみよし  ふれあい交流館内
☎33-1860  N32-8222
　就活時のストレスをコントロールす
るための心の持ち方や考え方、就職後
に役立つストレスコントロールについ
て学びませんか。
日時�令和４年1月12日（水）13：30～
15：00

場所 �ジョブサポートみよし
講師 �人材育成コンサルタントの廣

ひ ろ た

田
智
と も こ

子さん
対象 �就職活動中の人、またはその家族
定員 �先着で10人　費用 �無料
申込 �12月1日(水)～令和4年1月6日
（木）の平日にジョブサポートみよ
しへ電話、または直接

健康・福祉
障がい者職業訓練生の募集
ハローワーク豊田　☎0565-31-1400
　愛知障害者職業能力開発校では令和
4年4月入校の訓練生を募集します。
科目 �①ITスキル科、②OAビジネス科、

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

※訓練期間は①～④は1年、⑤は9カ
月です。
※①～③は障がいの種類に関わらず障
がいの診断を受けている人が対象で
す。
選考 �①・②・③・⑤令和4年3月7日
（月）、④令和4年3月6日（日）

申込 �令和4年1月4日（火）～2月16日
（水）にハローワーク豊田または愛
知障害者職業能力開発校（☎0533-
93-2102）へ電話

認知症介護家族交流会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

　家族が認知症ではないかと気になっ
ている人、認知症の家族を介護してい
る人、認知症介護の不安や困りごとを
相談し、交流しませんか。
内容 �介護者交流会～介護の仕方をみん
なで考えよう～

日時 �12月24日（金）13：30～15：30
場所 �市役所2階202会議室
対象 �認知症の（認知症と思われる）家族
を介護している人

申込 �不要。当日、会場へ直接 

ホームページ
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家族介護者交流会「地域サロン」
長寿介護課 ☎32-8009 N34-3388
　小物作りをしながら、介護のお話を
しませんか。
内容 �お正月用小物作り・大人用おむつ
などの展示

日時 �12月8日(水)10：00～11：30
場所 �市民活動センター１階キッズルーム
対象 �高齢者を自宅で介護している家族
費用 �無料　申込 �不要。会場へ直接

回想法教室
「懐かし想ひ出列車」
長寿介護課  
☎32-8009 N34-3388
　懐かしい物や写真などを題材に過去
の楽しい経験話をすることで脳を活性
化し、認知症・認知症の進行を予防し
ませんか。
日時 �12月24日、令和４年1月7日・14
日・28日、2月4日・18日・25日、
3月４日の金曜日14：00～15：00

場所 �市役所または特別養護老人ホーム
安立荘（打越町山ノ神60）

対象 �市内在住で会場まで自分で通うこ
とができる65歳以上の人

定員 �抽選で8人程度
申込 ��12月15日（水）までに申込書（長
寿介護課で配布、ホームページか
らダウンロード可）に必要事項を
記入し、長寿介護課へ郵送、また
は直接

その目、本当に見えてますか
市民病院内　眼科 
☎33-3300
N33-3308
　人間の得る情報の
約8割は目から入る
と言われています。
　現在、日本における失明原因の1位
は緑内障、2位は糖尿病網膜症で、そ
こに網膜色素変性症や加齢黄斑変性症
が続きます。いまだ治療法の確立され
ていない網膜色素変性症を除き、これ

らは早期発見早期治療によって進行を
予防し、視機能を守ることが可能で
す。特に上位の2つについては、進行
すると最終的に失明に至る一方で、初
期から中期の段階では自覚症状に乏し
く、自身で気付かない内に病気が進行
していき、症状を自覚した時には既に
失明寸前、改善の見込みなしといった
ことも珍しくはありません。そうなら
ないためには、定期的な眼科診察を受
けることが必要です。健康診断で眼底
異常を指摘された、内科で糖尿病の
診断をされた、自覚症状がないからと
いって放置していると、取り返しがつ
かないことになるかもしれません。
　当院では視野検査や蛍光眼底造影検
査、負担の少ない光干渉断層血管撮影
など、上記疾患の診断・評価に重要な
各種検査を行っています。もちろん白
内障の手術加療なども行っています。
上記について少しでも心当たりがある
方は、ぜひお気軽に眼科を受診してく
ださい。

ホームページ

名称 内容 日時 場所 費用 問い合わせ

オリーブ 脳トレ、回想法、大正琴、
歌、健康体操など

12月16日（木）
13：30～15：00

社会福祉法人翔寿
会ケアハウス寿睦
苑（福谷町寺田4）

無料
きたよし地域包括
支援センター
☎33-0791

若年の認知症
コミュニティカフェ
w
ワ ラ ウ
arau�c

カ フ ェ
afe

参加者同士の談話、手作り
自分史、音楽に接するなど
（28日は「演奏会」を開催し
ます。詳細は下記参照）

12月8日（水）・18
日（土）・28日（火）
14：00～16：00

三好丘旭1-4-8 100円
きたよし地域包括
支援センター
☎33-0791

にこにこサロン 参加者同士の談話、薬剤師
や看護師などによる相談

12月9日（木）
14：00～15：00

サンライブ講座室
兼音楽室1・2 無料

なかよし地域包括
支援センター
☎34-6811

オレンジ茶房 参加者同士の談話、保健師や
社会福祉士などによる相談

12月28日（火）
10：00～11：00

サンライブ会議室
2・3 無料

みなよし地域包括
支援センター
☎33-3502

12月の認知症カフェ 　認知症の有無を問わず誰もが楽しめる集いの場として認知症カフェを開催しています。
認知症の有無に限らず、どなたでも参加できます。内容は変更となる場合があります。

※オリーブとオレンジ茶房は、予約が必要です。問い合わせ先へご連絡ください。

日時 �12月28日（火）14：00～16：00（演奏は15：00頃～）　
場所 �三好丘旭1-4-8
出演 �ピアニスト日

ひ だ か

高真
ま き

希　対象 �どなたでも可
申込 �不要。当日、会場へ直接

w
ワ ラ ウ

arau c
カ フ ェ

afe　若年の認知症コミュニティカフェで「小さな演奏会2021冬」を開催します
きたよし地域包括支援センター　☎33-0791　N33-0786
　幸せな気持ちに包まれるような演奏会へ足を運んでみてはいかがでしょうか。

▲竹
たけなか

中崇
た か や

也医師
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子育て
育児講座「親子ビクス」
みなよし地区子育て支援センター
打越保育園内 
☎34-1867   N34-6791
　親子で身体を動かす気持ちよさを味
わってみませんか。
日時  12月21日（火）10：00～11：00
場所  打越保育園遊戯室
対象  歩行ができる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  12月7日（火）～14日（火）9：00～
16：00にみなよし地区子育て支
援センターへ電話、または直接

小中学校入学説明会
学校教育課　☎32-8026  N34-4379

　令和４年度、小・中学校に入学する
お子さんを対象に、入学説明会を実施
します。小学校の入学説明会の案内
は、１月上旬に各保育園・幼稚園で配
布、または学校教育課から送付しま
す。中学校の入学説明会の案内は、各
小学校で配布します。内容を確認して
いただき、入学するお子さんと一緒に
ご出席ください。なお、やむを得ず欠

席する場合は、事前に入学予定の学校
へ連絡してください。

スポーツ
タグラグビー体験会
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

　難しい技術は何もいりません。ス
ポーツが苦手な人でも大丈夫です。
日時 �12月5日・12日の日曜日14：00
～16：00

場所 �さんさんの郷ふれあいA広場
対象 �小学生
定員 �各日先着で40人(一人1回限り）
費用 �1回500円（保険料込み、当日集金）
申込 �各開催日の3日前まで
に、右記申し込みフォ
ームで

アドマテックスソフトテニス教室
アドマテックスソフトテニス部
加
か と う

藤丈
たけひろ

博さん  ☎080-1608-9020
　社会人トップリーグに所属する選手
と一緒に練習しませんか。
日時 �令和4年1月29日（土）9：00～12：
00（受け付けは8：30～）

場所 �総合体育館アリーナ

対象 �市内在住・在勤・在学
費用 �1人100円（保険料込み、当日集金）
申込 �令和4年1月7日（金）までに申込用
紙（総合体育館で配布）に必要事項
を記入して総合体育館へファクス
（N34-6030）または直接

インドアソフトテニス大会
ソフトテニス連盟  林

はやし
幸
さちお

男さん
☎090-3482-5556
部門 �①中学生の部、②一般の部
日時 �①令和4年1月9日（日）、②1月16
日（日）9：00～

場所総合体育館アリーナ
費用 �1人1,000円（高校生以下500円）
申込 �12月24日（金）までに総合体育館
へファクス（N34-6030）または
直接

採　用
社会福祉協議会正職員
社会福祉協議会  
福祉センター内
☎34-1588 �N34-5860
対象 �普通運転免許を持っていて、社会
福祉士、介護支援専門員、主任介
護支援専門員、保健師のいずれか
の資格を持っている人

定員 �1人
申込 �12月15日（水）までに試験申込書
（ホームページからダウンロード
可）に必要事項を記入し、社会福
祉協議会へ直接

※詳細はホームページをご覧くださ
い。

※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。

　　有料広告

申し込みフォーム

ホームページ
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市民病院職員
市民病院　
☎33-3300 �N33-3308

【常勤職員採用】
職種 �①管理栄養士、②社会福祉士、③
看護助手　　

対象 �①昭和61年4月2日以降に生まれ
た人で、管理栄養士の免許を有す
る人、②昭和58年4月2日以降に
生まれた人で、社会福祉士の免許
を有する人、③介護福祉士の資格
を有するまたは介護職員初任者研
修修了者の資格を有する人

定員 �①・②各1人、③若干名
選考 �面接試験、適性検査
試験 �①・②令和4年1月14日（金）、③
随時

採用 �①・②令和4年3月1日（火）、③随
時

申込 �提出書類（市民病院で配布の募集
案内、またはホームページを参
照）を市民病院管理課へ郵送（〒
470-0224　三好町八和田山15）、
または直接（①・②は12月24日
（金）までの平日8：30～17：00に
提出）

他 �院内保育所完備
【会計年度任用職員採用】

職種 �①診療放射線技師、②看護助手
対象 �①診療放射線技師の資格を有する
人、②介護福祉士の資格を有する
または介護職員初任者研修修了者
の資格を有する人（無資格でも可）

定員 �若干名　
選考 �書類審査、面接試験

採用 �随時
申込 �提出書類（市民病院で配布の募集
案内、またはホームページを参
照）を市民病院管理課へ郵送ま
たは直接

他 �院内保育所完備

伝言板
文化庁無料講座　はじめての日
本舞踊子ども教室
内容 �日本舞踊講座
日時 �12月1日・8日・15日・22日、令和
4年1月5日・12日の水曜日①17：
30～18：30、②18：30～19：30
（全6回）

※1月10日（祝）にリハーサル、1月15
日（土）に発表会を行います。
場所 �三好下公民館（園原二丁目1-2）
対象 �小学生以上（保護者同伴）
定員 �先着で各10人　費用 �無料
持物 �浴衣一式、足袋
申込 �日本舞踊瑞鳳流へメール（{info@
　　zuihouryu.jp）または電話（☎052-
　　-217-8729）

友好都市・200年祭　
コロンバス市をもっと知ろう！
　今年、友好都市コロンバス市は創
立200周年を迎えました。現地での
取り組みを写真などで紹介します。
200年祭を一緒にお祝いしましょう。
日時 �令和4年1月8日（土）～18日（火）
9：00～20：00（16日は18：00ま
で、18日は15：00まで）

※毎週日曜日は18：00閉館、月曜日

は休館です。
場所 �サンライブ1階ギャラリー
問合 �みよしコロンバス友好協会の大

おおち
地

康
やすひろ
弘さんへメール（{ysochi@hm.

　　aitai.ne.jp）

講演会「引きこもりとしょうの
うファーム」
日時 �12月15日（水）18：30～20：30
場所 �サンアート研修室
講師 �はしたにクリニック院長の端

はしたに
谷

毅
たけし
さん（一般社団法人しょうのうフ

ァーム理事長）
定員 �先着100人　費用  500円
対象 �市内在住
申込 �前日までに氏名、所属（学校名、
施設名、保護者など）を記入し一
般社団法人しょうのうファームへ
メール（{shounoufarm@gmail.
com）

ゆる森　親子でゆったり外遊び
　大人も子どもも一緒に自
然の中でゆったりと過ごし
ませんか。
内容 �ツルやまつぼっくりでリースやツ
リーを作る

日時 �12月23日（木）10：30～12：30　
場所 �洲原公園（刈谷市井

い が や
ヶ谷町洲

すはら
原4-1）

対象 �未就園児とその保護者
定員8組程度　
費用 �1回1,000円
申込 �親子の名前、年齢、電話番号を明
らかにして、森のようちえんてん
とうむしへメール（{2021tentou

　　mushi@gmail.com）

　　有料広告

ホームページ

ホームページ



1月の相談
◦�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。

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（休館日を除く）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（火）13：30～16：30 市役所2階202会議室 不要
法律相談 14日（金）13：30～16：30 市役所2階202会議室 必要（前日まで）
司法書士・行政書士・土地
家屋調査士合同相談 18日（火）13：30～16：30 市役所2階202会議室 必要（前日まで）

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

障がい者面接相談
（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）☎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階ふくしの窓口 必要（前日まで）☎76-5663

介護・高齢者福祉サービ
スの相談 平日8：30～17：00

市役所1階長寿介護課

不要

☎32-8009
きたよし地域包括支援センター
（ケアハウス寿睦苑内） ☎33-0791

なかよし地域包括支援センター
（福祉センター内）� ☎34-6811

みなよし地域包括支援センター
（みよし市民病院内） ☎33-3502

成年後見相談 ①平日8：30～17：00、②12日（水）
13：00～17：00

①成年後見支援センター（福祉
センター内）、②おかよし交流
センター

必要（前日まで）成年後見支援センター☎41-8063

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 ☎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（水曜日を除く） 市役所2階子育て支援課 不要 ☎32-8034

子育て相談
毎週火～金曜日9：00～16：00 子育てふれあい広場

（子育て総合支援センター内） 不要 子育て総合支援センター
☎34-0500

毎週火・水曜日13：00～16：00 子育てふれあい広場
（カリヨンハウス内） 不要 子育てふれあい広場

☎36-1181
NPO・協働相談 6日（木）13：30～16：30 市役所3階協働推進課 必要（前日まで）☎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 12日・26日の水曜日13：30～15：30 緑と花のセンター営農相談室 必要 ☎34-6111

教育に関する相談
（家庭・学校・不登校・特別
支援）

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

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

毎週木曜日18：00～20：00 市役所2階学校教育課 必要（前日まで）
心配ごと相談 5日（水）・20日（木）9：00～12：00 福祉センター2階相談室 予約者優先 社会福祉協議会☎34-1588
こころの電話みよし（小学
生～19歳とその家族） 毎週土曜日12：00～16：00 電話のみ 不要 教育行政課

☎34-5874（専）
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 11日（火）9：00～、10：00～、11：00～
25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） 必要（前日まで）☎33-1860（専）

巡回労働相談 11日（火）13：00～、14：00～、15：00～
栄養・歯科相談 12日（水）9：00～11：30

衣浦東部保健所

必要 ☎0566-21-9338
夜間エイズ・梅毒検査 17日（月）18：00～19：00 不要

☎0566-21-4797エイズ・肝炎・梅毒検査
4日・11日の火曜日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（金）14：00～16：00 必要 ☎0566-21-9337
検便・水質検査 毎週火曜日9：00～11：30 衣浦東部保健所みよし駐在 水質検査は要予約 ☎0566-21-9353
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Novas Informações （Português）
　　　News & Information（English）外

がいこくごじょうほう

国語情報

※�広報みよしの中から、外国人の皆さんにも特に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：2，270人　市人口に占める割合：3.7%（令和3年11月1日現在）

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. 

記
後
集
編

年
ねんまつ ね ん し

末年始の市
し み ん か

民課窓
まどぐち

口の混
こんざつ

雑状
じょうきょう

況
Congestionamento no Setor de 
Cidadania durante o final e começo 
de ano
Setor de Cidadania
☎0561-32-8012　N0561-32-8048
Durante o período de final e começo de 
ano, geralmente muitos cidadãos realizam 
procedimentos de mudança de endereço para 
dentro ou fora de Miyoshi, e por isso espera-
se que o Setor de Cidadania esteja lotado. 
Especialmente nos dias 27 de dezembro 
(segunda), 28 de dezembro (terça) e 4 de 
janeiro de 2022, o tempo de espera no balcão 
do setor poderá ser muito longo. Pedimos que 
venha com bastante tempo livre e disponível. 
 

（日本語の記事は11ページ参照）

Citizens Affairs
☎0561-32-8012　N0561-32-8048
At the year-end and start of the new year, 
many citizens file paperwork for transfer into/
out of the city, etc. at the Citizens Affairs 
counter, so crowded conditions are expected. 
Particularly long waits are expected on Dec. 27 
(Mon), Dec. 28 (Tue) and Jan. 4 (Tue), 2022, 
so please allow plenty of time on these days.

年
ねんまつ ね ん し

末年始の市
し み ん

民病
びょういん

院の救
きゅうきゅう

急医
いりょう

療体
たいせい

制
（日本語の記事は11ページ参照）

Sistema Médico Emergencial do Hospital 
Municipal durante o final e começo de ano
Hospital Municipal
☎0561-33-3300   N0561-33-3308
O sistema médico emergencial do Hospital Municipal de 
Miyoshi funcionará do seguinte modo durante o final e começo 
de ano (veja a tabela).　Caso deseje realizar uma consulta 
médica, verifique antes ir por telefone ou pelo site do hospital 
quais especialidades estão disponíveis.

Municipal Hospital　
☎0561-33-3300   N0561-33-3308
Emergency care service provided by the Miyoshi Municipal 
Hospital is shown in the table below.If a medical examination is 
desired, before coming to the hospital, patients should confirm 
either by telephone or by checking the hospital’s home page that 
the relevant medical department can provide treatment. 

Data
Dezembro de 2021 Janeiro de 2022

28
（ter）

29
（qua）

30
（qui）

31
（sex）

1
（sáb）

2
（dom）

3
（seg）

４
（ter）

Sistema ○ △ △ △ △ △ △ 〇

○…Consulta Normal   △…Atendimento Emergencial

○… Usual medical examination service  △…Emergency care service

Date
December 2021 January 2022

28
（tue）

29
（wed)

30
（thu）

31
（fri）

1
（sat）

2
（sun）

3
（mon）

４
（tue）

Medical service 
provided ○ △ △ △ △ △ △ 〇

　9月の人事異動で広報情報課へ配属になりました。慣れない編集
ソフトやカメラに悪戦苦闘の日々。そんな中、初めての取材はわか
ば保育園での地域連携スポーツ開放講座でした。園児たちのはじけ
る笑顔を撮影しようと奮闘するも、思うような写真は撮れず…。カ
メラの奥深さをあらためて感じました。6年前に購入したものの最
近あまり使っていない一眼レフカメラを引っ張り出して、家で練習
しようと思います。取材に伺った際はよろしくお願いします。（松）

Miyoshi Municipal Hospital Emergency Care
Service During Year-end/New Year HolidaysCity Hall Citizens Affairs Counter 

Expecting Crowded Conditions at 
Year-end/New Year
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　令和4年1月から始まる「JAPAN RUGBY LEAGUE ONE」の開幕節（VS 静岡ブルーレ
ヴズ）と第3節（VS NTTドコモレッドハリケーンズ大阪）の豊田スタジアム開催の2試合
で、みよし市在住の人を対象に「チケット優待販売」を実施します。

各試合のチケット一般販売開始日時から各試合の試合前日まで
※チケットの予定枚数がなくなり次第、受付を終了します
※チケット一般販売開始日時はヴェルブリッツ公式ホームページをご
覧ください

販売内容

販売期間

●対象試合
①令和4年1月9日（日）vs 静岡ブルーレヴズ
② 令和4年1月22日（土）vs NTTドコモレッドハリケーンズ大阪
※キックオフ時間はヴェルブリッツ公式ホームページをご覧ください

スポーツ課　☎32-8027　N34-6030

公式ホームページ

トヨタヴェルブリッツ 市民チケット優待販売

ヴェルブリッツをスタジアムで応援しよう

ⓒ TOYOTA VERBLITZ

ⓒ TOYOTA VERBLITZ

ⓒ TOYOTA VERBLITZ

●割引率
一般価格から 30%OFF
●対象席種
メイン・バック3階指定席、メイン・バック4階指定席、1階サイドスタン
ド指定席（北・南）、2 階サイドスタンド指定席（北・南）

会員登録

購入方法

下記のURLまたは２次元コードにアクセスし「みよし市民優待会員」に登
録（無料）後、公式ホームページからチケット購入

Shttps://piagettii.e-get.jp/verblitz/pe/&mk=14

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

●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 12月6日（月）、令和4年1月4日（火）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

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。

みよし市公式インスタグラム

市政情報番組
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