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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
令和2年分保険料（税）納付額の
お知らせ
保険年金課  ☎32-8011  N34-3388
長寿介護課  ☎32-8009  N34-3388
　国民健康保険税、後期高齢者医療保
険料、介護保険料は、確定申告などの
社会保険料控除の対象になります。令
和2年1月から12月の間にみよし市に
支払った保険料（税）がある人には「保
険料（税）納付額のお知らせ」を1月下
旬に郵送でお届けしますので、納付額
の確認にご利用ください。
　みよし市以外の市町村へ支払った保
険料（税）がある場合は、その納付額も
加算して申告ができます。なお、特別
徴収（年金からの引き落とし）で支払っ
た保険料（税）は、日本年金機構などか
ら届く公的年金などの源泉徴収票にも
記載されていますので、重複して申告
しないように注意してください。
　普通徴収（納付書または口座振替）に
よる納付額は、納付実態に合わせてご
家族などの申告に使用できますが、特
別徴収による納付額は、本人の申告の
みでしか使用することができませんの
でご注意ください。

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

対象 �次の全てに該当する人
①おむつ代に係る控除を受けるのが2
年目以降
②主治医意見書の障がい高齢者日常生
活自立度がB1、B2、C1、C2
③主治医意見書の尿失禁の発生可能性
が「あり」
申込 �印鑑（認め印）を持参して、長寿介
護課へ直接

※証明書の即日交付はできません。後
日郵送します。

要介護認定者などの障がい者控除
長寿介護課  ☎32-8009  N34-3388

　本人または扶養している家族が介護
認定を受けている場合、一定の要件を
満たすときは確定申告をする際に障が
い者控除または特別障がい者控除とし
て一定金額が所得から控除されます。
　控除対象者には申請により「障がい

者控除対象者認定書」を交付します。
認定基準日は令和2年12月31日現在、
または死亡日です。

【障がい者控除】
対象 �65歳以上で要支援2以上と認定
を受けた人で、次の全てに該当す
る人

①認定調査票および主治医意見書の
障がい高齢者日常生活自立度が自立、
J1、J2、A1、A2
②認定調査票および主治医意見書の認
知症高齢者等日常生活自立度が自立、
Ⅰ、Ⅱa、Ⅱb

【特別障がい者控除】
対象 �65歳以上で次のいずれかに該当
する人

①要介護4、5
②認定調査票または主治医意見書の
障がい高齢者日常生活自立度がB1、
B2、C1、C2
③認定調査票または主治医意見書の認
知症高齢者等日常生活自立度がⅢa、
Ⅲb、Ⅳ、M
申込 �印鑑（認め印）を持参して、長寿介
護課へ直接

※認定書の即日交付はできません。後
日郵送します。

　市内の自動車盗・車上ねらい・部品ねらい被害は増加傾向
にあります。下記の対策をしっかりと行い、今年も犯罪に
遭わない1年にしましょう。

自動車関連窃盗が増えています

豊田警察署からのお知らせ  ☎0565-35-0110

【対策】
●�自動車は「明るい場所に駐車する」「ハンドルロ
ックやタイヤロックを付ける」などのプラスワ
ン対策をする
●短時間でも車内に荷物を置いたままにしない
●ナンバープレートに盗難防止ねじを装着する
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特設法律相談の開設
市民課  ☎32-8012  N32-8048

　相続や贈与、生活トラブルなどの法
律に関しての悩みや困りごとについ
て、一般社団法人FPみよしネットワ
ーク協会会員の弁護士や司法書士など
が相談に応じます。秘密は固く守られ
ますので、お気軽にご相談ください。
日時 �2月5日(金)13：30～16：30（1人
20分程度）

場所 �市役所2階201会議室　
対象 �市内在住・在勤　定員 �先着で9人
費用 �無料
申込 �1月12日(火)～26日(火)に市民課
へ電話、または直接

弁護士同席の消費生活相談
産業課  ☎32-8015  N34-4189

　悪質商法や商品・サービスに関する
消費生活上のトラブルについて、弁護
士と消費生活相談員が解決のための
サポートをします。おかしいと感じた
ら、早めに相談しましょう。
日時 �1月26日（火）13：30～16：30（1
人40分程度）

場所 �市役所4階相談室11
定員 �先着で4人　費用 �無料
申込 �1月25日（月）までに産業課へ電
話、または直接

「譲ります」「譲ってください」
環境課　☎32-8018  N76-5103
●譲ります　ひな人形七段かざり、子
ども用自転車、自転車用リアカー
●譲ってください　三好中学校男子制
服、保育園のスモック・体操服

【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
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

【譲ってほしい場合】
　1月7日（木）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
※登録期間は3カ月です。

猫の里親募集
三好丘桜行政区三好丘桜地域猫の会   
☎・N36-1213
{myo oka-s@hm7.aitai.ne.jp

　三好丘桜行政区では地域猫活動を行
っています。随時、猫の里親を募集し
ています。「飼いたい」「会ってみたい」
という人は、お問い合わせください。
問合 �三好丘桜行政区へ電話、メール、
または三好丘桜行政区区長の田

たなか
中

朋
ともこ
子さん（☎080-5116-5096）へ

電話

国の教育ローン
（日本政策金融公庫）
教育ローンコールセンター
☎0570-008656（ナビダイヤル）
　高校、大学などへの入学時・在学中
にかかる費用を対象とした公的な融
資制度です。子ども1人につき350万
円以内を固定金利（年1.68％（令和2年
11月2日現在））で利用できます。

マイナンバーカード申請に関するお知らせ

　キャッシュレス決済サービスでチャージまたはお買い物をする
と、上限5,000円分のマイナポイントがもらえます。詳しくはマ
イナンバー総合フリーダイヤル（☎0120-95-0178）へお問い合
わせください。

マイナンバーカードがあるとこんなに便利！
●顔写真付きの公的な本人確認書類として使える
●住民票などの証明書をコンビニで取得できる
●令和3年3月（予定）から健康保険証として使える
●マイナポイントをもらえる　など

マイナンバーカード
総合サイト

　マイナンバーカード交付申請書が地方公共団体情報システム機構より順次
再送付されます。なお申請からカードの受け取りには1カ月程度かかる場合
がありますのでご了承ください。
対象 �カード未取得者のうち交付申請していない人
※75歳以上など一部の人は別途送付しています。

市民課  ☎32-8012  N32-8048

　平日に手続きができない人や窓口の混雑緩和のため、マイナンバーカード
に関する業務について休日窓口を開設しています。
日時 �毎月第2日曜日9：00～12：00　場所 �市役所1階市民課

【マイナンバーカード休日窓口をご利用ください】

【交付申請書の再送付】
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催し・講座
Jリーガーから学ぶ元気ごはん
産業課  ☎32-8015  N34-4189
{sangyo@city.aichi-miyoshi.lg.jp

　食育の大切さをより多くの人に知っ
てもらうため、食育講演会を開催しま
す。ぜひご参加ください。
内容 �名古屋グランパス栄養アドバイザ
ーの森

もり
裕
ゆう こ
子さんによる講演

日時�1月23日(土)10：30～11：30
場所 �市役所3階研修室1～5
対象 �どなたでも可　定員 �先着で20人
費用 �無料
申込 �1月15日（金）までに代表者氏名、
参加人数を明らかにして、産業課
へ電話、メール、または直接

一般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
　新型コロナウイルス感染症によって
仕事の選び方や働き方が大きく変化し
ました。個の時代といわれるこの時期
に合わせた就活を考えてみませんか。
日時 �2月3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
子
こ
さん

対象 �就職活動中の人

定員 �先着で10人　費用 �無料
申込 �1月4日(月)～28日(木)の平日に
ジョブサポートみよしへ電話、
または直接

ひきこもり家族教室
衣浦東部保健所
☎0566-21-9337  N0566-25-1470
内容 �一般社団法人若者支援事業団の菅

すが

沼
ぬま
和
か ず し
司さん・菅

すがぬま
沼功
いさむ
さんによる講

話「ひきこもり経験者が語る『家族
の対応』」

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

おおてまち
手町

1-12）
対象 �ひきこもり状態にある人の家族
定員 �先着で10人　費用 �無料
申込 �前日までに衣浦東部保健所へ電話

わが青春の上
じょうとかい

杜会
昭和を生きた洋画家たち
豊田市美術館　☎0565-34-6610 
　東京美術学校（現東京藝術大学）西洋
画科始まって以来の“秀才揃い”と称さ
れた昭和2年卒業生が結成した美術団
体「上杜会」。激動の昭和を駆け抜けた
彼らの軌跡を作品とともに紹介しま
す。また五感を活用した体験型展示な
どが楽しめるデザインあ展（日時指定、
事前予約制）を同時開催します。ぜひ
お越しください。
日時 �1月5日(火)～3月14日（日）10：
00～17：30（入場は17：00まで）

※月曜日（1月11日を除く）は休館日
です。
場所 �豊田市美術館（豊田市小

こ ざ か
坂本

ほんまち
町

8-5-1）
費用 �一般…1,000円（800円）、高校・
大学生…700円（500円）、中学
生以下…無料

※かっこ内は前売り・20人以上の団体
料金です。障がい者手帳などを持つ人
（介添者1人）、豊田市内在学の高校生
は無料（要証明）です。

防災リーダー養成講座
防災安全課　
☎32-8046  N76-5702
{bosai@city.aichi-miyoshi.lg.jp

　いつ起こるか分からない自然災害。
災害時には地域の人たちが相互に協力
し、助け合わなければなりません。特
にこれからは、新型コロナウイルス感染
症が蔓延する中での対応となり、新た
な取り組みが必要です。
　講座を通して避難所における新たな
知識を学び、地域の防災リーダーとし
て活動しませんか。
日時 �2月27日（土）10：00～16：30
場所 �市役所3階研修室
対象 �市内在住・在勤・在学
定員 �抽選で30人　費用 �無料
申込 �1月22日(金)までに申込書（防災
安全課で配布、ホームページから
ダウンロード可）に必要事項を記
入し、防災安全課へ郵送、ファク
ス、メール、または直接　

※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。

   1   
水1

月   42021

　　有料広告

 療受付時間 月 火 水 木 金 土 祝

 :30～12:00 ○ ○ ○ ○ ○ ※ ○

15:40～1 :30 ○ ○ ○  ○   

 土曜は :30~13:00

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)

★ネット予約できます

★メグリア三好店より西へ500m

ホームページ

ⓒ2016　N.G.E.
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健康・福祉
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。お気軽にご
参加ください。
日時 �1月22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

ヘルスパートナーとみよしを歩ヘルスパートナーとみよしを歩
こう～みどりのこみちコース～こう～みどりのこみちコース～
健康推進課  ☎34-5311 N34-5969
　ヘルスパートナーと一緒に歩きなが
ら、みよしの魅力を再発見しません
か。今回は、自然豊かで四季に応じて
楽しめる約5.3kmのコースです。
日時 �2月5日（金）9：30～11：30（8：00
の時点で雨天の場合中止）

場所 �福谷ハピネスホールに集合
対象 �市内在住　費用 �無料
申込 �不要。当日、集合場所へ直接
※当日、自宅で体温測定をしてからお
越しください。
※過去にこの企画に参加したことがあ
る人は、名札を持参してください。

子育て
親子のふれあいリトミック
子育て総合支援センター　
☎34-0500  N34-0501

　リズムや歌に合わせて、親子で体を
動かして楽しみましょう。半紙破りか
ら雪降らしの展開も、子どもたちに大
人気です。
日時 �2月5日（金）10：00～11：00
場所 �子育て総合支援センター
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 �1月22日（金）～29日（金）9：00～
16：00に子育て総合支援センタ
ーへ電話、または直接

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

1月28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
きたよし地区地域
包括支援センター
☎33-0791

若年の認知症カフェ
w
ワ ラ ウ
arau�c

カフェ
afe

参加者同士の談話、音楽と
の触れ合いなど

1月8日（金）・18
日（月）・28日（木）
13：00～15：30

三好丘旭1-4-8 200円
きたよし地区地域
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
による相談

1月14日（木）
14：00～15：00

サンライブ講座室
兼音楽室1・2 無料

なかよし地区地域
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

1月26日（火）
10：00～11：00

サンライブ和風講
座室 無料

みなよし地区地域
包括支援センター
☎33-3502

認知症カフェ

■1月の認知症カフェ ※内容は変更となる場合があります。

　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。

　市内で5カ所目の認知症カフェとなる「若年の認知症カフ
ェwarau�cafe」。若年性認知症に焦点を当てた全国的にも
珍しい認知症カフェで、初日のこの日は福祉の現場での演
奏に携わる石

いしかわ
川貴
たかのり
憲さんらが演奏を披露しました。企画者

の佐
さと う
藤ハルさんは「音楽に救われた経験があり、若い人も

楽しめる、音楽を軸にした認知症カフェにしたいと思って
います」と話しました。なお1月の開催は上表のとおりで
す。ぜひお越しください。

「若年の認知症カフェw
ワ ラ ウ

arau c
カ フ ェ

afe」オープン
11月28日（土）三好丘旭
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子育て
親子フラダンス
きたよし地区子育て支援センター
☎34-4660  N34-7558

　音楽に合わせて身体を動かし、基本
のステップを覚えて親子で一緒に踊り
ましょう。皆さんのご参加をお待ちし
ています。
日時 �2月10日（水）10：00～11：00
場所 �莇生保育園遊戯室
対象 �2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 �1月27日（水）～2月3日（水）9：00
～16：00にきたよし地区子育て
支援センターへ電話、または直接

ママと一緒に英語で遊ぼう
黒笹地区子育て支援センター
☎36-5722  N36-5108

日時 �1月22日（金）10：00～11：00
場所 �黒笹保育園遊戯室
対象 �1歳半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 �1月8日（金）～15日（金）9：00～16：
00に黒笹地区子育て支援センタ
ーへ電話、または直接

ベビーダンス
みなよし地区子育て支援センター
☎34-1867  N34-6791

　お子さんを抱っこし、リズムに乗っ
て楽しく踊りましょう。
日時 �2月9日（火）10：00～11：00
場所 �打越保育園遊戯室
対象 �3カ月～1歳半までの未就園児と
その保護者

定員 �抽選で15組　費用 �1人15円
持物 �縦抱き抱っこ紐
申込 �1月26日（火）～2月2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

※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

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

日時 �2月18日（木）9：30～12：00
場所 �子育て総合支援センター交流室
対象 �依頼会員…市内在住・在勤・在学で生後2カ月～小学6
年生の子どもを養育していて育児援助を受けたいと
思う人、援助会員…市内在住で、心身ともに健康で
育児の援助をしてくれる20歳以上の人

託児 �あり

申込 �1月6日（水）～30日（土）にファミリー・サポート・
センターへ電話、または直接

あなたの力が必要です
　現在、多くの子育て世代が助けを必要として
います。援助会員の活動は1時間以内のものも
多く、ご自身の空いている時間のみを登録でき
るため無理のない範囲で行うことができます。
「子どもが好き」「働くパパママをサポートした
い」そんなあなたの力をお貸しいただけません
か。皆さんの入会をお待ちしています。
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スポーツ
バスケットボールスクール
バスケットボール連盟  
丹
に わ

羽直
な お み

美さん  
☎080-4223-0555
　愛知学泉大学男子バスケットボール
部OBなどが一人ひとりの能力やレベ
ルに合わせて丁寧に指導をします。詳
しくはホームページをご覧ください。
内容 �①ミニクラス月曜日、②ミニクラ
ス火曜日、③ジュニアクラス

日時 �①月曜日19：00～20：30（月2回）、
②火曜日19：00～20：30（月4回）、
③日曜日19：00～21：00（月4回）

場所 �①緑丘小学校、②三好丘小学校、
③三好丘中学校

対象 �①・②6～12歳（性別は問わない）、
③12～15歳の男子

小・中学校の体育施設スポーツ開放
スポーツ課　総合体育館内
☎32-8027  N34-6030
　令和3年度の市内小・中学校の体育
館・武道場の有料開放について申し込
みを受け付けます。気の合う仲間とス
ポーツを楽しみませんか。
期間  4月10日～令和4年3月12日（12月
28日～令和4年1月4日を除く）18：
30～21：30（学校の行事などによ
り利用中止となる場合あり）

対象 �定期的（年間20回以上）に施設を利
用する計画がある市内在住・在勤・
在学の10人以上で構成する団体

費用  小学校体育館…460円、中学校体

　　有料広告

育館…全面640円、半面320円、
中学校武道場…300円

※1回の使用料金です。
申込  2月13日（土）までに、申請書（総
合体育館で配布）に必要事項を記
入し、スポーツ課へ直接

※市内の総合型地域スポーツクラブ、
みよし市スポーツ協会加盟団体の利用
を優先します。

三好さんさんスポーツクラブの
講座・講座体験会
三好さんさんスポーツクラブ 
☎・N34-3621
{sansan@hm9.aitai.ne.jp

【ZUMBA講座】
日時 �1月21日、2月4日・18日、3月4
日の木曜日10：15～11：15

※4月以降は月2回程度開催予定です。
場所 �明知上公民館
対象 �どなたでも可　定員  先着で10人
費用  1回600円（当日集金）
※1回無料体験ができます。
申込  火・木曜日9：00～15：00、水・金・
土曜日9：00～12：00に講座名、
氏名、電話番号を明らかにして三
好さんさんスポーツクラブへメー
ル、電話、または直接

【キラポンダンスぷち講座体験会】

日時 �2月6日（土）9：30～10：30
場所 �緑と花のセンター研修室
対象 �年中・年長女児

定員  先着で10人程度　費用  500円
申込  1月13日（水）以降に講座名、氏名
（ふりがな）、園名、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

採　用
みよし市職員（非常勤）
人事課
☎32-8351  N32-2165
　非常勤職員として勤務していただく
会計年度任用職員を募集します。
勤務 �1日7時間45分以内で週35時間
以内

期間 �4月1日～令和4年3月31日（職種に
より短期間の場合あり）

選考 �書類選考、または面接
申込 �1月29日（金）までに「みよし市会
計年度任用職員登録申込書」（人事
課で配布、ホームページからダウ
ンロード可）に必要事項を記入し、
人事課へ郵送（必着）、または直接

伝言板
三好ネコの会「ネコの譲渡会」
内容 �ネコの里親探し　
日時 �1月10日（日）10：00～15：00
場所 �カリヨンハウスイベント広場
対象 �ネコを家族の一員として最後まで
飼うことができる人

費用 �無料（譲渡には費用が必要）
申込 �不要。会場へ直接
問合 �三好ネコの会代表の銅

どうき
城みえ子

こ
さ

ん（☎090-7618-1659）へ電話

ホームページ

ホームページ

ホームページ


