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今月号の表紙
　12月12日、チャレンジク
ラブによるしめ縄作りが行
われました。講師の指導のも
と、良い新年を迎えられるよ
うにと思いを込めてわらで縄
をなっていきました。

▪家庭教育だより　はぐくみ･･･15　　▪保健ガイド･･･18　　▪みよしインフォメーション･･･20

市政ニュース
▶確定申告� 6
▶マイ・シティ・レポートの運用を開始します� 8
▶�パブリックコメント　スポーツ推進計画改訂版� 11

特集 新年のごあいさつ



　

新年のごあいさつ新年のごあいさつ

みよし市長みよし市長

小小
お の だお の だ

野田野田賢賢
け ん じけ ん じ

治治

謹謹

新新

明　　　
　令和2年10月に菅

すが

義
よしひで

偉首相が所信表明演説で2050年までに温室効果ガス排出量を実質ゼロにする目
標を宣言しました。これに先立ち令和元年12月に本市も、政府の方針と同様の「ゼロカーボンシティ宣
言」をし、スペインで行われた「C

コ ッ プ

OP25」では、日本で25番目の宣言都市として紹介されました。今後の
本市における環境政策の方向性を定める計画として令和２年度にパブリックコメントにより皆さまから
ご意見をいただき、令和3年3月に「第２次みよし市環境基本計画」を策定します。この新計画に基づき
令和３年度から、2050年までにCO₂排出量実質「ゼロ」を目指して本格的に事業を推進してまいります。
　また新型コロナウイルスに関しまして、市民の皆さまには、ご自身、ご家族、周りの人の命を守るた
め、今一度気を引き締めていただき、「三密」の回避、マスクの着用と手洗い、こまめな換気の徹底、
「マスク会食」の励行などの感染予防対策を続けつつ、新しい生活様式をより一層、実践していただきま
すようお願いします。
　2期目の任期も３年が経過し、今年は私が掲げたまちづくり政策の８政策30施策に取り組む総仕上げ
の年となります。令和2年3月までにまちづくり政策に掲げた全220事業のうち201事業を実施してまい
ります。残りの19事業についても令和3年度に着実に実行するとともに、「誠実・挑戦・飛躍」をモットー
に、市民の皆さまの声に真摯に耳を傾けながら、第２次みよし市総合計画に掲げる将来像「みんなで育
む　笑顔輝く　ずっと住みたいまち」の実現に向けてさまざまな事業を展開してまいります。
　年頭にあたり、市民の皆さまには市政推進に対し引き続きご支援とご協力を賜りますようお願い申し
上げるとともに、市民の皆さまのますますのご健勝とご多幸を祈念いたしまして、新年のあいさつとい
たします。

けましておめでとうございます。市民の皆さまには、輝かしい新年をお迎えのことと、心よりお
慶び申し上げます。
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賜り、議会を代表し厚くお礼申し上げます。
　昨年は新型コロナウイルス感染症の影響により、市内で開催されているイベントの多くが中止とな
り、寂しさを感じておりましたが、「新しい生活様式」を取り入れて、前向きに活動されている皆さまに
刺激を受け、我々議員一同も議会活動により一層励むことができました。
　さて議会では、議会広報「きずな」を年５回発行し、議員や委員会の活動状況や議会の主な出来事など
を発信しています。他にも、皆さまに議会活動を報告し、ご意見を伺える貴重な機会として、毎年、議
会報告会を開催しておりましたが、新型コロナウイルスの感染リスクを考慮し、中止といたしました。
議会としましては、皆さまにとってより身近な開かれた議会となるよう、より多くの声を聴かせていた
だくための機会を作っていきたいと考えており、新たな取り組みも検討しておりますので、今後の議会
活動にご注目していただければ幸いです。
　私たち市議会は、引き続き市民目線で市政を厳しく監視し、みよし市が一層住みよいまちとなるよ
う、また、皆さまの声を市政に反映させるべく全力で議会活動に取り組んでまいります。
　結びに、迎えた新年が皆さまにとって素晴らしい年となりますよう祈念申し上げますとともに、ふる
さと「みよし」のさらなる発展に全力を注いでまいりますことをお誓い申し上げ、年頭のごあいさつとい
たします。

明 けましておめでとうございます。皆さまにおかれましては、すがすがしい初春を迎えられている
ことと、心からお慶び申し上げます。併せて、日ごろより市議会活動に対してご理解、ご協力を
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みよしのみよしのニューニュースス2020
　新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、生活様式が大きく変わった2020年。みよし市の
行事も中止や内容変更が相次ぎ、今までとは違う1年となりました。皆さんはどんな１年でしたか？

1月12日1月12日
成人式 成人式 
文化センターサンアート文化センターサンアート

1月26日1月26日
新春みよし市マラソン駅伝大会新春みよし市マラソン駅伝大会
三好公園陸上競技場 他 三好公園陸上競技場 他 

2月2日2月2日
市制施行10周年記念市制施行10周年記念

「みんなDEどーもくん！」  公開収録 「みんなDEどーもくん！」  公開収録 
文化センターサンアート文化センターサンアート

7月10日7月10日
市制施行10周年記念市制施行10周年記念
コラボガチャお披露目式コラボガチャお披露目式
イオン三好店イオン三好店

7月23日～26日7月23日～26日、、8月1・2日8月1・2日
市内中学校部活動交流試合市内中学校部活動交流試合
総合体育館　他総合体育館　他

9月27日9月27日
市制施市制施行10周行10周年記念卓球競技技術講習会年記念卓球競技技術講習会
総合体育館総合体育館

10月21日10月21日
みよし市・トヨタ自動車ヴェルブリッツ相互支援みよし市・トヨタ自動車ヴェルブリッツ相互支援
協定締結式協定締結式
みよし市役所みよし市役所

7月6・30日7月6・30日、、8月27日8月27日
避難所開設・運営訓練避難所開設・運営訓練
おかよし交流センター　他おかよし交流センター　他
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６月26日６月26日
市制施行10周年記念給食市制施行10周年記念給食
市内各小・中学校市内各小・中学校

2月16日2月16日
悠学カレッジ20周年記念事業悠学カレッジ20周年記念事業
サンライブサンライブ

7月23日～26日7月23日～26日、、8月1・2日8月1・2日
市内中学校部活動交流試合市内中学校部活動交流試合
総合体育館　他総合体育館　他

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

9月6日9月6日
カヌーポロ交流会カヌーポロ交流会
保田ケ池保田ケ池

9月26日、10月3・10・17・18日9月26日、10月3・10・17・18日
市内小学校球技交流試合市内小学校球技交流試合
市内各小学校市内各小学校

10月31日～11月14日10月31日～11月14日
文化協会作品展示文化協会作品展示
みよし市役所　他みよし市役所　他

11月6日11月6日
友好都市提携20周年記念友好都市提携20周年記念
北海道士別市特産品抽選会北海道士別市特産品抽選会
みよし市役所みよし市役所

11月26日11月26日
名古屋グランパスへ柿の贈呈式名古屋グランパスへ柿の贈呈式
トヨタスポーツセンタートヨタスポーツセンター

7月1日7月1日
新リサイクルステーション開設新リサイクルステーション開設
三好公園第4駐車場北三好公園第4駐車場北

2月19日～3月1日2月19日～3月1日
生涯学習発表会（作品展示）生涯学習発表会（作品展示）
サンライブ 他 サンライブ 他 

５月５月
特別定額給付金申請準備特別定額給付金申請準備
みよし市役所 みよし市役所 

7月21日7月21日
三好池工事見学（天王小学校）三好池工事見学（天王小学校）
三好池　　　　　　　　　　三好池　　　　　　　　　　

9月6日9月6日
カヌーポロ交流会カヌーポロ交流会
保田ケ池保田ケ池

5月25日5月25日
小・中学校授業再開小・中学校授業再開
市内各小・中学校市内各小・中学校
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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
  e-Taxまたは郵送での申告にご協力を
  確定申告

確定申告に関して 市民税・県民税に関して
豊田税務署
☎0565-35-7777
自動音声案内「0」

税務課（市民税担当）
☎32-8003　
N32-2585

　確定申告とは1月1日から12月31日までの1年間に発生した全ての所得

確定申告の方法

☎0570-01-5901操作にお困りの人は、e-Tax・作成コーナーヘルプデスクへ電話

確定申告書等作成コーナー

画面の案内に従い入力

提出は、
e-Taxまたは郵送でOK！

パソコン・スマートフォンで申告

国税庁 検 索

国税庁ホームページにアクセス

次のいずれかで提出
■�2月1日（月）以降に市役所2階税務課、サンネットへ直接
■�豊田税務署（〒471-8521�豊田市常

とき わ
盤町1-105-3）へ郵

送、または直接
※豊田税務署は土・日祝日、執務時間外でも「時間外提出
箱」に提出できます。
※提出箱や郵送で提出する場合で申告書控に受付印が必要
な人は、控用と返信用封筒（要切手）を同封してください。

申告書に
必要事項
を記入

申告書を記入して郵送などで申告

申告・相談期間
2月16日（火）～3月15日（月）

をとりまとめて所得税を計算し税務署へ申告して納税する手
続きのことです。ご自分で確定申告を行う必要があるかは国
税庁ホームページをご確認ください。 ホームページ

　申告会場は大変混雑します。新型コロナウイルス感染症対策のため、安心・安全な
自宅からのe-Taxまたは郵送による提出にご協力ください。

次のいずれかで申告書を入手

■�2月1日（月）以降に市役所

■�国税庁ホームページから
ダウンロード

ホームページ

2階税務課、サンネットで配布
※配布できる申告書には限りがあります。

※振替納税は、申告・納税期限までに確定申告書を提出された
場合に限ります。還付される税金がある場合には、確定申告
書の「還付される税金の受取場所」欄に振込先金融機関名、支店
名、預金種類および口座番号（ゆうちょ銀行の口座への振り込
みの場合は記号および番号）を正確にご記入ください。

■納税および還付について
　納税は、安心で便利な振替納税をご利用ください。

税目 申告・納税期限 口座振替日
申告所得税・
復興特別所得税 3月15日（月） 4月19日（月）

消費税・地方消費税 3月31日（水） 4月23日（金）

　税の質問に対する回答を
税金の種類別やキーワード
で検索することができます。 ホームページ

タックスアンサー
　確定申告の内容別に分か
れた動画を配信しています。

動画でみる確定申告
　AI（人工知能）チャット
ボットに質問内容を入力す
ると自動で回答します。 ホームページ

チャットボット

自宅で申告にお困りのときのお問い合わせ集

ホームページ



7

みよし市役所申告会場

■ふるさと納税
　ふるさと納税のワンストップ特例の適用を申請しており
確定申告をする人は、ワンストップ特例が適用されなくな
ります。控除を受けるには、全てのふるさと納税に係る寄
附金を含めて確定申告をする必要があります。

2月16日（火）～3月15日（月）の平日
9：00～11：00、13：00～16：00

電話予約制  ☎0561-76-5116
みよし市役所3階研修室1・2・3

※次に該当する人は、みよし市役所申告会場で相談でき
ません。下記の豊田市福祉センター申告会場をご利用く
ださい。

※各会場とも、マスクの着用、会場でのアルコール消毒、その他感染症防止
対策にご協力をお願いします。また、検温の結果、受け付けをお断りする場
合がありますのでご了承ください。

�　みよし市内在住でない人、住宅借入金等特別控除がある
人、自営業の人、農業の人、貸家・貸地がある人、土地・建
物・株式などの譲渡や贈与があった人、株の配当があった人、
外国において支払われる公的年金があった人、消費税の申告
が必要な人

場所

□�所得金額の分かるもの（源泉徴収票の原本など）
□各種控除証明書の原本
□筆記用具、電卓
□�印鑑（朱肉を使用するもの）
□�マイナンバーカード
　（または、通知カードと運転免許証など）

申告会場、説明会、相談会への
持ち物チェックリスト□�

□�申告者名義の預貯金口座番号の分かるもの
　（還付申告の場合）
□�昨年までに電子申告に係る利用者識別番号の交付を
受けた人は、その通知書など利用者識別番号の分か
るもの
□�以前申告相談会場を利用した人は、確定申告書の控
えの入った封筒
□�税務署から確定申告書、確定申告書のお知らせの封
書、またははがきが送られてきた人はその書類

※会場では定期的に換気を行いますので暖かい服装でご来場ください。

談 明会 会相 説＆

確定申告にあたっての留意事項
■医療費控除
　平成29年分の確定申告から、領収書の提出の代わりに
「医療費控除の明細書」が必要となりました。申告会場を利
用し医療費控除を受ける人は、完成した明細書を必ず持参
してください。なお医療費の領収書は自宅で5年間保存す
る必要があります。

豊田市福祉センター申告会場

　「豊田市福祉センター申告会場」の開設期間以外の平日は、豊田税務署で申告相談を行います。1月20日（水）までの
相談は電話での事前予約（☎0565-35-7777（自動音声案内「2」））、1月21日（木）以降の相談は入場整理券が必要です。

※2月21日（日）、28日（日）は開設

対象対象 所得税・消費税（個人）・贈与税の申告相談所得税・消費税（個人）・贈与税の申告相談

対象対象 所得税のうち給与所得者・年金受給者の所得税のうち給与所得者・年金受給者の
申告相談申告相談

豊田市福祉センター4階（豊田市錦
にしき

町1-1-1）場所

当日、会場で入場整理券を配布受付

場所

2月12日（金）～3月15日（月）の平日
9：00～17：00 【住宅借入金等特別控除に関する説明会】

　令和2年中に住宅ローンなどを利用して自宅を新築、
または購入した人が対象の説明会です。住宅借入金等特

※オンラインでの事前発券も予定しています。詳し
くは国税庁ホームページ、広報みよし2月号でお知
らせします。

別控除については国税庁ホームページをご覧く
ださい。
日時 �2月12日（金）・15日（月）9：00～17：00 ホームページ

受付

事前の電話予約が必要です！

入場整理券が必要です！

予約は1月25日（月）～3月12日（金）の平日9：00～16：30
※前日までに必ず予約してください。予約がない人は
受け付けができません。空いている早い日時から順に
ご案内します。
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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
  マイ・シティ・レポートの運用を開始します  広報情報課　☎32-8357　N76-5702
　市民の皆さんがレポーターとなって、道路の異常や公園
施設の破損などを専用のアプリ（マイ・シティ・レポート）を
利用して市に通報していただく仕組みを導入しました。
　市と市民の皆さんとが課題を共有し、協働で解決してい
くことで安全で住みよいまちづくりを推進していきます。
利用開始は1月4日（月）からです。皆さんのご協力をお願い
します。

【アプリの入手方法】
　お使いのスマートフォンで右のコードを読み取る、また
は各アプリストアで「My�City�Report」を検索し、アプリ
をダウンロードしてください。

【レポートの対象】
　次のような異常を発見したときに、アプリを利用して通
報してください。
▶道路舗装の穴、ひび割れ、段差などの道路の異常
▶ガードレールやカーブミラーなど、交通安全施設の破損
▶遊具やベンチなど、公園施設の破損
※通報された施設が市の管理ではない場合、市から管理者
に情報提供します。

【利用上の注意事項】
▶�アプリは無料ですが、ダウンロードおよび利用中の
データ通信にかかる費用は自己負担となります。
▶�通報された内容は緊急性・危険性を確認し、優先度の
高いものから対応します。必ずしも全ての通報に直ち
に対応するものではありません。
▶�通報内容の確認は開庁時に行います。特に緊急性が高
い場合は、各担当課まで電話で連絡してください。

iPhone 版 Android 版 使い方

詳しいアプリの登録や
レポートの方法はホーム
ページをご覧ください。

1 30 3月 日 月～ 日（日）（土） 14
  冬季企画展  第39回ひな人形展　歴史民俗資料館　☎34-5000　N34-5150

　毎年恒例のひな人形展を開催します。ひなまつりに飾ら
れた人形を多数展示します。また期間内には県内の博物
館、資料館のひな人形を巡るスタンプラリーもあわせて実
施します。こちらにもぜひご参加ください。
費用無料

9：00～16：30
歴史民俗資料館

資料館の 形人ひ な

※休館日は毎週月曜日です。

御殿飾りひな人形7段飾りの屏風段飾りひな人形 押絵ひな
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　1月1日現在、市内に償却資産(土地家屋以外の構築
物・機械・器具・備品など事業用資産)を所有している
人は申告が必要です。昨年度に申告した人には、令和
2年12月中旬に申告書を郵送しましたので、必要事
項を記入し申告してください。今回新たに申告が必要
な人は、税務課資産税担当へご連絡ください。不申告
や虚偽の申告があった場合は、地方税法に基づく過料
または罰則が適用されることがありますのでご注意く
ださい。
申告 �2月1日(月)までに申告書を税務課へ郵送、または
直接

※申告期限の直前は窓口が大変混み合います。1月
18日(月)までの申告にご協力ください。

　中小事業者などが所有する償却資産、事業用家屋に対す
る令和3年度分の固定資産税、都市計画税が軽減されます。
内容 �令和2年2月～10月の任意の連続する3カ月間の事業
収入が前年同期間と比べて30%以上50%未満の減少
の場合1/2、50%以上の減少の場合全額を軽減

対象 �中小事業者など（法人、個人）
申告 �2月1日（月）までに特例申告書、収入減を証する書類、
特例対象資産一覧（事業用家屋がある場合）をそろえ
て提出

　新型コロナウイルスの影響を受け収入が減少した人を対象と
する市税の徴収猶予の特例において、猶予の対象となる市税の
税目に変更があります。

　申請できる税目が令和3年2月1日までに納期限が到来
する税目に変更されました。
※「地方税法施行令の一部を改正する政令（令和2年政令第
264号）」の一部の規定が施行され、猶予の対象となる市
税が「令和3年1月31日までに納期限が来る税目」から「令
和3年2月1日までに納期限が来る税目」になりました。

【変更に伴い追加で申請できる市税】
　令和2年度市県民税（普通徴収分）第4期、令和2年度国民
健康保険税第7期など

【徴収猶予された場合のメリット】
　猶予期間内の延滞金が免除されます。また今回の特
例により猶予を受ける場合は、担保の提供は必要あり
ません。

【申請について】
対象納税者、特別徴収義務者
※法人、個人（個人事業主・正社員・パートやアルバイト）
申請 �各納期限までに提出書類を納税課へ郵送、または
直接

※既に納期限を経過した税目、納付済みの税目につい
ては申請できません。
※新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐため、原則郵
送での申請をお願いします。

ホームページ

納税課　☎32-8051��N76-5103

　市税などの納付は便利で安心
な口座振替をご利用ください。
※口座振替は市内の指定金融機
関へ直接お申し込みください。
市外の本支店などで申し込む場
合は納税課までご連絡ください。

区分 納付期限
市県民税（普） 4期�2月1日
固定資産税・都市計画税 4期�3月1日
国民健康保険税（普）

7期�2月1日
8期�3月1日後期高齢者医療保険料（普）

介護保険料（普）

市税などの納期

人口�����61,282人（＋27人）
男性�����31,448人（＋17人）

女性�����29,834人（＋10人）
世帯数��24,672世帯（＋52世帯）

※（　）は前月比�　��

みよし市の人口
（令和2年12月1日現在）

  固定資産税（償却資産）の申告��税務課　☎32-8019　N32-2585　

  新型コロナウイルスの影響による徴収猶予の特例についての変更点
���納税課　☎32-8051　N76-5103　

※申請方法、提出書類など詳しくはホームペ
ージをご確認ください。

事業用資産の固定資産税・都市計画税の軽減措置

変更点について！

新型コロナウイルス感染症緊急経済対策
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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

文芸みよしとは文芸みよしとは

  文芸みよしの発刊　文化協会　サンライブ内　☎34-3111　N34-3114

　市制施行10周年記念文芸みよしを発刊しました。多くの作品
を応募いただきありがとうございました。文芸みよしは中央図書
館、市内小・中学校、各行政区事務所、市内老人憩いの家に設置
しています。ぜひご覧ください。

　文化協会が年一回発行している文芸誌です。短歌部会、俳句部会員の
作品に加え、今年度は市制施行10周年記念として市内小・中・高等学校、
一般の人から公募した作品を掲載しています。ぜひお楽しみください。

　12月1日、福祉避難所としての施設利用に関する
協定締結式が行われ、小

お の だ

野田賢
け ん じ

治市長と社会福祉法人
あさみどりの風理事長の熊

くまがい

谷かの子
こ

さんが協定書に署
名しました。この協定は、市内で災害が発生、または
発生する恐れがある場合に、社会福祉法人あさみどり
の風の施設を福祉避難所として利用することを可能と
するものです。社会福祉法人あさみどりの風は、市内
で福祉施設を展開しており、この協定により一般の避
難所での共同生活が困難な人が安心して避難できる場
所として活用されることが期待されます。

　12月3日、みよし市安全・安心なまちづくりに関す
る協定締結式が行われ、小

お の だ

野田賢
け ん じ

治市長とみよし商工
会会長の鰐

わ に べ

部兼
かねみち

道さん、みよし商工会運輸分科会会長
の鈴

す ず き

木卓
た く お

生さんが協定書に署名しました。この協定
は、市とみよし商工会の相互連携を強化し市内の安全
安心なまちづくりを推進するものです。みよし商工会
運輸分科会は、歩行者保護モデルカー活動、交通安全
運動の立哨活動などに協力いただいており、今後も安
全安心に関わる活動を連携して実施していきます。

▲�左から小野田賢治市長、熊谷かの子さん、社会福祉法人あさみどり
の風管理者の柿

かきした
下大

だい ご
悟さん

▲�左からみよし商工会事務局長の柘
つ げ
植誠
まこと
さん、小野田賢治市長、鰐部

兼道さん、鈴木卓生さん

　福祉避難所としての施設利用に関する協定締結
　防災安全課　☎32-8046　N76-5702

　みよし市安全・安心なまちづくりに関する協定締結
　防災安全課　☎32-8046　N76-5702
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　住宅用火災警報器は、火災発生時に煙や熱を感知して火
災の発生を音声や警報音で知らせてくれます。火災を早期
に見つけることができれば、早期避難はもとより、火災の
初期段階で通報や消火ができ被害を軽減できます。住宅用
火災警報器は一般住宅などを対象に設置が義務づけられて

　設置義務のある場所は、次のとおりです。正しく設置さ
れているか確認しましょう。

　みよし市・日進市・東郷町・豊明市・長久手市を管轄する尾三消防組合からのお知らせです。

【注意点】
●寝室として使用すれば、子ども部屋や和室も対象です。
●階段は原則2階以上に寝室がある場合に限ります。

■こんなところが設置場所

□変形、破損している。
□製造から10年経過している。
□�自主点検で故障の音声が鳴る。
□自主点検で音が鳴らない。

自主点検チェックポイント

住宅用火災警報器を設置しましょう

          NEWS 119 尾三消防  尾三消防組合　☎38-0119

います。ホームセンターや家電量販店などで購入できるの

　火災発生時の作動不良を防ぐために、定期的に自主点検
しましょう。住宅用火災警報器の点検は、ひもを引くか、
ボタンを押すかで非常に簡単に点検できます。また住宅用

■定期的に自主点検を

火災警報器の機器寿命は、一
般的に製造からおおむね10
年です。自主点検で次の症状
を確認したら取り替えるよう
にしましょう。

□�

　市では多くの市民が生涯にわたりスポーツに親しむこと
ができる環境づくりを進め、生涯スポーツ、競技スポー
ツ、障がい者スポーツの発展を目的に「スポーツ推進計画」
を策定しています。令和2年度が計画の中間年となるため、
現在、計画の見直しを進めています。その案がまとまりま

【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、1月5日（火）～2月5日（金）にスポーツ課へ郵
送、ファクス、メールまたは直接持参
※口頭および電話での受け付けは行いません。
※意見に対する個別の回答はしません。

ホームページ

  パブリックコメント  スポーツ推進計画改訂版　
���スポーツ課　☎32-8027　N34-6030　{sports@city.aichi-miyoshi.lg.jp

したので、皆さんにお知らせし意見の募集を行い
ます。詳しい内容は、右記期間中に市役所1階情
報プラザ、サンネット、市ホームページでご覧に
なれます。

　令和3年度、小・中学校に入学する子を対象に、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
旬頃、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

  小・中学校入学説明会��学校教育課　☎32-8026　N34-4379　

します。内容を確認していただき、入学する子どもと一緒
にご出席ください。やむを得ず欠席する場合は、事前に入
学予定の学校へご連絡ください。

で、まだ設置されていない家は家族の命を
守るためにも住宅用火災警報器を必ず設置
しましょう。



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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　自然環境に関心を持ってもらい、豊かな自
然環境を次の世代に伝えることを目的に開催
しているこのイベント。この日は3組の親子
が参加し、タモを手に川へ入ると、オイカワ
やギンヤンマのヤゴなどさまざまな生き物を
発見しました。有識者の先生たちから生き物
の生態や特徴の説明を受けると「なるほど」と
感嘆の声が上がっていました。

生物多様性モニタリング
10月31日（土）境川（西一色町）

　秋の味覚を味わってもらおうと、毎年恒例
の人気行事「焼き芋パーティー」が開催されま
した。焼き芋機で焼いたサツマイモは園児が
自分たちで育て収穫したもの。黄金色に焼け
たホクホクの焼き芋を、夢中になって食べて
いました。園児の一人は「甘くておいしい。
たくさん食べられるよ」と満面の笑みでお代
わりしていました。

焼き芋パーティー
11月4日（水）天王保育園

　今年度5回目となる今回は、シルバー人材
センターの会員が丹精込めて育てたビオラや
葉牡丹などの花苗、焼き芋などを販売。訪れ
た人たちは、会員からお薦めの花苗や手入れ
の仕方を聞きながら気に入った商品を購入し
ていました。パンジーの花苗を購入した女性
は「家の庭に植えて色とりどりな花を楽しみ
たいです」と笑顔で話していました。

シルバー直売会
11月13日（金）生きがいセンター太陽の家



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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　グラウンド・ゴルフを皮切りに12種目の競
技が各日程で行われ、14日には三好公園テ
ニスコートで硬式テニスが開催されました。
ミックスダブルスの大会に参加した13組が
優勝を目指して熱戦を展開。鋭いサーブや技
ありなドロップショットなどで得点を決める
と、お互いのラケットでタッチして喜びを分
かち合っていました。

第31回みよし市スポーツ協会
総合体育大会
10月23日～11月29日市内各会場

　みなよし地区拠点施設を新たに整備するこ
とに伴い、市民ワークショップが開催されま
した。このワークショップには、みなよし地
区の行政区から推薦された人と公募で選ばれ
た計18人が参加。「地域の農産物を使ってみ
んなで料理をする調理室がほしい」などさま
ざまな意見が出ました。今後市では、今回の
意見も踏まえ基本設計に着手していきます。

みなよし地区拠点施設整備
第2回市民ワークショップ
11月29日（日）明知上公民館

　市の歴史や文化財に触れ地域への愛着を深
めてもらおうと開催されたこのイベント。参
加者は福谷城跡や黒笹27号窯跡、市指定文
化財の石川家住宅など4カ所をバスで巡りま
した。2番目に訪れた帰西寺では、大切に保
管されている「山

やまごえ
越阿弥陀図」など貴重な文化

財を間近で見学。住職の大
おおしま
島宏

ひろかず
和さんの話に

真剣な表情で聞き入っていました。

文化財めぐり
11月21日（土）福谷城跡など
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深
ふ か だ

田 義
よ し と

人くん
おしゃべり大好き義人く
ん。これからもみんなを沢
山笑わせてね♪　〔福谷町〕

3歳

大
おおたに

谷 優
ゆ こ

心ちゃん
わが家の元気玉、わんぱく
ゆこちゃん！　2歳おめで
とう☆　〔天王台〕

2歳

肥
ひ だ

田 航
わたる

くん
2歳おめでとう！　これか
らも沢山笑って航らしく元
気に成長してね♡　〔莇生町〕

2歳

野
の さ か

坂 唯
ゆ え

笑ちゃん
2歳のお誕生日おめでとう！
これからもたくさん遊んで大
きくなってね！〔三好丘あおば〕

2歳

又
ま た の

野 奏
そ う や

哉くん
笑顔の素敵な奏くん！　こ
れからも元気で楽しく過ご
そうね！　〔三好丘緑〕

1歳

石
いしはら

原 陽
ひ ろ

路くん
祝2歳！　いつもニコニコ元
気いっぱい。これからも皆
を笑顔にしてね♪　〔三好丘〕

2歳

西
にしむら

村 綾
あ や め

恵ちゃん
お歌とダンスが大好きなあや
ちゃん。お姉ちゃんと仲良く
すくすく育ってね。〔三好丘旭〕

2歳

加
か と う

藤 蛍
ほたる

ちゃん
お兄ちゃん大好きほたるん、
これからもモリモリ食べて
すくすく育ってね♡〔三好町〕

1歳

対象 3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  1月14日（木）までに、❶住所、❷保護者の氏名、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

み
よ
し
っ
子
集
ま
れ
！

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

1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。

【応募方法】①答え（例：①…㋐、②…㋑）、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】1月14日（木）必着
【12月号の正解】㋑（応募43通、正解40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2年発行の広報みよしの中で
一番好きな表紙の写真とその理由を教えてください。

 問題  今回は、門松に関するクイズです。門松には雄松と雌松
の2種類がありますが、それぞれで使用される松は何松
でしょうか。正しいものを㋐～㋓からお選びください。

㋐ダイオウマツ　㋑アカマツ
㋒リュウキマツ　㋓クロマツ

雄松
雌松

①

②

雄松雄松
雌松雌松



　スマートフォンやテレビなど電子メディアの普及により、私たちの生活はより便利で豊かに
なりました。その一方、SNSによるコミュニケーション疲れや電子メディアの長時間利用に
よる睡眠不足などが問題となっています。ノーメディアDAYとは、家庭で電子メディアの使
用方法などを改めて考え生活習慣を見直すことで、心と体の健康を守る取り組みです。

心と体の健康を守る 
心と体の健康を守る 

ノーメディアDAYとは？ 

ノーメディアDAY
ノーメディアDAY 　ついついスマートフォンを手に取っている、長

時間テレビを見ている、なんてことはありません
か？　電子メディアを使用しない「ノーメディア
DAY」に取り組んでみましょう。

家庭で実践！　ノーメディアDAY

毎月10日は「みよし市ノーメディアDAY」

step1　電子メディアを使わないことのメリット・デメリットを家族で話し合いましょう

step2　我が家のルールを決めましょう

メリット デメリット
●新しい情報が得られない
●友達とすぐに連絡が取れない
　　　　　　　　　　　　　など

●家族との会話が増える　●睡眠時間が十分に取れる
●情報がたくさんありすぎることによる疲れが減る
●SNSに翻

ほんろう
弄されず、心が安定する　など

　市では平成30年から毎月10日に「ノーメディアDAY」を実施。小・中学校で
は市内共通の保健だよりを発行し、電子メディアによる心身への影響などを学
ぶ機会とするなどさまざまな取り組みを行っています。小・中学生の保護者の
皆さんからは「電子メディア以外の楽しみを見つけるようにしようと話し合い
ました」「電子メディアの使用時間を決め、カードゲームなど家族で遊ぶ時間を
作りました」などという声が届いています。これからも家庭と学校、地域が一
体となって子どもたちの心と体の健康を守っていきましょう。

 

毎毎月月１１００日日はは  
                   

  

わが家のメディアルール（例）  

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

  

電電子子メメデディィアアのの使使いい方方

ににつついいてて家家族族会会議議ででルル

ーールルのの確確認認・・見見直直ししをを

ししまますす。。  

わわがが家家のの「「ノノーーメメデディィアアＤＤＡＡＹＹ」」

はは第第１１日日曜曜日日ににししまますす。。  

ノノーーメメデディィアアＤＤＡＡＹＹ  

◇◇家家族族ののふふれれああいいのの時時間間やや学学習習、、読読書書、、趣趣味味ななどどのの時時間間をを増増ややすすたためめ、、テテレレビビ、、      

  ゲゲーームム、、ススママーートトフフォォンン等等のの電電子子メメデディィアアのの使使用用ををででききるるだだけけ減減ららすすななどど、、    

  家家族族ででルルーールルをを決決めめたたりり、、ルルーールルをを見見直直ししたたりりすするる日日でですす。。  

 

電電子子メメデディィアアをを使使うう時時間間

をを２２時時間間以以内内ににししまますす。。  

みみよよしし市市・・みみよよしし市市教教育育委委員員会会

みみよよしし市市小小中中学学校校長長会会・・みみよよしし市市ＰＰＴＴＡＡ連連絡絡協協議議会会

みみよよしし市市青青少少年年健健全全育育成成推推進進協協議議会会
 

夜夜９９時時以以降降はは、、携携帯帯電電

話話、、ススママーートトフフォォンン等等

のの電電源源をを切切りりまますす。。  

 

母　�晩ごはんのときはテレビをつけずに、
家族での会話を大切にしたいな。

父　�我が家のノーメディアDAYはみんなが家にいる日
がいいね。第2日曜日はどうかな。

子　�20時から寝るまではお友達との
連絡も少ないし、スマホの電源を
切っても大丈夫だよ。

▲市内の施設に掲示しているポスター
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親子のコミュニケーションなどによって育まれる家族の
きずなや家庭のルールづくり、子どもたちの基本的な生
活習慣づくりを考えませんか。
問合教育行政課  ☎32-8028  N34-4379

家庭教育だより №17
はぐくみ



�開館 �9：00～19：00（日曜日は9：00～18：00）
休館 �1月1日（祝）～3日（日）、毎週月曜日（11日を
除く）、12日（火）、28日（木）（整理休館日）

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！

三好丘緑地 　夏は青々とした芝生が魅力の緑地ですが、空気の澄んだこの季節は緑地奥の「浮き雲の桟橋」へ。見慣れた景
色がより美しい姿となり私たちを楽しませてくれます。懐中電灯を片手に訪れてみてはいかがでしょうか。

おすすめ図書
ティーンズ特集コーナー
「時空を超えて」

アキュラホーム　西
にしぐち
口彩

あや の
乃／著

扶桑社　請求記号519.1／ニ
木のストロー

　世界初の木のストロー。開発に踏み出した
のは、住宅会社広報担当の女性社員だった。
さまざまなトラブルを乗り越え、完成するま
での道のりや、地産地消と地域の雇用創出、
環境問題への取り組みなど、木のストローが
つくる未来について書かれた一冊。

　3月2日（火）からは「ティーンアクティ
ビティPassion！　ティーンズが今、
熱くなっているものは？」をテーマに
展示します。お楽しみに！

一般図書

マンロー・リーフ／文　ロバート・ローソン／絵
光
みつよし
吉夏

なつ や
弥／訳　岩波書店　請求記号908／イワ

はなのすきなうし

　なにより花が好きな牛フェルジナンドは、
大闘牛会に出されても、じっと座って花の匂
いをかいでいたという。闘牛の国スペインの
お話。個性を尊び、花を愛するこのお話は
「平和」の象徴としても昔から愛されてきた物
語です。1953年に岩波書店から創刊された

絵本

「岩波の子どもの本」シリーズは、戦後の日本の子どもたちに豊かな文化
を与えてくれました。改めてこのシリーズを読んでみませんか。

　中央図書館1階ティーンズコーナー
では2月21日（日）まで、「時空を超え
て」をテーマに37冊の本を展示してい
ます。古典から新作まで、過去、現在、
未来と行き来する主人公、この世界で
生きる者、向こうの世界で生きる者た
ちを描いた物語を一堂に集めました。

特集コーナー次回予告
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みよしの景観百選

図書館だより
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来てみりん！
石川家住宅

街角アート

作 品 名	 流水 Running Water
作 者 名　鹿

し か た
田　淳

あ つ し
史

受 賞	 1997年度特選　
設置箇所　ひばりケ丘地区
制作意図　大地、山、水、自然宇宙の姿は、私に限りないインスピレーション
を与える。空間における人と彫刻とのかかわりを、ここでは、風景というテー
マを取り入れ、表現しようとするものである。それは、単位となる幾何学的形
体を構築してゆくことで、多角的な視覚性を作品に与え、空間における調和と
リズムを創り出す。

問合企画政策課  ☎32-8005  N76-5021

市指定文化財石川家住宅で、昔懐かしい遊びや
体験をしてみませんか。
	開館水・木・土・日曜日 9：00～16：30
問合石川家住宅　☎・N32-3711

　平成元年度から15年度まで開催されたアートタウン三好彫刻フェスタ。市内
には、入選作品70点が設置され、日常の景色の中で出会うことができます。

2月の講座 　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。

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

6日（土） 一閑張りを作ろう 13：30～15：00 かごに和紙を張り、その上に柿渋を塗り仕上げる。先
着で3人。全4回（2月から3月の第1土曜日に開講予定）

13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作る。先着で3人。新品の靴下1
足・大きな洗濯バサミ・裁縫道具を持参

20日（土） 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

21日（日） 柿の実飾りを作ろう 13：30～15：00 布切れと綿で作る。先着で3人。古い布・綿・裁縫道具
を持参

27日（土） 布
ぬ の ぞ う り

草履を作ろう 9：30～11：30 古い布を使って作る。先着で3人。和はさみ・綿の布を
持参

28日（日） クラフトテープでひな人形を
作ろう 13：30～15：00 クラフトテープと布で作る。先着で3人

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

　部屋と部屋の間の天井下にある欄間。部屋に風を運んだり光を通し
たりするために設けられた、和風建築に見られる建具です。美しい彫
刻が施された欄間をぜひご覧ください。

見て
みよう

欄
ら ん ま

間
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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
Curso p/ Papai e Mamãe

3月12日（金）
 9：00～10：30
10：30～12：00

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

母子健康手帳、子育てサポー
トガイド、筆記用具 各回4組 3月5日（金）

まで

Crianças

▲

乳幼児

教室名 日　程 対　象 内　容 定員 申し込み 備考

す く す く 教 室
Aula de preven ção

sobre a alimentação e
2月10日（水） 生後7カ月ころ

の子 身体計測、離乳食の話 12人 2月3日（水）
まで

時間は予約時に
ご案内します。

歯 科 健 診
Exame odontológica 2月18日（木） 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 2月10日（水）
まで

むし歯予防教室
Aula de orienta ção

de preven ção de cárie
2月15日（月） 令和2年1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 16人 2月8日（月）

まで

わ ん ぱ く 教 室
Conselho sobre 

nutrição da criança
3月9日（火） 平成31年1月・2

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 3月2日（火）

まで

● 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　程 備　考

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。ご理解をお
願いいたします。
　

3・4 カ 月 児 健 診
Exame M�dico para
bebês de 3～4 meses

2月9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。

2月16日（火）

1歳6カ月児健診
Exame M�dico para
crianças de 18 meses

2月10日（水）

2月24日（水）

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

2月3日（水）

2月17日（水）

新型コロナウイルス
感染症情報について

　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。

　市内の新型コロナウイルス感染症情報につ
いては、ホームページをご覧ください。

※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。

2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

ホームページ



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）
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■2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。時間は受付時間

7日（日）山口胃腸科外科クリニック
豊田市大清水町原山108-3 ☎0565-46-2211

11日（祝）たつや整形外科クリニック
豊田市若林西町北山畑117 ☎0565-52-3300

14日（日）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

21日（日）
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

 23日（祝）ひので整形外科
豊田市日之出町2-11-11 ☎0565-36-5511

28日（日）むつおクリニック
豊田市浄水町伊保原173-1 ☎0565-43-3688

健診・検診はお済みですか

健診結果の健康電話事後相談を実施しています

 がん検診
 そ の 他

 健  診    特定健診・後期高齢者健診（問診、身体計測、
血圧測定、血液検査、尿検査、心電図）
肺、胃、大腸、前立腺、乳、子宮頸
骨密度検診、肝炎ウイルス検診、胸部エック
ス線検査、歯科健診など

　ご自身の健康管理のため、大切な家族のため、ぜひ健
診を受けましょう。まだお済みでない場合は、お早めに
受診してください。健診（検診）の種類により対象者が異
なります。健診では、一度に21種類の生活習慣病（高血
圧や糖尿病・脂肪肝など）の兆候を発見できます。詳細
は、健康推進課へお問い合わせください。
 

令和2年度の健診・検診受診期限は
1月30日（土）までです

　「テレビの健康情報を見て取り組んでいる
けれど、長続きしない」「コレステロールが
高めだから、食事や運動で改善したい」など、
健康に関するお悩みはありませんか。
　健診結果をもとに、保健
師・管理栄養士が個別で健康
相談に応じます。職場などで
受けた健診の相談も可能で
す。相談を希望する人は健康
推進課へお電話ください。

受診券を確認してね！
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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



2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10：00～12：00、13：00
～17：00

サンネット相談室
カリヨンハウス内

人権相談、行政相談 10日（水）13：00～16：00 市役所2階202会議室 不要
法律相談 12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 16日（火）13：00～16：00 市役所2階202会議室 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 10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9：00～16：00 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 4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 10日・24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 5日（金）・22日（月）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 9日（火）9：00～、10：00～、11：00～ 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 9日（火）13：00～、14：00～、15：00～
栄養・歯科相談 10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 15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不要エイズ・肝炎・梅毒検査

2日・9日の火曜日9：00～11：00骨髄バンクドナー登録 必要
アルコール専門相談 2日（火）14：00～16：00 必要

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

26日（金）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

検便・水質検査 毎週火曜日（祝日を除く）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

26 広報みよし　2021年 1月号



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：2,220人　市人口に占める割合：3.6%（令和2年12月1日現在）

記
後
集

編 　年に4回実施されている交通安全県民運動の期間初日、交通委員
の皆さんが夜間に街頭立哨活動をされているのを知っていますか。
年末の交通安全県民運動の際に取材をさせていただき、寒空の下誘
導灯片手に部活帰りの高校生やランニング中の人などを誘導する委
員の皆さんの姿を見ました。活動前には冗談を言い合う楽しい皆さ
んも、交差点へ目を向けると真剣なまなざしに。こうした活動の積
み重ねが私たちの安全を守ってくれているのだと実感しました。（比）

  

Museu de História e Folclore 
☎0561-34-5000  N0561-34-5150
Muitas bonecas que ficaram de enfeite no Hina Matsuri 
estarão em exposição.
▶Período = 30 de Janeiro (sab) até 14 de Março 
(dom)
▶Local = Museu de História e Folclore
▶Horário de Abertura = 9:00~16:30
▶Fechado = Toda segunda-feira
▶Taxa de Visitação = Gratuito

Annual Hina Doll Exhibition to Be Held
Miyoshi Folklore Museum
☎0561-34-5000  N0561-34-5150
A large variety of numerous Hina dolls displayed during 
Hinamatsuri will be on exhibit at the Miyoshi Folklore 
Museum. 
▶Dates＝January 30 (Sat) ～ March 14 (Sun)
▶Location＝Miyoshi Folklore Museum
▶Museum hours＝9:00 am ～ 4:30 pm
▶Closed＝every Monday
▶Entrance fee＝none 
(free of charge)

（日本語の記事は8ページ参照）    

Setor de Escola e Educação
☎0561-32-8026  N0561-34-4379
Tendo como alvo as crianças e jovens que 
ingressarão na escola primária e secundária no 
ano letivo Reiwa 3, será realizado uma reunião 
explicativa sobre o ingresso escolar. O informativo 
sobre a reunião explicativa da escola primária será 
fornecido por cada creche ou jardim infantil por 
volta do começo de janeiro, ou talvez seja enviado 
pelo setor de escola e educação. Já o informativo 
sobre a reunião explicativa da escola secundária, 
será fornecido por cada escola primária. 

School Education Program Div.  
☎0561-32-8026  N0561-34-4379
Meetings to explain about enrollment in elementary and 
middle school will be held for families with children 
entering school for the academic year of 2021. In the 
beginning of January, notices about the elementary 
school enrollment meeting will be distributed by each 
day care and kindergarten, and also mailed out by the 
School Education Program Division. Notices about the 
middle school enrollment meeting will be distributed by 
each elementary school. 

（日本語の記事は11ページ参照）

Reunião explicativa para o ingresso 
escolar das escolas primária e secundária

小
しょうちゅうがっこうにゅうがくせつめいかい

中学校入学説明会

Meeting to Explain Elementary and 
Middle School Enrollment

毎
まいとしこうれい

年恒例「ひな人
にんぎょうてん

形展」の開
かいさい

催
Será realizado o evento anual de “Exposição 
das Bonecas Hina Ningyo”

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
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広報みよしをスマホへお届け！

ダウンロード

みよしTODAY（15分間）�月曜日～土曜日放送
初回放送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�1月4日（月）、2月1日（月）8：00～、18：00～
みよしコミュニティニュース�毎週土曜日生放送（15：50～16：00）

● ケーブルテレビ
　さんさんチャンネル 【123ch】　ひまわり12【地上デジタル12ch】

みよし市公式フェイスブック

市政情報番組

今年は丑年
　今年は「丑」年です。十二支は時刻や方位などを表しており、後に覚えやすくするた　今年は「丑」年です。十二支は時刻や方位などを表しており、後に覚えやすくするた
めに動物が当てはめられたといわれています。十二支の2番目となる「丑」は動物の牛めに動物が当てはめられたといわれています。十二支の2番目となる「丑」は動物の牛
に当たり、古くから農業を助けてくれる、人間にとって大切な存在でした。に当たり、古くから農業を助けてくれる、人間にとって大切な存在でした。
　絵本「みよしのむかしばなし」に収録されている牛にまつわるお話では、西から大き　絵本「みよしのむかしばなし」に収録されている牛にまつわるお話では、西から大き

丑
なつづらを背負ってやってきた一頭の黒牛が、医王なつづらを背負ってやってきた一頭の黒牛が、医王
寺に般若経を運んできたといわれています。この般寺に般若経を運んできたといわれています。この般
若経は「牛が運んできた般若経」として医王寺に保管若経は「牛が運んできた般若経」として医王寺に保管
されています。されています。
　一歩ずつ歩き般若経を運んできた昔話の牛のよう　一歩ずつ歩き般若経を運んできた昔話の牛のよう
に、丑年は着実に物事を進めて将来の成功につなげに、丑年は着実に物事を進めて将来の成功につなげ
る年といわれています。目標に向けて努力を重ねるる年といわれています。目標に向けて努力を重ねる
一年にするのはいかがでしょうか。一年にするのはいかがでしょうか。

▲みよしの昔話で登場した牛の像
（南井山公園）
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