
今月号の表紙
　1月10日、総合体育館で成
人式が開催されました。華麗
な晴れ着や真新しいスーツに
身を包んだ新成人たちは、新
たな決意を胸に、未来への一
歩を踏み出しました。

※写真撮影時のみマスクを外し会話をしないようにお願いして撮影しています。
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　１月10日、三好公園総合体育館で成人式が開
催されました。今年、市内で成人を迎えたのは
872人。式典は午前・午後の二部制に分け、マ
スクやフェイスシールドの着用など新型コロナ
ウイルス感染症対策をした上で開催しました。
はじめに小

お の だ
野田賢

けん じ
治市長がお祝いの言葉を贈

り、続いて新成人を代表して第1部は岡
おかだ
田圭

けいすけ
佑

さん、第2部は塚
つかもと
本菜

な な み
々美さんが誓いの言葉を

宣誓。当たり前の生活が変わる中で再認識した
仲間とのつながりの大切さや、これからの人生
を切り開く決意を述べました。式典後は、小・
中学校の恩師からのビデオメッセージの放映が
行われ、新成人たちは懐かしい日々に思いをは
せていました。
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　時代に合わせた、人と環境に優し
い設計ができる建築士になり、人々
を喜ばせる仕事をしたいです。

加
かとう
藤航

こうへい
平さん

　さまざまな考えに触れながら、教
育の現場で未来を創る子どもたちに
応えられる先生を目指したいです。

大
おおくわ
桒浩

こうすけ
輔さん

　小・中学校でお世話になった先生の
ように、子どもの目線で一緒に頑張
れる教師になりたいです。

宮
みやざわ
澤采

あや り
里さん

　大学で学ぶ生命科学の勉強を生か
し、食や健康などで新たな発見をし、
人の役に立つ仕事がしたいです。

栗
くりはら
原佳

か な
那さん

将来の夢

※写真の撮影時のみマスクを外し、会話をしないようにお願いして撮影しています。

成人式実行委員に聞きました
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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

  認知症初期集中支援チームがサポートします
　みなよし地区地域包括支援センター　市民病院内　☎33-3502　N33-3501

対象者の住所地にある地域包括支援センター（下表参
照）へ電話

医師（認知症サポート医）、保健師、
看護師、薬剤師、理学療法士、作業
療法士、社会福祉士、精神保健福祉
士、相談支援専門員

チームメンバー

市内在宅の40歳以上で、認知症状や専門病院の受診
などで困っている本人またはその家族

　市には、認知症の人・認知症の疑いがある人・そのご家族を支援する「認知症初期集中支援チーム」がありま
す。「認知症かも」と思ったら、まずはお住まいの地域の『地域包括支援センター』へご相談ください。家庭訪
問や医療機関との調整、家族のサポートなど、支援チームが必要に応じて支援します。

「様子がおかしい…。 認知症かも？」

そう思ったら、 まず地域包括支援センターへ相談を

① 地域包括支援センターへ
電話または直接

② 認知症初期集中支援チーム
　　　　　がサポート開始

相談対象者

相談方法

住所地（学区） 相談先 電話番号

南中学校区 みなよし地区地域包括支援センター
（三好町八和田山15（市民病院内）） ☎33-3502

三好中学校区 なかよし地区地域包括支援センター
（三好町陣取山39-5（福祉センター内）） ☎34-6811

北中学校区・
三好丘中学校区

きたよし地区地域包括支援センター
（福谷町寺田4（ケアハウス寿睦苑内）） ☎33-0791

【地域包括支援センター一覧】

　支援チームの一員として活動して5年になりま
す。訪問看護師としてご自宅へ訪問し、直接のサ
ポートはもちろん、介護サービスや医師との橋渡し
役などをさせていただいています。
　私自身、認知症ではありませんでしたが数年前に
父を自宅で介護していたときがあり、「自宅で支え
る家族はこんなに不安な気持ちなんだ」と知りまし
た。それ以降、より一層「ご本人はもちろん、ご家

　訪問看護師として認知症初期集中支援チーム（以下支援チーム）で活動している
足
あだち
立久

く み こ
美子看護師から、皆さんへのメッセージをお届けします。

匿名でも、 電話でも構いません。

まずはお話を聞かせてください。

族の不安を少しでも軽くしたい」という気持ちで活
動しています。
　「もし相談して認知症じゃなかったら…」「認知症
状っぽいけど、まだ相談するほどでもないよな」そ
う思っている方もいるかもしれません。しかし認知
症は、早期発見・早期対応が大切です。まずは電話
だけ、匿名でも構いません。お話を聞かせてくださ
いね。
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自家用車に安全運転支援装置を設置する個人
で、次の全てに該当する人

補助対象経費の10分の9（1,000円未満切り捨
て、上限6万円）（補助は1人1台まで）

令和3年3月31日（水）までに、交付申請書兼実
績報告書（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て、下

　市では、高齢者のブレーキとアクセルの踏み間違いによる事故を
抑止するため、後付け安全運転支援装置設置費用を補助しています。

補助対象となる装置
国土交通省の性能認定を受けた、後付け急発進等抑制装置
（ペダル踏み間違い急発進等抑制装置）

  後付け安全運転支援装置の設置費用を補助します　防災安全課　☎32-8046　N76-5702

●市内に住所を有し、申請年度中に65歳に到達する
●自動車運転免許証を保有する
●補助対象車両の自動車検査証に記載された使用者である
●市税および自動車税を滞納していない

手続きの流れ

①��後付け安全運転支援
装置設置販売証明書・
領収書（レシート）

対象者

補助金額

申し込み

【必要書類】
□後付け安全運転支援装置設置販売証明書
□�設置購入費の支払いが確認できる書類（レシートまたは
領収書の写し）
□運転免許証の写し
□車検証の写し

ホームページ

みよし市

申請者

設置販売事業者

③�交付決定通知書を
送付
④�補助金支払い
　（口座振り込み）

②�交付申請書兼
実績報告書・
必要書類提出

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
固定資産税・都市計画税 4期�3月1日
国民健康保険税（普）

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�����61,277人（ー5人）
男性�����31,437人（ー11人）
女性�����29,840人（＋6人）
世帯数��24,688世帯（＋16世帯）
　　　　　　　　　※（　）は前月比�　��

みよし市の人口
（令和3年1月1日現在）

記の必要書類を添えて、防災安全課へ直接
※設置日から3カ月以内に提出してください。
※予算の範囲を超えた場合、受け付けできない場合が
あります。
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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

  災害時等におけるハイブリッドカーによる電力供給に関する協定締結
　防災安全課　☎32-8046　N76-5702

　12月22日、災害時等におけるハイブリッドカーによる電力供給に関す
る協定締結式が行われ、小

お の だ

野田賢
けん

治
じ

市長と原田車両設計株式会社代表取締
役の原

は ら だ

田久
ひさみつ

光さんが協定書に署名しました。この協定は、災害による停電
時に原田車両設計株式会社の外部給電装置付きハイブリッドカーによる電
力供給を可能とするものです。その車両を各広域避難所に配備することで
避難所でさまざまな電化製品などが使用でき、避難者の安心につながるこ
とが期待されます。

▲�左から小野田賢治市長、原田久光さん

　この地域では、近い将来南海トラフ地震による甚大な被
害の発生が危惧されており、また近年頻発する集中豪雨や
台風の巨大化などによる風水害・土砂災害などの激甚化が
懸念されています。このような状況の中、いかなる大規模
自然災害が発生しても機能不全に陥らず、いつまでも元気
であり続けられる「強靭な地域」をつくりあげるため、本市
の強靭化に関する指針となる「みよし市地域強靭化計画」を
策定します。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。

　詳しい内容は、下記期間中に市役所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。

【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、2月6日（土）～3月8日（月）に防災安全課へ郵
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

  みよし市地域強靭化計画　パブリックコメント募集
���防災安全課　☎32-8046　N76-5702　{bosai@city.aichi-miyoshi.lg.jp

　1月15日、みよし市安全安心なまちづくりキャラクターみよ獅子ちゃんを「みよし市
安全安心なまちづくり大使」に委嘱しました。今後、安全安心フェスタなどのイベント
に参加し、市民の皆さんの消防・防災・交通安全・防犯に対する意識の向上と安全安心な
まちづくりを推進します。

みよし市安全安心なまちづくり大使　「みよ獅子ちゃん」

  みよ獅子ちゃんを「みよし市安全安心なまちづくり大使」に委嘱しました
　防災安全課　☎32-8046　N76-5702

　市と包括協定を結んでいる東海学園大学の学生により構成されたみよし市消防団機
能別分団「ちぃむ　ともいき」のアイディアで、2019年3月に誕生しました。

Q 出身地は?　　A 福谷の森の中　
Q 誕生日は?　　A 4月4日（しし）
Q 性格は?　　　A がんばり屋、負けず嫌い

プロフィール
安全安心なまちづくりのために、

全力で がんばるぞ～!!
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  全国瞬時警報システム（Jアラート）の全国一斉伝達訓練を実施します
　防災安全課　☎32-8046　N76-5702

　全国瞬時警報システム（J
ジェイ

アラート）の伝達訓練が2月17
日（水）11：00に全国一斉に行われます。

　Jアラートとは、自然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も
のです。市では、市内54カ所の防災行政無線・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。

2月17日（水）11：00

ごみを焼却できる焼却炉の基準

  野焼きは原則禁止です　環境課　☎32-8018　N76-5103

　ごみの野焼きや基準に満たない焼却炉でのごみの焼却は法律により原則禁止されています。焼却炉の基準は、
下記の基準を確認してください。

□煙突から火炎や黒煙を出さない
□煙突から焼却灰や未燃焼物をまき散らさない
□燃焼室に温度計が設けられている
□�外気と遮断された状態で定量ずつ燃焼室に投入できる（二重扉など）
□助燃バーナーが設けられている
□�炉内と外気が接することなく800度以上の状態で焼却可能である
□燃焼に必要な量の空気の通風が可能である
□煙突の先端以外から燃焼ガスが排出されない

ホームページ

●�風俗慣習・宗教上の行事を行うため
に必要な焼却　　

●�災害の復旧活動や農林漁業を営む
ためのやむを得ない焼却・・・・・・

野焼きの禁止の例外（一例）

※野焼きの禁止の例外となる場合でも
風向きや火の管理など周囲の生活環境
に影響を及ぼさないように行う必要が
あります。

　市内小・中学校の児童・生徒に1人1台タブレットを配備しました。こ
れは、国が全国の小・中学生を対象に1人1台タブレット端末を配備する
「G

ギ ガ

IGAスクール構想」の一環として実施したものです。市ではタブレット
の配備と同時に、教室の無線LAN環境の整備とタブレット保管庫の設置
を行いました。また各教室に、液晶プロジェクターやスクリーン、ノー
トパソコンなどを搭載したICTカートを、特別支援学級に電子黒板を整備
し、学習支援ソフトとしてミライシードを導入しました。今後、より効果
的なICT教育を行っていきます。
導入時期　令和3年1月　　導入台数　6,033台（指導者用、予備機含む）

▲中部小学校6年生の授業の様子

  1人1台タブレットを導入しました　学校教育課　☎32-8026　N34-4379
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市政情報や皆さんに特にお知らせしたい情報をお届けします。市 政 ニ ュ ー ス

  令和2年度(令和元年度実施事業)の行政評価の結果を公表します
　企画政策課　☎32-8005　N76-5021

ホームページ

　行政評価の概要と令和2年度に実施した令和元年度分の評価結果をお知らせします。

　市の目指す将来像の実現に向けて行政が行うさまざまな活動（行政活動）について、客観的に
判断できる値をもとに事業の評価・検証を行うことです。

　

■行政評価とは

■行政評価の目的

行政評価の概要

　PDCAサイクル（右図参照）とは、Plan（計画）ー
Do（実行）ーCheck（評価）ーAction（改善）という
手順を繰り返すことで、業務などを継続的に改
善する考え方です。行政評価はCheckとAction、
Planの一部を担います。市の施策や事務事業に対
して、行政活動の量だけではなく成果を重視した
評価を行うことで、さらに効果的・効率的に行政
活動を行えるようにしています。

目標を設定し
計画を作成

計画をもとに
事業を実行

評価をもとに
改善策を検討

実施した事業の
成果を評価

Plan（計画）

Action（改善）

Check（評価）

Do（実行）

■PDCAサイクルと行政評価の役割

　第2次みよし市総合計画で掲げた将来像「み
んなで育む��笑顔輝く��ずっと住みたいまち」
を実現するため、6つの「基本目標」とその基
本目標を達成するための15の「取組方針（施
策）」を定めています。さらに、各施策を達成
するためにさまざまな「事務事業」を行ってい
ます。
　行政評価では「取組方針（施策）」について評
価を行う「施策評価」と、「事務事業」について
評価を行う「事務事業評価」を行っています。

■施策評価と事務事業評価 　市の目指す将来像
　みんなで育む　笑顔輝く　ずっと住みたいまち

事務事業事務事業

基本目標

取組方針（施策）取組方針（施策）

・各事業の目的や方法を見直し、継続的に行政サービスの向上を図ること
・施策・事務事業の評価内容を公表し、市民への説明責任の徹底と行政の透明性を確保すること
・市職員の意識改革を促すこと

施策評価施策評価

事務事業評価事務事業評価

行政評価
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施策評価結果

　「成果指標達成度」「市民満足度」「市民期待度」の各指標を数値化し、それをもとに次年度の重点施策を決定しま
した。

評価結果　①施策評価

　令和2年度は、令和元年度に実施した462の評価
対象となる事業について評価を行い、現在も実施さ
れている454の事業について「事業の方向性」を決
定しました。ここで決定した「事業の方向性」は、予
算編成を行う際の判断材料として活用しています。

　市では、より客観的に事業の必要性や効率性を評価・検証す
るために、外部の有識者で組織される行政評価委員会を設置し
ています。令和2年度は、令和元年度に実施した事務事業につ
いて462の評価対象から5つを選定し、内部評価の見直しが行
われました。

①内部評価結果 ②外部評価結果

事業の方向性 事務事業数 割合

現状維持 378 83.2％

見直し

拡大 28 6.2％

改善 23 5.1％

統合 8 1.8％

縮小 16 3.5％

廃止・休止 1 0.2％

計 454 100％

内部評価

縮小

現状維持

現状維持

現状維持

統合

外部評価

縮小

拡大

現状維持

拡大

統合

事務事業名

　年金相談事業

　感染症対策事業

　防災情報発信事業

　有害鳥獣捕獲事業

　さんさんの郷イベント
　実行委員会補助事業

　事業の対象と成果を数値化し、「目的妥当性」「有効性」「効率性」「公平性」の観点から評価を行いました。評価は、
市の職員が自ら行う「内部評価」と外部の有識者が行う「外部評価」の2つの視点で行っています。

評価結果　②事務事業評価

■令和3年度重点施策

・みよし市版「ネウボラ」の推進
・子育て支援センター事業の充実
・放課後児童クラブの環境整備

安心して子どもを産み、育てられる環境にしよう

・省電力・省エネルギーの推進
・リサイクル活動の支援
・生ごみ減量化の推進

環境にやさしいまちにしよう

・教育環境の整備
・教育内容・活動の充実
・青少年への見守り活動の推進

心豊かな子どもを育てよう

・みよし市版地域包括ケアシステムの構築
・ひとり暮らしの高齢者などの見守りの充実
・福祉に関する相談支援体制の充実

豊かに暮らせるようにみんなで助け合おう
・地区拠点施設の整備
・企業を支援する環境づくり
・友好都市交流の推進

まちのにぎわいや魅力を生み出そう

・さんさんバスの充実
・幹線道路の整備
・みどりと景観計画の推進

便利で快適な住環境をつくろう

事務事業評価結果



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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　みよし市少年野球クラブと中日ドラゴンズ
ジュニアチームの親睦を図ろうと軟式野球の
交流試合が行われました。みよし市選抜チー
ムは先制点を取られるも、攻守ともに気迫の
こもったプレーで同点に。その後勝ち越し
を許すも1点差という僅差で試合を終えまし
た。会場に駆け付けたチームメイトや家族か
らは大きな拍手が送られていました。

花餅作り
12月15日（火）すみれ保育園

　男女共同参画社会を目指す意識づくりを目
的に行われたこの事業。東海学園大学の学
生が「WITHコロナ時代のワークライフバラ
ンス」をテーマに発表を行いました。リモー
トワークに焦点を当てた調査や育児休暇など
ワークライフバランスに関する調査などの結
果を報告し、学生たちは真剣な表情でメモを
取っていました。

男女共同参画啓発事業
12月17日（木）東海学園大学

　年長児22人が参加し、正月を彩る縁起物
の一つである花餅を作りました。1センチ角
に切られた色とりどりの餅を花に見立て、笹
竹の枝に付けていく園児たち。最初は柔らか
い餅に苦戦するも、こつをつかむと上手に餅
を丸めて、どこに付けるか考えながら仕上げ
ていました。園児たちは「お餅をたくさん付
けたよ」とうれしそうに話していました。

中日ドラゴンズジュニア・
みよし市少年野球交流会
12月12日（土）三好公園野球場



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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　日常生活や学習活動に生かすことができる
書写の力を育てようと、新年恒例の競書会が
行われました。3年生は「新たな挑戦」、2年
生は「輝く生命」、1年生は「公明正大」の文字
を、張り詰めた空気の中、一字一字丁寧に書
き上げていました。生徒の一人は「長い時間
だったけれど集中して書くことができまし
た」と笑顔で話しました。

競書会
1月7日（木）三好中学校

　県内で唯一、スポーツの専門学科が設置さ
れている三好高校がその特色を生かし、地域
貢献とラグビーの普及振興を図ろうと6年生
の児童を対象に開催しました。全6回の最終
回となるこの日は試合を実施。「ナイス！」
「トライ！」など声を掛け合いながら試合を進
め、ラグビー特有のスクリューパスを投げる
など練習の成果を発揮していました。

三好高校によるタグラグビー
出前授業
12月23日（水）南部小学校

　算数・数学を活用して日常生活で感じた疑
問を探求する算数・数学の自由研究作品コン
クール「MATHコン」で、市内在住で高校1年
生の西

にしかわ
川結

ゆい は
葉さんが優秀賞を受賞しました。

西川さんは「“コロナウイルス”もし何も対策し
なかったら…。」をテーマに感染対策の効果を
数学的にモデル化して実証した作品を応募。
小
お の だ
野田賢

けんじ
治市長はその成果を称えました。

第8回算数・数学の自由研究作品コ
ンクール「M

マ ス

ATHコン」受賞報告会
12月28日（月）みよし市役所
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みよしっ子ひろば
HAPPY BIRTHDAY
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近
こんどう

藤 紬
つむぎ

ちゃん
お歌が好きなつむちゃん☆
たくさん食べて元気いっぱ
い過ごしてね！　〔黒笹町〕

3歳

問題  2月は、みよしの特産品「梅」の花が咲く季節。みよし
の梅の花の名所といえば「あざぶ梅の里」や「細口公園」
がありますが、下の写真のうち細口公園で撮影した写
真はどれでしょう。1つ答えてください。

ヒント　市ホームページで「Topics～まちの話題～」（2020年2
月）または「広報みよし」（2020年3月号12ページ）を見てね！

【応募方法】①答え（例：㋐）、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】2月10日（水）必着
【1月号の正解】①エ、②イ（応募49通、正解49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】今月号のみよしInfor-
mation（18～25ページ）で、特に興味のある
記事を教えてください。

山
やまうち

内 梨
り こ

瑚ちゃん
りこの笑顔が大好きだよ！
これからも楽しく笑って過
ごそうね♡　〔三好丘桜〕

近
こんどう

藤 いずみちゃん
お誕生日おめでとう！　元
気で明るい女の子に育って
ね！　〔莇生町〕

2歳

谷
たに

 蓮
れ ん と

斗くん
1歳のお誕生日おめでとう♪
これからの成長楽しみにし
てるね！　〔園原〕

1歳

みよしっ子集まれ！

メール

まちの話題

2月にお誕生日を迎える
お子さんを紹介します

浦
うらたき

瀧 結
ゆ い し

志くん
いつも明るく元気いっぱい！
兄にと姉ねと仲良く育って
ね♡　〔莇生町〕

1歳 3歳

対象  4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  掲載を希望する人は、2月12日（金）までに❶住所、❷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・年齢、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（{koho@city.aichi-miyoshi.lg.jp）
へメール　※申込多数の場合は抽選で掲載決定します。

お詫びと訂正
　広報みよし1月号（第1210号）14ページで大

おおたに
谷優

ゆ こ
心ちゃんの名前の記述に誤りがありました。お詫びして訂正しま

す。正しくは次のとおりです。
誤…大谷優子ちゃん　　正…大谷優心ちゃん

アア

ウウ

イイ

エエ

　ひまわりネットワークで放映中の市政番組「みよしTODAY」の中での紹介を希
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。
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我が家de食育 103
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。
問合学校教育課　☎32-8026　N34-4379

　「食育」は「食」に関するさまざまな知識やバランスの良い「食」を選択する力を身に付け、健康的
な食生活を実践する力を育むことです。市内の小・中学校では、この健康的な食生活を実践でき
る力を育てようとさまざまな取り組みを行っています。中でも北中学校は、「食育」も含めた「健康
づくり」の取り組みが認められ、令和２年度全国健康づくり推進学校「優良校」として表彰されまし
た。今回は、そんな北中学校の取り組みの一つを紹介します。

運動はしてる？

　「早寝・早起き・朝ごはん、野菜たっぷり定食型朝ごはんを
食べよう」をテーマに食育に取り組む北中学校では、毎月19
日「食育の日」の朝、全校生徒、先生を対象に「ヘルスアップ
チェック」を行っています。栄養教諭が作成したヘルスアップ
チェックカードで、就寝・起床時刻や朝ごはんの内容、その日
の朝の気分を4段階で表現するなど5項目について記入し、点
数化。チェックカードに記入することで自分の健康状態を把握
することができます。さらに保護者もコメントを加え、学校と
家庭が一体となって今後の改善点や目標を設定します。

所属
（担当）みよし市役所広報情報課 伊藤（内線5302） 

☎0561-32-8357　N0561-76-5021

重要項目チェック項目　※特に注意して確認をお願いします。
□ 連絡先（電話・FAX番号、メールアドレス）
□ 日時・曜日・場所
□ 氏名（ふりがな）・団体名・名称

　その年、高得点を獲得した生徒は2月の全校集会で
表彰されます。受賞者には賞状と市内の原田農園で収
穫された大根をレシピとともに贈呈。大根の獲得は、
北中生の中ではちょっぴり誇りです。

3年生厚
あつみ
見日

ひ な こ
向子さん（H30、R1受賞）

ヘルスアップチェックを通して、起床・就
寝時刻を意識するようになりました。また
朝食を食べ、きちんと睡眠時間を確保する
と体調も良いことを実感しているので、卒
業しても続けていきたいです

栄養教諭　近
こんどう
藤貴

たか こ
子さん

食事・睡眠・運動は健康な体を保つためにとても重要であ
ることを知ってほしい、という思いから始めました。
「朝は何を食べるといいか」「就寝時間を早めよう」などと
いったことを意識して生活できるようになってきていま

す。また家庭の協力があっ
てこそできる取り組みで、た
くさんの生徒たちが感謝の
気持ちをもつようになりまし
た。これからも学校、地域全
体で取り組んで元気な北中学
校を継続します。

原田農園　原田農園　原
はらだ
田俊
としあき
明さんん

大根が成長するよう大根が成長するよう
に、子どもたちにもに、子どもたちにも
たくましく育ってほたくましく育ってほ
しいねしいね

表彰を行う冬に旬を迎える表彰を行う冬に旬を迎える
大根の提供を快諾。子ども大根の提供を快諾。子ども
たちの成長を離れたところたちの成長を離れたところ
から見守ります。から見守ります。

北中学校の取り組み
ヘルスアップチェック 起床・就寝時刻は？

朝ごはんの内容は？

今日の朝の気分は？



�開館 �9：00～19：00（日曜日は9：00～18：00）
休館 �毎週月曜日、23日（火）～28日（日）（特別整理休館日）
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！

国道153号線
　みよし市民にとってなじみ
深い風景ではないでしょう
か。みよし市と名古屋市・豊
田市をつなぐ代表的な道路。
三好前田交差点付近の中央分
離帯には巨大な大提灯のパネ
ルも。近くを通るときには、
ぜひ見てみてください。

おすすめ図書
図書館読書啓発事業

石
いしい こ う た
井光太／著

新潮社　請求記号490.1／イ

こどもホスピスの奇跡

　「短くても、深く生きる」を理念に、日本で
初めて誕生したコミュニティ型こどもホスピ
ス。患者や病人としてではなく、ごく普通の
子どもらしく過ごせるよう医師らたくさんの
大人が奮闘する日々を描いた感動の記録。

一般図書

奈
なまち
街三

さぶろう
郎／文　花

はなのうち
之内雅

まさよし
吉／絵

すずき出版　請求記号E／ハナ

はしのうえのおおかみ

　谷川のいっぽん橋にはいつも
おおかみがいて、動物たちは橋
を渡らせてもらえません。ある
日、おおかみは橋の上で大きな

絵本

内容 �画用紙などで動物園を作る
日時 �3月14日（日）14：00～16：00
場所 �サンライブ2階研修室兼軽運動室
講師 �絵本作家の高

たかばたけ
畠純
じゅん
さん

対象 �市内在住・在勤・在学の4歳から小学
生までの子とその保護者

※小学2年生以上は子どもだけの参加が
できます。
定員 �先着で親子15組　費用 �無料
持物 �のり・ハサミ・画材（クレヨン・色鉛筆・
マーカーなど）

申込 �2月17日（水）９時からサンライブ
２階総合案内へ電話、または直接

くまとはち合わせ…そこで思わぬことをしたくまに、おおかみは、やさ
しい気持ちを教えられたのです。

絵本ワークショップ
～親子でつくる動物園～

14 広報みよし　2021年 2月号

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	 純愛
作 者 名　牛

うしやま
山　一

はじめ

受 賞	 1989年度特選　　	
設置箇所　三好公園野球場前
制作意図　花による恋占いを題材とし、乙女の純愛を表現しようとした
作品。

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。

3月の講座 水・木・土・日曜日の9時から16時までに、石川家住宅へ電話、または直接お申し込みください。

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） 折り紙でひな人形を作ろう 10：00～11：00 折り紙でひな人形を作る。先着で3人

14日（日） 蓮
はす

の実飾りを作ろう 13：30～15：00 布と綿を使い蓮の実を使用した置物を作る。糸・針・はさ
み・布を持参。先着で3人

27日（土）

布
ぬ の ぞ う り

草履を作ろう 9：30～11：30 古い布を使い草履を作る。和はさみ・綿の布を持参。先着
で3人

刺し子の花ふきんを作ろう 13：30～15：00 白い布に和柄を刺してふきんを作る。裁縫道具・刺し子用
針を持参。先着で3人

パステル画をはじめよう 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

28日（日） 雨の蛙のモビールを作ろう 13：30～15：30 ワイヤーと折り紙で吊り下げる飾り物を作る。先着で3人
（小学3年生以上）

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

石川家住宅の梅
　毎年2月になると、石川家住宅の母屋の前に梅の花が咲き誇ります。四季折々
の美しい姿を見せてくれる石川家住宅ですが、この時季にしか見ることができ
ない鮮やかなピンクと空の青のコントラストはまた見事です。

今、ここが見どころ！今、ここが見どころ！
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▲
妊　婦Gravidez

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
3月10日（水） 生後7カ月ころ

の子 身体計測、離乳食の話 12人 3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 3月24日（水） 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 3月17日（水）
まで

むし歯予防教室
Aula de orienta ção

de preven ção de cárie
3月15日（月） 令和2年2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 3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

さ く ら ん ぼ
Palestra para mamãe 

de filhos gameos
3月24日（水）

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
妊婦さん同士の交流、相談、情報交換
の場所

12組 3月17日（水）
まで

健診名 日　程 備　考

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

3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。

3月23日（火）

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

3月10日（水）

3月25日（木）

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

3月3日（水）

3月17日（水）

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

後期（沐浴）コース
2ªsessão（banho）

3月12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 母子健康手帳、子

育てサポートガイ
ド、筆記用具

各4組 3月5日（金）まで

前期（マタニティ）
コース
1ªsessão（maternidade）

4月9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 10組 4月2日（金）

まで

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。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。

※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。

3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



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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■3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）さくら病院豊田市豊栄町11-131 ☎0565-28-3691

14日（日）吉田整形外科病院豊田市御立町7-100 ☎0565-89-1818

20日（祝）家田病院豊田市畝部西町城ケ堀11-1 ☎0565-21-0500

21日（日）山元整形外科皮膚科豊田市山之手5-113 ☎0565-28-5248

�28日（日）山之手痛みと内科のクリニック豊田市丸山町8-25 ☎0565-27-6581

はホームページをご確認ください。
　　　　　市内在住で市税に未納がない戸籍上の夫婦
　　　　　�3月24日（水）17：00までに申請書（健康推進

課で配布）に必要事項を記入し、健康推進課
へ直接

※書類に不備がある場合、当日の受け付けはできません。
※初めて申請する人には詳しい説明を行いますので、事

　　　　　の合計額（令和元年分）が730万円未満の戸籍上の
　　　　　夫婦
　　　　　�3月24日（水）17：00までに申請書（健康推進課で配

布）に必要事項を記入し、健康推進課へ直接
※書類に不備があった場合、当日の受け付けはできません。
※申請する人には詳しい説明を行いますので、事前に電話連
絡をして来所してください。

　　　　　�令和2年3月～令和3年2月の不妊検査および
一般不妊治療にかかる診療の自己負担分（特定
不妊治療費を除く）の2分の1（限度額10万円）

※通算で24カ月に達する年まで申請できます。詳しく

　　　　　�令和2年4月～令和3年3月の不育症治療および検
査にかかる診療の自己負担分（限度額は15万円）

※助成は一般社団法人日本生殖医学会が認定した生殖医療専
門医が所属する医療機関での治療および検査にかかる診療に
限ります。
　　　　　市内在住で市税に未納がなく、夫および妻の所得

　麻しん風しん混合（MR）予防接種を、対象の皆さんに無料で
実施しています。接種期限までに予防接種を受けましょう。
　　　麻しん・風しん混合（MR）　�　　　第2期
　���　平成26年4月2日～平成27年4月1日生まれ
　　　3月31日（水）まで
　　　市内および豊田市内実施契約医療機関（詳細はホームページ参照）
　　　�麻しん・風しん混合（MR）第2期接種券、健康保険証、母子健康手帳
※予防接種接種券を紛失した人は、再交付します。母子健康手帳を持って健康推進課へ
お越しください。
※市外に転出した人はみよし市の接種券が使用できません。転出先の市町村へお問い合
わせください。

ホームページ

ホームページ

一般不妊治療、不育症治療への助成をご存知ですか？

■一般不妊治療費助成 ■不育症治療費助成

　市では予防接種を計画的に進めるた
め、接種対象年齢よりも早めに通知を
発送しています。接種前に接種券の対
象年齢と同封の案内通知を確認の上、

接種前に、
接種券をご確認ください

麻しん風しん混合（MR）の予防接種を忘れずに

　一般不妊治療費、不育症治療費の助成申請を受け付けています。申請書類の準備に時間
がかかりますので、期日に余裕を持って申請してください。なお、申し込み期限を過ぎた
後の申請は認められませんのでご注意ください。

助成内容 助成内容

申し込み
対  象 対  象

申し込み

期限
場所

種目 種類
対象

持物

前に電話連絡をして来所してください。
※申請が2回目以降の人は、ホームページから
申請書類をダウンロードすることもできます。

接種を受けてください。
対象年齢以前に接種する
ことはできません。
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■�市が主催する催しなどへの参加にあたって、
障がいを理由とする配慮が必要な人は、開催
日7日前までに担当課へお申し出ください。
■�市役所への郵送物は、郵便番号（〒470-0295）
と担当課名のみで届きます。
■�みよし市の市外局番は0561です。

みよしインフォメーション

MIYOSHI Information

お知らせ
環境審議会委員募集
環境課  ☎32-8018��N76-5103
{kankyo＠city.aichi-miyoshi.lg.jp
内容 �環境の保全・美化などに関する必
要な調査および審議　　　　　

期間 4月1日～令和5年3月31日
報酬会議1回につき7,000円
対象次の全てに該当する人
①�市内在住で満18歳以上（市の他の附
属機関の委員、国家公務員、地方公
務員を除く）
②�過去に環境審議会委員に選任されて
いない
③�平日の昼間に開催する審議会に出席
できる（年4回開催予定）

人数 3人　選考書類選考
申込 �2月26日（金）まで（必着）に任意
の様式に住所、氏名、電話番号、
職業、生年月日、応募理由、地域
活動経験などを明らかにして、レ
ポート（1,000字程度。テーマ「私
が望むみよしの環境」）を添えて
環境課へ郵送、ファクス、メール、
または直接

※応募人数が募集人数に満たない場合
でも、選考基準に達していない場合は
採用しないことがあります。

みどりと景観審議会委員募集
都市計画課 ☎32-8021 N34-4429
{toshi_k＠city.aichi-miyoshi.lg.jp
内容 �水と緑豊かな良好な景観の形成
に関する調査および審議

期間 4月1日～令和5年3月31日
報酬会議1回につき7,000円
対象次の全てに該当する人
①�市内在住で満18歳以上（市の他の附

属機関の委員、国家公務員、地方公
務員を除く）
②�過去にみどりと景観審議会委員に選
任されていない
③�平日の昼間に開催する審議会に出席
できる（年3回開催予定）

人数 2人　選考書類選考
申込 �2月19日（金）まで（必着）に任意の
様式に住所、氏名、電話番号、職
業、生年月日、応募理由、地域活
動経験などを明らかにして、レポ
ート（1,000字程度。テーマ「みよ
し市の望ましい景観についての意
見・提案」）を添えて都市計画課へ
郵送、ファクス、メール、または
直接

※応募人数が募集人数に満たない場合
でも、選考基準に達していない場合は
採用しないことがあります。

市役所庁舎における換気方法
総務課  ☎32-8000  N32-2165
　現在、市役所庁舎では新型コロナウ
イルスの感染拡大防止のため、空調設
備を利用した換気を実施することで
厚生労働省が推奨する一人当たり毎

時３０㎥の必要換気量を確保していま
す。
　空調設備を利用しない時期について
も、今後、送風運転による換気を実施
することで換気量を増やし、新型コロ
ナウイルスの感染拡大防止に努めます。

譲ります・譲ってください
環境課  ☎32-8018  N76-5103
●譲ります　子ども用自転車、自転車
用リアカー、ひな人形七段かざり、大
人用パンツ・オムツ・パッド（すべて未
使用）、保育園のスモック、介護用シ
ャワーチェア・浴槽用すべり止めマット
●譲ってください　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

�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】
　2月4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。

　また、2月は業務中のドライバーが死亡事故を起こす割合が高く、信号
無視や歩行者妨害などの交通違反を伴っています。各事業所において、業
務中の交通事故防止に関する注意喚起などをお願いします。

【歩行者】
●道路を横断するときは横断歩道を利用しましょう。
●視認性を高めるため、明るい服装や反射材の着用を心掛けましょう。

【ドライバー】
●�速度を控え、歩行者や自転車を見かけたら、その動きに気を配るなど安
全運転に努めましょう。　

　2月は視認性が低下する日没後の時間帯に、歩行者、特に高齢
者が被害者となる交通死亡事故が多発しています。事故防止のた
め以下の点について意識しましょう。
　

日没後の時間帯に注意
豊田警察署からのお知らせ  ☎0565-35-0110
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緑のカーテンコンテスト結果
環境課  ☎32-8018��N76-5103

　コンテストへのご参加ありがとうご
ざいました。本年度ご応募いただいた
皆さんの中から厳正なる審査の結果、
莇生町にお住まいの大

おおの
野美

み か
香さんの作

品（写真）が最優秀作品に決定しました。
　大野さんのお宅では、初期のころか
ら脇芽を摘んで下部に葉が茂らないよ
うにしたそうです。そうすることで風
がよく通るようになり、美しく育てら
れたようです。また緑のカーテンが適
度な陰を作ってくれて、室内のカーテ
ンをしなくても心地よく過ごせたそう
です。
　来年もコンテストを開催する予定で
す。ぜひ、ご参加ください。

営農相談
緑と花のセンター
☎34-6111��N34-6161
　就農や農業経営全般に関する相談
や指導を実施しています。
日時 �毎月第2・第4水曜日13：00～15：
30

場所 �緑と花のセンター営農相談室
費用 �無料

申込 �開催日の前日までに相談内容を緑
と花のセンターへ電話

新築・出生の記念樹配布
緑と花のセンター 
☎34-6111  N34-6161
　新築・子の出生の記念に樹木を贈呈
します。
内容 �ヤマボウシ、イチゴの木、ジュ
ーンベリー、シモツケ、西洋ニ
ンジンボクの中から1鉢

日時 �2月20日(土)～3月31日(水)9：
00～17：00（月曜日を除く）

場所 �さんさんの郷
持物 �引換券（家屋調査、または出生届
け受理時に配布）

さんさんバス
車内有料広告の募集
企画政策課 
☎32-8005��N76-5021

　

内容 �車内の広告枠へ掲載（広告物は広
告主の責任と負担で作成）

※規格は縦364㎜×横515㎜（B3サイ
ズ横）です。
期間 �4月～令和4年3月の月単位
枠数 �30枠（5枠×6台）／月
※応募多数の場合は、審査により決定
します。

費用 �月額1,000円／枠
申込 �2月26日（金）までに申込書（企画
政策課で配布、ホームページか
らダウンロード可）に必要事項を
記入し、広告案と会社案内を添
えて企画政策課へ郵送、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
士と専門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 �3月16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 �3月15日（月）までに産業課へ電話、
または直接

愛知県特定（産業別）最低賃金の
改定
愛知労働局労働基準部賃金課
☎052-972-0257  
　愛知県内の全ての事業場で働く常
用・臨時・パートなどの労働者に適用さ
れる「愛知県最低賃金」が令和２年10
月1日から時間額927円に改定されま
した。これに伴い、特定の産業で働く
労働者に適用される「愛知県特定（産業
別）最低賃金」も12月16日に改定され
ました。「特定（産業別）最低賃金」の方
が、時間額が高く設定されているので
ご注意ください。

　　有料広告

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、ホームページからダウ

ホームページ

ンロード可）に必要事項を記入し、広告案
を添えて、広報情報課へ直接

※詳しくは、ホームぺージをご覧いただくか、
広報情報課へお問い合わせください。

ホームページ
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お知らせ
確定申告相談には入場整理券
が必要です
豊田税務署  
☎0565-35-7777
　豊田税務署が行っている確定申告
相談では、会場の混雑緩和を図るた
め、4月16日（金）まで入場整理券が必
要です。入場整理券は当日会場で配布
しますが、国税庁LINE公式アカウン
ト（アカウント名：国税庁、LINEID：＠
kokuzei)から事前発行も可能です。発
行方法などの詳細は、国税庁ホームペ
ージで確認できます。
　還付申告（納め過ぎた税金を戻して
もらう手続き）は5年間行うことができ
ますので、3月16日（火）以降の申告相
談をご利用ください。
※入場整理券の配布状況に応じて後日
の来場をお願いする場合があります。

中小企業退職金共済補助金の
ご案内
産業課  ☎32-8015  N34-4189
　中小企業退職金共済事業本部（中退
共）または特定退職金共済団体（特退
共）と退職金共済契約を結んだ個人事
業主・法人を対象に、平成31年4月1
日以降新たに加入した従業員（被共済
者）に係る掛金の一部にする、補助金
を交付します。
内容 �補助対象…契約成立日の属する
月から起算して12カ月分の掛金
（補助金交付申請までに退職など

により脱退した従業員に係る掛
金は対象外）、補助金額…対象と
なる掛金総額の10％（新規加入従
業員1人あたりの上限10,000円）

�対象 �次の全てに該当する人
①市内に事業所を有している
②市税を完納している
③�新たに加入した従業員に係る退職金
共済契約を締結した日から12カ月
経過している
④�契約成立日が属する月から起算して
12カ月分の掛金を納付している
⑤�継続して掛金を納付している（退職
などにより脱退していない）

申込 �3月1日（月）～19日（金）に退職金
共済契約書の写し、退職金共済
掛金支払内訳書、完納証明書を
産業課へ直接

自動車の税金のお知らせ
愛知県豊田加茂県税事務所　
課税第二課自動車税グループ
☎0565-32-7483

【本年度、自動車を譲渡、または廃車
した人】 
　「自動車税種別割」は、4月1日現在
の普通自動車の所有者（割賦販売契約
の場合は使用者）に対して課税されま
す。3月末までに運輸支局で移転登録
（名義変更）または抹消登録（廃車）をし
ないと納税義務が発生しますのでご注
意ください。

【住所変更した人】 
　自動車税種別割の納税通知書は、車
検証に記載された住所に送付します。
住所を変更したときは、運輸支局で住

所変更の手続きをしてください。すぐ
に住所変更できない場合は、以前の住
所地を管轄する県税事務所に、自動車
税種別割住所変更届出書（ホームペー
ジからダウンロード可）を提出、また
は電子申請・届出システムで新住所を
ご連絡ください。

とよた業界研究会
豊田市雇用対策協会事務局
☎0565-34-1999 
N0565-34-1777
　豊田エリアの業界紹介を通じ、地元
業界への理解を深めませんか。40社が
参加します。
日時 �2月10日（水）10：30～15：00
場所 �名鉄トヨタホテル7階（金扇・孔
雀）（豊田市喜

き た ま ち

多町1-140）
対象 �令和4年3月卒業予定の現大学３
年生、短期大学1年生など

※来場者に図書カードを差し上げます。
※詳しくはホームページをご覧ください。

放送大学4月入学生募集
放送大学愛知学習センター
☎052-831-1771
　放送大学には、心理学・福祉・経済・
歴史など約300の幅広い授業科目が
あります。興味のある科目を選んで履
修することができます。一緒に学んで
みませんか。
受付 ��第1回…２月28日（日）まで、第2
回…3月16日（火）まで

※資料（無料）は放送大学ホームページ
からダウンロード、または放送大学愛
知学習センターへお電話ください。

※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。

    2 月
土

   1
    2

2021

　　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

国税庁

ホームページ

ホームページ

ホームページ
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定員 �20人（選考により決定）
費用 �10カ月間10,000円（傷害保険料
2,500円程度が別途必要）

【②就農者育成コース】
内容 �共同で春夏秋冬野菜26種類程度
の栽培管理実習、販売実習、講
義、農業用機械操作実習

期間 �4月～令和4年3月の毎週水曜日9：
00～12：00（実習）、第1・第3水
曜日13：30～14：30（講義）

※希望者は1年間延長して令和5年3
月まで受講することができます。�
講師 �元愛知県野菜専門技術員の伊

い ず は ら
豆原

親
ちかひろ
博さん

対象 �市内在住で野菜栽培の就農を希望
する、または就農して間もない18
歳以上の人

定員 �10人（選考により決定）
費用 �年間12,000円（傷害保険料2,500
円程度が別途必要）

【①・②共通】
申込 �2月2日（火）～28日（日）に申込書
（緑と花のセンターおよび産業課
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、
緑と花のセンターへ直接

他 �事前説明会…3月20日（土）10：30
～11：30、入講式…4月3日（土）
9：00～9：30

食育推進事業
手作りおこしもんでひなまつり
産業課  ☎32-8015��N34-4189
{sangyo＠city.aichi-miyoshi.lg.jp

　この地域の伝統食であるおこしも
のを作ってみませんか。
日時 �2月27日（土）9：30～11：30
場所 �緑と花のセンター調理加工室
対象 �市内在住の園児または小学生と、

その保護者
定員 �抽選で4組12人程度　費用 �無料
申込 �2月12日（金）までに住所、氏名、
年齢、電話番号を明らかにして産
業課へ電話、ファクス、メール、
または直接

※抽選結果は郵送で通知します。

第3回自然観察会
環境課  ☎32-8018��N76-5103
{kankyo＠city.aichi-miyoshi.lg.jp

　今回は冬の植物や水鳥、越冬中の昆
虫観察を中心に行います。
日時 �3月6日（土）9：00～
場所 �細口池周辺（明知町細口1-1）
対象 �市内在住の小・中学生とその保護者
申込 �2月17日（水）までに住所、氏名、
電話番号を明らかにして環境課へ
メール、または直接

第3回野菜づくり講習会
緑と花のセンター
☎34-6111  N34-6161

　ジャガイモ、ニンジン、キャベツの
栽培を土づくりから学びます。
日時 �2月20日（土）10：00～11：00
場所 �さんさんの郷指導農園
対象 �市内在住・在勤　定員 �先着で20人
費用 �無料　持物 �軍手・長靴
申込 �2月2日（火）～16日（火）に緑と花
のセンターへ電話、ファクス、ま
たは直接

愛知県消費生活
モニター募集
愛知県県民生活課  
☎052-954-6163��N052-972-6001
　消費者を取り巻くさまざまな問題に
対応するため、ご協力をお願いします。
内容 ��危険な商品や悪質商法などの情
報提供、研修会への出席など

期間 �依頼日～令和4年3月31日
対象 ��県内在住で満20歳以上（公務員、
公職選挙法による公職者を除く）

謝礼 ��年額1,500円以内（予定）
申込 ��2月19日（金）までに応募用紙（産
業課で配布、ホームページからダ
ウンロード可）に必要事項を記入
し、愛知県県民生活課（〒460-
8501住所不要）へ郵送（当日消印
有効）、ファクス、または直接

催し・講座
令和3年度農業研修
受講者募集
緑と花のセンター
☎34-6111  N34-6161

　農業研修の受講者を募集します。研
修の8割以上に出席し一定の条件を満
たせば、農地を借りることができます。
【①農業ふれあいコース】

内容 �春夏秋冬野菜23種類程度の栽培
管理と農業用機械操作の実習

期間 �4月～令和4年1月の毎週土曜日
9：00～11：30（43日程度）

講師 �JAあいち豊田職員の中
なかがわ
河善
よしひさ
久さん

対象 �市内在住で野菜栽培を始めたい、
または始めて間もない18歳以上
の人

ホームページ

ホームページ
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健康・福祉
ヘルスパートナーとみよしを
歩こう～さんさんの郷コース～～さんさんの郷コース～
健康推進課　保健センター内
☎34-5311  N34-5969

　のどかな田園風景が広がる南部地域
のコースです。梅などの花が楽しめる
魅力あふれるスポットを紹介します。
内容 �約5.1㎞のコースを約1時間30分
かけて歩く

日時 �3月5日（金）9：30～12：00（8：00
の時点で雨天の場合は中止）

場所 �さんさんの郷第3駐車場に集合

対象 �市内在住　費用 �無料
申込 �不要。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。

精神保健福祉講演会
福祉課　☎32-8010  N34-3388
内容 �精神障がいを抱える子どもの親亡
き後の備えとして、必要なことを
学ぶ

日時 �3月9日(火)14：00～16：00（開
場は13：30）

場所 �ふれあい交流館102会議室
講師 �名古屋市精神障害者家族会連合会
事務局の堀

ほりば
場洋

よう じ
二さん

対象 �市内在住、または精神疾患者の家族
定員 �先着で15人　費用 �無料
申込 �前日までにくらし・はたらく相談

センターへ電話（☎33-5070）、
またはファクス（N34-6331）

※当日参加も可能です。
※当日、自宅で体温測定をしてからお
越しください。

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 �アロマでリラックス～好きな香り
でハンドケア～

日時 �2月26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

※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。

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

2月25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

2月8日（月）・18
日（木）・28日（日）
13：00～15：30

三好丘旭1-4-8 100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 「はじめの一歩・勉強会」
（詳細は下記参照）（要予約）

2月18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（参
加希望者はみなよし地区地域
包括支援センターまで電話）

2月16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

■2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。

　にこにこサロンでは、不定期で勉強会を開催しています。
　2月は、昨年7月に開設されたみよし市成年後見支援センターの職
員による「はじめの一歩・勉強会」を開催。成年後見制度についてわか
りやすく、基本的なことを学びます。お気軽にご参加ください。
申込 �エムハート薬局みよし店（市役所東・三好医療モール1階）に直接、
またはなかよし地区地域包括支援センター（福祉センター内）に電
話（☎34-6811）または直接

定員 �先着で20人 ▲昨年9月に開催したオムツ勉強会の様子

「にこにこサロン」で成年後見制度の勉強会を開催！
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豊田加茂医師会在宅医療サポー豊田加茂医師会在宅医療サポー
トセンターの新名称募集トセンターの新名称募集
長寿介護課  ☎32-8009 N34-3388

　在宅療養とは、通院が難しくなった
ときや退院後に自宅など本人が過ごし
たい場所に、医師や看護師、ホームヘ
ルパーなどが訪問し、医療や介護を行
うことです。在宅療養の窓口である
「在宅医療サポートセンター」の新名称
を募集します。採用された応募者には
賞品を進呈します。
対象 �市内在住・在勤
申込 �2月19日（金）までに新名称、理
由、氏名、年齢、住所、電話番
号を明らかにして、豊田加茂医
師会（〒470-0062豊田市西山町
3-30-1）へはがきを郵送、また
はメール（{zaitaku@toyotaka

　　moishikai.or.jp）

運転ボランティア養成講座運転ボランティア養成講座
社会福祉協議会　福祉センター内
☎34-1588 N34-5860

　身体的な理由で公共交通機関の利用
が困難な障がい者や高齢者などのため
に運転を行うボランティア養成講座を
開催します。
内容 �ボランティア、車椅子の操作方
法、福祉車両（ラクティス）の操作
方法についての説明

日時 �3月12日（金）・18日（木）13：00～
15：00（両日参加が必要）

場所 �福祉センター　定員 �8人
対象 �次の全てに該当する人
①�普通自動車運転免許証を有しており
　過去２年以内にその効力が停止され
　ていない
②�福祉車両貸出事業の運転ボランティ
アとして登録を希望する

申込 �2月8日（月）～3月8日（月）に社会
福祉協議会に電話、または直接

家族介護者交流会家族介護者交流会
「地域サロン」
長寿介護課  ☎32-8009 N34-3388

　リフレッシュ体操で気分転換をし
ませんか。
日時 �2月10日（水）10：30～11：30
場所 �福祉センター2階教養娯楽室
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。当日、会場へ直接

子育て
春休み期間の放課後児童クラブ
入所申し込み受け付け
子育て支援課  ☎32-8034  N34-4379

日時 �3月25日（木）～4月5日（月）8：00～
18：00（土・日曜日を除く）

※就労証明書などで必要性が認められ
た場合は、7：30～8：00、18：00～
19：00も利用できます。
対象 �昼間、就労などにより家庭に保護
者のいない市内在学の小学生

費用 �3月…3,000円、4月…2,400円

申込 �2月1日（月）～19日（金）に申込用紙
(子育て支援課および各児童クラブ
(14：15～19：00)で配布)に必要事
項を記入し、就労証明を添えて子
育て支援課へ直接

※入所には優先基準があります。放課後
児童クラブご案内（子育て支援課および
各児童クラブで配布）をご確認ください。
※募集人数は通年児童の受け入れによ
り変動があります。
※3月のみまたは4月のみの申し込みも
可能です。

親子リトミック体験会
なかよしクラブ  三好中学校内
☎・N34-1771

　令和3年度親子リトミックのメンバ
ーを募集します。体験会を開催します
ので気軽にご参加ください。
日時 �①babyクラス…3月10日（水）・
18日（木）、②1歳児クラス…2月
24日（水）、3月10日（水）・18日
（木）、③2歳児クラス・④3歳児ク
ラス（未就園児対象）…2月17日
（水）

場所 �打越公民館ホール
対象 �①令和2年4月2日～令和2年10
月31日生まれの子、②平成31年
4月2日～令和2年4月1日生まれ
の子、③平成30年4月2日～平成
31年4月1日生まれの子、④平成
29年4月2日～平成30年4月1日
生まれの子

費用 �無料
問合 �久

く ぼ や ま
保山薫

かおる
さんへメール（{ｍ-ｋ_

ritokids.2008@hotmail.co.jp）、
またはファクス（N56-0380）

※迷惑メールの対策などでドメイン
指定を行っている場合、「@hotmail.
co.jp」を受信設定してください。

みよし市役所広報情報課 伊藤（内線5302） 
☎0561-32-8357　N0561-76-5021
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子育て
育児講座「人形劇」
三好丘地区子育て支援センター
みどり保育園内 
☎36-0785   N36-5675

日時 �2月24日（水）10：30～11：10
場所 �おかよし交流センター
対象 �未就園児とその保護者
定員 �抽選で35組　費用 �1人15円　
申込 �2月10日（水）～17日（水）9：00～
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

スポーツ
水泳教室（前期）
なかよしクラブ  三好中学校内
☎・N34-1771

　令和3年度の新規受講生を募集しま
す。楽しく水泳上達を目指しませんか。
日時 �4月～10月の指定する土曜日①9：
00～9：45、②9：50～10：35

場所 �みよしスポーツアカデミー（三好
町天王26-3）　

対象 �小学生
定員 �①②合わせて先着で50人程度
費用 �受講料23,500円（半期）、年会費
1,000円（年間）、スポーツ保険料
800円（年間）

申込 �3月14日（日）9：00～受付。以降
は平日（月曜日を除く）13：00～
17：00、土・日曜日9：00～12：
00、13：00～17：00に参加費を
添えて、なかよしクラブへ直接

※3月3日（水）から申し込み前日までに
空き状況を電話で確認してください。

会長杯ソフトテニス大会
ソフトテニス連盟  林

はやし
幸
さちお

男さん
☎090-3482-5556
部門 �①中学生の部、②一般の部
日時 �①3月6日（土）、②3月7日（日）9：
00～（受け付けは8：30～）

場所三好公園テニスコート
費用 �1人500円（高校生以下100円）
申込 �2月19日（金）までに総合体育館
へファクス（N34-6030）または
直接

三好さんさんスポーツクラブの
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

【①ガールズH
ヒップ

IP H
ホ ッ プ
OP講座体験会、②

チアダンス講座体験会】
日時 �2月27日（土）①9：10～10：10、
②10：20～11：20

場所 �打越公民館ホール
対象 �①小学2年生～小学5年生、②小
学3年生～小学4年生

定員 �各10人程度　費用 �500円（当日集金）
持物 �室内用シューズ
申込 �2月23日（火）までに希望講座名、
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

硬式テニス大会
テニス協会  長

ながやま
山家

いえひさ
久さん

☎090-3152-5986

種目 �男子・女子ダブルス（1セットマッ
チ）

日時 �4月3日（土）9：00～（予備日10日

（土））
場所 �三好公園テニスコート
対象 �市内在住・在勤・在学、またはテニ
ス協会の会員

費用 �1組2,000円
※本年度協会未登録者は会費1人500
円が別途必要です。
申込 �2月21日（日）までに長山家久さ
んへメール（{i-nagayama@tim.
hi-ho.ne.jp)

令和3年度テニス協会（硬式）
会員募集
テニス協会  長

ながやま
山家

いえひさ
久さん

☎090-3152-5986
対象 �市内在住・在勤・在学
費用 �年会費500円
申込 �2月1日（月）～20日（土）に、申込
書（総合体育館で配布、ホームペ
ージからダウンロード可）を総合
体育館へ直接

グラウンド・ゴルフ協会会員募集
グラウンド・ゴルフ協会事務局長
小
お ぐ り

栗義
よしひろ

広さん  ☎・N34-3657

　年齢・性別関係なく、健康づくりにグ
ラウンド・ゴルフを楽しみませんか。希
望者には用具を貸し出します。
対象 �市内在住
費用 �年会費1,000円
申込 �行政区、住所、氏名、生年月日、
電話番号を明らかにし、協会入会
希望と記入し会費を添えて在住行
政区のグラウンド・ゴルフ協会支
部長へ直接、または協会事務局へ
はがき（〒470‐0214�明知町砲
録山2-262�小栗方�グラウンド・
ゴルフ協会事務局宛）、またはフ
ァクス

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

ホームページ

ホームページ

ホームページ
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　　有料広告

採　用
カヌー協会職員（非常勤）
カヌー協会  スポーツ課内
☎32-8027  N34-6030

勤務 �火～日曜日の8：30～19：15の間
で週20～30時間程度（夜間勤務
あり）

期間 �4月1日～令和4年3月31日
業務 �カヌー指導、カヌー行事の企画運
営、施設管理、経理事務など

対象 ��パソコンで資料作成（ワード・エ
クセルなど）ができる人

選考 �書類選考、面接
申込 �2月20日（土）までに雇用願（総合
体育館で配布、ホームページから
ダウンロード可）に必要事項を記
入し、総合体育館へ直接

給食協会調理員（非常勤）
給食協会  学校給食センター内
☎32-0501  N34-0199

勤務 �①平日8：00～12：00、②平日
11：00～16：30（休憩1時間）（週

3～5日）
期間 �4月1日～令和4年3月31日
業務 �①野菜洗いなどの下処理・片付け
など、②調理道具・食器などの洗
浄、清掃

対象 ��高等学校、または同程度の学校を
卒業

選考 �書類選考、面接
申込 �2月1日（月）～12日（金）に雇用願
（給食協会で配布、ホームページ
からダウンロード可）に必要事項
を記入し、給食協会へ直接

※詳細はホームページをご覧くだ
さい。

伝言板
新規市民農園の利用説明会
　野菜作りをはじめませんか。
　NPO法人みよし協働農園の
会が運営する、打越町石坂地
内の遊休農地を活用し整備した新規市
民農園の説明会を開催します。未経験
でも大歓迎です。
日時 �2月13日（土）・20日（土）9：30～
11：30（どちらかに参加）

※説明会終了後、現地をご案内します。
場所 �緑と花のセンター2階研修室
申込 �2月11日（木）までに加

かとう
藤憲
さとる
さん

（☎080-6903-5361）、または長
なが

尾
お
邦
くにまつ
松さん（☎090-2137-8587）

へ電話

三好ネコの会「ネコの譲渡会」
内容 �三好ネコの会PR、ネコの里親探し
日時 �2月7日（日）10：00～15：00

場所 �カリヨンハウスイベント広場
対象 �県内在住でネコを家族の一員とし
て最後まで飼うことができる人

申込不要。会場へ直接
問合 �銅

ど う き
城みえ子

こ
さんへ電話（☎090-

7618-1659）

ガールスカウトと作って遊ぼう！
内容 �ロープ結びなどのポイントラリー
と簡単楽器を作って奏でよう

日時 �①2月21日（日）、②3月14日（日）
9：45～12：00

場所 �緑と花のセンター2階研修室
対象 �年長園児～小学3年生の女児とそ
の保護者

定員 �①②先着で各5組
費用 �1組300円
申込 �開催3日前までに安

やすだ
田初

はつ よ
代さんへ

電話（☎090-1985-6347）、ま
たはショートメール

オイスカみよし推進協議会
講演会
　「防災とは何か」、東日本大震災の被災
事例を通して改めて考えてみませんか。
内容 �①市民団体ゆりあげかもめ会長の
佐
さた け
竹悦

え つ こ
子さんによる講演「災害時

の心がまえ」（仮称）、②海岸林復
興再生の会会長の鈴

すずき
木英

えい じ
二さんに

よる講演「復興は民間で」（仮称）
日時 �2月20日（土）14：00～16：00
場所 �サンライブ研修室
対象 �どなたでも可　定員 �先着で60人
申込 �氏名、電話番号を明らかにして、
オイスカみよし推進協議会の伊

いとう
藤

安
やすのぶ
信さんへ電話（☎32-1278）

ホームページ

ホームページ

ホームページ



3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201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

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～
23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）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
精神科医による相談 16日（火）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（西
陣取山90）

水質検査は要予
約

衣浦東部保健所
☎0566-21-9353

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、中止する場合があります。
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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：2,237人　市人口に占める割合：3.7%（令和3年1月1日現在）

記
後
集

編 　広報みよし同様、市からの情報をお伝えする大切な媒体である市の
ホームページに、「AI による総合案内機能」があるのを皆さんはご存
じですか？　24時間いつでも利用可。パソコンの場合は、トップペー
ジ最上段の「AI チャットボットで聞く」を、スマートフォンの場合は同
じく最上段「検索」をクリックしてください。市のAI キャラクター「さっ
ちゃん」がチャット形式で皆さんの質問にお答えします。たまにこんな
こと（⇒）もありますが…。少しでも皆さんのお役に立てますように。（千）

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

de lixo e limpeza proíbe como 
regra geral a queima de lixos a céu 
aberto ou usando um incinerador 
que não atende aos padrões. Mesmo 
ao queimar resíduos usando um 
incinerador, o incinerador deve 
atender aos padrões de instalação, 
independentemente do tamanho 
do incinerador. Mesmo no caso das 
queimadas que são encaradas como 
exceção à lei de proibição de queima 
a céu aberto, é necessário controlar a 
direção do vento e do fogo de forma a 
não afetar o meio ambiente ao redor.

In principle, the open burning 
of trash outside is prohibited
Environment Division 
☎0561-32-8018  N0561-76-5103
In principle, the open burning of trash, 
or burning trash in an incinerator that 
does not meet required standards, is 
prohibited. Regardless of its size, if 
an incinerator is used to burn trash, it 
must meet required standards. Even 
if a certain type of burning is exempt 
from open burning prohibition, wind 
direction, control of the fire, etc. 
must be considered so that it does 
not impact the surrounding living 
environment. 

（日本語の記事は7ページ参照）

全
ぜんこく

国瞬
しゅんじ

時警
けいほう

報システム(J
ジェイ

-アラート)
の全
ぜんこくいっせいでんたつくんれん

国一斉伝達訓練を実
じっし

施します

Simultaneous Nationwide 
J-ALERT Drill
Disaster Prevention Div.  
☎0561-32-8046  N0561-76-5702
The nationwide disaster warning 
system (J-ALERT) was created in 
an effort to protect the safety of 
all, providing rapid information on 
earthquakes, missile firings, and other 
emergencies. There is an upcoming 
J-ALERT transmission drill which will 
be held simultaneously nationwide.
Along with this drill, information will 
be transmitted from 54 locations within 
Miyoshi, utilizing the government 
emergency wireless and radio system 
for disaster prevention and relief, as 
well as the information distribution 
service, “Miyoshi Anshin Net”.  
▶Date/Time＝February 17 (Wed), 
11:00 am

（日本語の記事は7ページ参照）

野
の

焼
や

きは原
げんそく

則禁
き ん し

止です

Como regra geral, é 
proibido fazer fogo ou 
queimada a céu aberto
Setor Ambiental
☎0561-32-8018  N0561-76-5103
A lei relacionada ao processamento 

Será realizado um 
Treinamento Nacional de 
Transmissão Simultânea do 
Sistema Nacional de Alerta 
Instantâneo (J-ALERT)
Setor de Prevenção e Segurança 
☎0561-32-8046  N0561-76-5702
Será realizado simultaneamente 
em todo o país um treinamento 
de transmissão do Sistema 
Nacional de Alerta Instantâneo 
(J-ALERT), sistema preparado 
para oferecer o mais imediato 
possível, informações relacionadas 
à segurança de todos, tais como 
informações sobre terremotos ou 
mísseis balísticos. Assim sendo, a 
transmissão de informações será 
realizada por meio dos rádios 
administrativos de prevenção 
à desastres localizados em 54 
lugares dentro de Miyoshi e por 
meio do serviço de distribuição de 
informações do cadastro “Miyoshi 
Anshin Net”.
▶Quando＝17 de Fevereiro 
(quarta-feira) às 11h00 da manhã
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絵画・写真など
壁面展示物

※時間はサンライブの開館時間に準じます。。
※最終日28日（日）※最終日28日（日）はは、16：00までです。、16：00までです。

陶芸・手芸など
立体造形物 …

…

壁面展示物…1階ギャラリー・3階ロビー
立体造形物…3階会議室

ぜひ見に来てください

生涯学習発表会

場 所

日 程

サンライブサンライブ

パッチワークサークル「布
ふ ゆ

遊の会」
　浴衣や着物などの端切れを縫い合わせて一つの
作品を作るパッチワーク。それぞれの生活の中で
時間を見つけて作っていて、中には完成まで数年
かかった作品もあるのだとか。遠目で見てもかわ
いいのですが、近くで見ると花や魚のモチーフが
隠れていたり、柄が浮き出るように縫われていた
りと細かな工夫に驚きです。「小さな端切れをつ
なげて、形になったときが一番うれしいです」と素
敵な笑顔を見せてくれました。

市内で活動する
生涯学習グループが

日頃の成果を発表します

現場レポート

生涯学習推進課　☎34-3111　N34-3114

ホームページ

発行／愛知県みよし市　編集／広報情報課
☎0561（32）2111（代）
〒470-0295 愛知県みよし市三好町小坂50番地
ホームページ http://www.city.aichi-miyoshi.lg.jp/
声の広報のご要望は、広報情報課へご連絡ください。みよし市ホームページ

広報みよしをスマホへお届け！

ダウンロード

市政情報番組
●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 2月1日（月）、3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

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。
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