み よ し
市

民

憲

章

MIYOSHI

わたしたちは、
恵まれた自然と郷土を愛し、
自らの手でここをいっそう生きがいのある
住みよいまちにするために、この憲章を
定めます。
1、あふれるばかりの緑と花を育て
川をきれいにし うるおいのある
美しいまちにしましょう
1、しあわせな家庭をつくり
スポーツに親しみ
青少年の伸びるまちにしましょう

AICHI

1、教養をたかめ 知性をみがき
かおり高い 文化のまちにしましょう
1、誇りと創意をもって仕事に励み
調和のとれた 豊かなまちにしましょう
1、進んできまりを守り 互いに信じあえる
明るいまちにしましょう
（昭和50年三好町民憲章として制定、平成22年市制により改正）

Miyoshi Citizens Charter
We, the citizens of Miyoshi, declare this Charter
out of our common love for home town and its
rich nature, and commit through our own eﬀort
to b u il d a m o re f ri e n d ly a n d rew a rd i n g
community.
1.We w il l g row a b u n d a n t g re e n e r y a n d
ﬂowers, clean the rivers, and build a beautiful
and peaceful community
1.We will build happy homes, enjoy sports, and
enable youth to grow up in a wholesome manner
1.We will enrich our education, reﬁne our
intelligence, and develop a proud city of culture
1.We will work with pride and creativity and
develop a harmonious and industrious city
1.We commit ourselves to honoring rules
and developing an open city of mutual trust
(This Charter was originally formulated in 1975
as the Miyoshi Town Charter. In 2010 it was
assumed by the newly constituted Miyoshi City.)

市章

位置

気温

東経 137度2分40秒〜137度7分49秒

最高気温（8月） 38.2℃

35度 3分 19秒〜 35度8分42秒

最低気温（2月） ‑2.2℃

北緯

資料：R2名古屋地方気象台

地勢
標高
広がり
面積

都市公園面積（R3.4.1）

約10m
東西 約5㎞

南北 約10 ㎞

32.19㎢

市の木（ミカワクロマツ）

16.34㎡

1人当たり

資料：公園緑地課

市の花（サツキ）

昭和34年2月に制定された町章を引き継いで市章
としています。
「みよし」が常に平和であるようにと
の願いを込めて、
「み」の字を円くおさめる形に図案
化したものです。また、勤労と勤勉を大切にする気
持ちを鎌（かま）と鋤（すき）の形で表現しています。

昭和48年7月、みよしのシンボルにふさわしい「町
の木」についてのアンケートを実施。その結果、大空
に向かって力強く伸びる「ミカワクロマツ」が選ば
れました。以来、発展を続けるみよしの象徴として
愛されています。

毎年6月ごろになるとみよしのまちを美しく彩る
「サツキ」。昔から市民の人気が高く、
「市の花」とし
て市の木の選考と同時に決定されました。

City emblem
Miyoshi's City Emblem supersedes the prior town
emblem instituted in February 1959. It expresses
our citizens' desire for eternal peace, and the
design encircles Miyoshi's initial mi. Respect for
labor and industriousness is shown by a spade
and a sickle.

City tree (Mikawakuromatsu)
In July 1973, the City asked its citizens what tree
would be a worthy symbol of Miyoshi. The result
was the Mikawa-kuro-matsu (Mikawa Black Pine),
for its powerful growth toward the sky. The Black
Pine has ever since exempliﬁed thriving Miyoshi
and enjoyed the citizens' aﬀection.

City ﬂower (Satsuki)
Every June Satsuki azaleas bloom and decorate
Miyoshi's landscape. The citizens have always
loved this ﬂower. Satsuki was named the Cit y
Flower in July 1973 at the same time Mikawa
Black Pine became the City Tree.
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