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　間もなく桜の季節です。春のぽかぽかした陽気の中で、家族や友達を誘
ってお花見はいかがですか。夜桜も楽しめるように、期間中はライトアッ
プも行います。

▼  とき＝3月25日（日）から4月15日（日）まで（ライトアップは日没から
午後9時まで。開花状況により早期終了の場合あり）

▼  ところ＝三好公園（およそ2,000本の桜）、保田ケ池公園（およそ350本
の桜）

▼  問い合わせ＝三好町観光協会　商工観光課内
　☎（34）6000　 （34）4189
※マナーを守ってお花見をお楽しみください。また路上駐車は近隣の迷惑
になりますのでやめましょう。なお飲酒運転は絶対にしないでください。

三好桜まつりをお楽しみください

町政番組を放送中

みよしTODAY（15分間） 毎日放送
初回放送 17:45 以降10回程度リピート放送
土曜日・日曜日は、30分間の総集編
さんさんスペシャル　3月19日㈪～25日㈰
テーマ「三好演劇塾第5回公演　～郵便屋のテ
クルさんと宛名のない手紙～」

みよしモーニングニュース 毎日放送（8:00～8:10）
みよしイブニングニュース 毎日放送（18:00～18:10）
町長ホットライン　4月2日㈪　8:00～ 18:00～

問い合わせ 広報情報課　☎（32）8357 （32）2165

● ケーブルテレビ
　さんさんチャンネル  【33・123ch】
　ひまわりHiチャンネル    【120ch】

●コミュニティー FM

　ラジオ・ラブィート 【78.6MHz】

2007.3.15
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お知らせ版 こちらからお読みください
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　平成 2年に三好ケ丘駅北側と南側

の 2カ所に公共駐車場を設置しまし

たが、現在は駅周辺に多くの駐車場が

整備されてきましたので、平成 19年

3月 30日（金）午後 7時をもって公共

駐車場業務を終了させていただきます。

【下水道の受益者負担金の賦課】

　下水道施設は、公園や道路と違い、

限られた人しか利用できません。そこ

で、すべてを税金で賄うのではなく、

建設費の一部を受益者に負担していた

だく、受益者負担金制度をとっていま

す。そのため、受益者負担の対象は、

下水道が整備される市街化区域内にあ

る土地と市街化調整区域内にある建築

物になります。平成19年度に賦課す

る区域と個所を次のとおり定めます。

▼賦課公告日＝平成19年4月1日

▼賦課区域・個所＝右図の 部分

▼      納付方法＝次のいずれか一つ

　①期別納付…5年に分割し、1年を

　4期に分けて納付② 1年一括納付

▼ところ＝下水道課

【三好根浦地区の負担金賦課・供用開始】

　三好根浦特定土地区画整理事業区域

内は整備状況にあわせて順次行います。

【負担金賦課・供用開始区域図】

　…5年に分割し、1年分を第 1期に

　納付（前納報奨金制度あり）③ 5年

　一括納付…5年分をまとめて第１期

　に納付（前納報奨金制度あり）

▼  納付期限＝第 1期…7月 31日（火）、

第 2期…10月 1日（月）、第 3期…

12月 25日（火）、第 4期…平成 20

年 2月 29日（金）

▼  負担金額＝①三好根浦地区（市街化

区域）…土地面積（㎡）× 360円

　 ②三好西部負担区（市街化調整区域）

…取付管口径 100 ㎜ 1カ所当たり

28万 6,000 円

　 ③黒笹負担区（市街化調整区域）…平

成 19年 3月末に決定

▼  供用開始時期＝平成 20年 4月１日

を予定

※受益者負担金説明会を後日開催

【下水道の供用区域と個所の拡大】

　下水道の供用区域と個所の生活排水

は、すべて下水道に流さなければなり

ません。

▼供用開始日＝平成 19年 4月１日

▼  供用開始区域・個所＝右図の 部分

● 排水設備工事

　下水道接続に伴う宅地内の排水設備

工事は、供用開始日から 3年以内に

お願いします。

●排水設備工事の融資あっせん制度

　3年以内に排水設備工事（新築建物

は対象外）を行う人は、工事 1件につ

き、最高100万円（トイレが1組増え

るごとに30万円を加算）までの資金を

無利子（利子分は、三好町が負担）で金

融機関から借りることができます。

【縦覧】

　平成 19年度の受益者負担金の賦課、

供用開始区域・個所について縦覧します。

▼  とき＝4月2日（月）から16日（月）

まで（土・日曜日を除く）の午前 8時

30分から午後 5時 15分まで

案　内
三好ケ丘駅公共駐車場の閉鎖

土木課　☎（32）8020　 （32）4429

下水道の受益者負担金の賦課、

下水道課　☎（32）8022　 （34）4429

供用区域・個所の拡大、縦覧

■黒笹区

三好ケ丘駅

公共駐車場

公共駐車場

■三好上区、三好下区、西一色区

■三好下区、福田区
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の払い戻しは不可）

　三好町が発注する工事と委託につい

て、より一層透明性や客観性、競争性

を高め、入札参加者の受注意欲を尊重

するとともに違法行為などの防止対策

として、原則として指名競争入札から

一般競争入札（事後審査型制限付）へ入

札制度の改正を行います。詳細につい

ては、町ホームページをご覧ください。

▼  実施時期・対象＝平成19年4月1日

以降に発注および契約する、設計金

額が 130 万円を超えるすべての建

設工事、設計金額が 50万円を超え

る一部の業務委託

▼  実施方法＝①発注する案件ごとに要

件など制限を付けて公告する

　 ②公告は原則毎週木曜日（休日の場

合は、金曜日）に三好町ホームペー

ジ「入札の掲示板」の「工事の入札情

報」に掲載

　4月10日は、平成19年度上期分（4

月から 9月まで）のし尿くみ取り手数

料の納期限です。納付書が届いた人は、

期限までに役場、または指定の金融機

関で納付してください。

　また口座振替を利用している人は、

残高の確認をお願いします。なお、く

み取りの際に必要な確認券は、手数料

の納付を確認した後送付します。

▼納期限（口座振替日）＝4月10日（火）

▼し尿くみ取り手

　数料（半年分）＝

　右表のとおり

※引っ越しなどで

くみ取りが不要に

なった場合、もし

くは世帯の人数が

変更した場合は、

印鑑を持参し環境

課で手続きをお願いします。なお確認

券の払い戻しは、平成20年 3月末日

までに申請してください。（4月以降

４月の相談
◆役場西館１階相談室で行う相談
  【一般住民相談】

▼とき＝毎週月曜日から金曜日まで
　9:30～16:30
  【司法書士・行政書士・
　土地家屋調査士合同相談】

▼とき＝ 17日(火)13:00～16:00
  【障害者福祉相談（知的障害・身体障害）】

▼とき＝ 24日(火)10:00～12:00
  【外国人相談】

▼とき＝毎週火・金曜日13:00～16:00
  【年金相談】

▼  とき＝4日(水)･11日(水)・18日(水)･25
日(水)10:00～15:00

  【こどもの相談】

▼とき＝ 19日(木)10:00～16:00
◆役場東館3階住民相談室で行う相談
  【人権相談】

▼とき＝ 10日(火)13:00～16:00
  【行政相談】

▼とき＝ 16日(月)13:00～16:00
  【人権・行政合同特別相談】

▼とき＝ 4月25日(水）13:00～16:00
  【法律相談】（住民課へ予約必要）
▼とき＝ 13日(金)13:30～16:30

 ◆そのほかの相談
  【心配ごと相談】

▼とき＝ 5日(木)･20日(金)
　9:00～12:00

▼ところ＝福祉センター2階相談室Ｂ
  【児童虐待・こどもの相談】

▼とき＝毎週月曜日から金曜日まで
　（祝日を除く）8:30～17:00

▼電話＝☎(32)0910
  【こころの電話みよし】

▼とき＝毎週土曜日 9:00～17:00

▼電話＝☎(34)5874

▼対象＝小中学生とその保護者
  【女性相談】

▼とき＝毎週月曜日12:00～16:00

▼電話＝☎(32)9539

▼そのほか＝面接相談有り（要予約）
  【介護相談】

▼とき＝毎週月曜日から金曜日まで
　（祝日を除く）8:30～17:15
※電話による相談24時間対応
① さんりふれ在宅介護支援センター　
　三好町民病院内

▼電話＝☎(33)3502
② 三好町在宅介護支援センター
　福祉センター内

▼電話＝☎(34)6811
③ 介護支援センターじゃがいも
　ケアハウス寿

じゅ ぼ く え ん

睦苑内

▼電話＝☎(33)0788

中 央 書 館 書 紹 介図
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　あたし、きめた。スパイになる！
ペンでひげを書き、サングラスを
かけたデイジーは、スパイの「006
チョット」。スパイらしく暗号で話
してみるけれど…。

　残り毛糸をつないでできた大きな
毛糸玉。寒がりやのうめおばあさん
は、それをころがしながら肩かけを
編みます。懐かしい人たちの思い出
を編みこんだ不思議な肩かけのお話。

ホームページ（http://www.hm8.aitai.ne.jp/̃miyosi-l/）で新着図書の検索ができます。
『
お
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な
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玉
』
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図

総務課　☎（32）8000　 （32）2165

http://www.town.miyoshi.aichi.jp/

指名競争入札から一般競争

入札への入札制度の改正

世帯人数 手数料

1 人 2,520 円

2人 3,780 円

3人 5,040 円

4人 6,300 円

5人 7,560 円

6人 8,820 円

7人 10,080 円

し尿くみ取り手数料の納付

環境課　☎（32）8018　 （34）4189
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▼  縦覧期間＝4月2日（月）から 5月1日

（火）までの午前8時30分から午後5

時15分まで（土・日曜日、祝日を除く）

▼ところ＝税務課

▼  縦覧できる内容＝①土地…所在、地

番、地目、地積、価格、市街化区域・

市街化調整区域の別②家屋…所在、

家屋番号、種類、構造、床面積、価

格、建築年

▼  縦覧できる人＝①固定資産税の納税

者（資産を所有している人であって

も、免税点未満などで納税していな

い人は縦覧不可）②納税者の同居親

族や納税管理人（納税通知書、また

は課税明細書を持参）③前述の①、②

以外の申請者で代理権を明らかにで

きる委任状などの書類を持参した人

▼手数料＝無料

▼  持ち物＝①印鑑（認め印可）②運転免

許証など、申請者の氏名と住所が確

認できるもの③前述の「縦覧できる

人」に挙げた書類

　皆さんの立場に立った親切な行政、

心のこもった行政を実現するために、

　いじめについて、学校以外にも電話

で相談できる下記の機関があります。

一人で悩まずに一度ご相談ください。

▼  とき＝ 4月から毎月 1回（相談日は

申込後に調整し後日連絡）

▼  ところ＝教育学習センター2階相談

室

▼  対象＝町内在住で、子どもが保育園、

幼稚園、または小中学校に在籍し、

学習面・行動面で著しい困難を抱え

困っている人

▼  相談員＝名古屋市立大学病院小児科

医師の石川道子さん
▼  申し込み＝3月22日（木）から学校教

育課へ電話、または直接

行政サービスの改善に関する苦情や意

見、要望を受け付けます。

　皆さんも保険や年金、窓口サービス

など苦情や意見、要望がありましたら、

気軽にご相談ください。また家庭や職

場などでのいじめや暴力などの悩み事

についての相談もお受けします。

 ▼  とき＝3月26日（月）午後1時から4

時まで

▼ところ＝役場東館 3階住民相談室

▼相談料＝無料

　いじめの兆候は子どもの生活全般に

何らかのサインとして現れ、その現れ

方は一人一人違います。そのため、家

庭や学校でいじめのサインを敏感に感

じ取ることが大切です。

案　内

相　談
人権・行政合同特別相談

住民課　☎（32）8012　 （32）8048

学校教育課　☎（32）8026　 （34）4379

学習面・行動面で困難を抱え

る子どもについての相談

平成19年度固定資産税に係る

税務課　☎（32）8003　 （32）2585

土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧

子どものいじめ相談窓口

学校教育課　☎（32）8026　 （34）4379

相談機関名・電話番号 時　間 担当部署 電話番号

いじめ ほっとライン24
(こころの電話）

10:00～22:00 
「こころの電話」相談員
による相談
22:00～10:00 
臨床心理士による、
いじめ専用相談

財団法人愛知県教育
・スポーツ振興財団

052（261）9671
または

0570-078310
 ※PHS、IP電話は
 つながりません。

いじめ・不登校相談窓口 月曜日・金曜日
9:00～16:00 豊田加茂教育事務所 0565（35）0900

豊田加茂
児童相談センター

月曜日～金曜日
8:45～17:30
（土・日曜日、祝日は休み）

豊田加茂児童相談
センター 0565（33）2211

ヤングテレフォン
月曜日～金曜日
 9:00～17:00
（土・日曜日、祝日は休み）

愛知警察本部 052（951）7867

こころの電話みよし
毎週土曜日
9:00～17:00
（祝日、年末年始は休み）

三好町教育委員会 0561（34）5874

子どもの人権110番
月曜日～金曜日
8:30～17:15
（土・日曜日、祝日は休み）

名古屋法務局 0120-007-110

365日子ども・家庭
110番

365日対応 
9:00～17:00 愛知県健康福祉部 052（953）4152

教育相談室
月曜日～金曜日
9:00～17:00
（土・日曜日、祝日は休み）

愛知県総合教育
センタ－教育相談室 0561（38）2217

ハートフレンドなごや
月曜日～金曜日
9:30～19:00
土曜日 9:30～12:00

名古屋市教育センタ－ 052（683）8222

いのちの電話 365日 24時間 社会福祉法人愛知
いのちの電話教会 052（971）4343

少年相談 月曜日～金曜日
9:00～16:30 名古屋市少年センター 052（961）2544

■子どものいじめ相談機関
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10 時から午後5時30分まで

　（専用電話  ☎ 0565（34）1700）

【定期相談】

①女性悩みごと相談

▼  とき＝4月2日・9日・16日・23日の

月曜日、午前10時から午後4時まで

②法律相談（予約制）
▼  とき＝ 4月 6日･20 日の金曜日、

午後 1時から 4時まで

③内職相談

▼  とき＝4月10日･ 24日の火曜日、

午前10時から午後3時まで

【共通事項】

▼  ところ＝豊田加茂県民生活プラザ

　（豊田市若宮町1-57-1 A館 T-FA

　ＣＥ7階）

▼相談料＝無料

　町内在住の人を対象に行う相談や検

査、教室です。

①病態栄養相談（予約制）

▼  とき＝4月3日（火）午前9時から11

時まで

②歯科相談（予約制）

▼  とき＝4月17日（火）午前9時30分か

ら11時まで

③エイズ相談・抗体検査

▼  とき＝4月11日（水）午前9時から11

時まで

④検便（細菌・寄生虫卵検査）・⑤水質

検査（予約制）

▼     とき＝4月3日・10日・17日・24日の

火曜日、午前9時から11時30分まで

①～⑤共通

▼  ところ＝衣浦東部保健所加茂支所

（豊田市錦町 1-22-1）

　3月31日（土）のこころの電話みよし

は、お休みですのでご注意ください。

　パートタイムで働く際に、知ってお

くと便利な社会保険、税金、法律など

の情報や働く前の不安解消などのため

の講習会を実施します。またガイダン

ス終了後には、労働相談も行います。

▼  とき＝3月22日(木)午後1時30分

から3時30分まで

▼  ところ＝中央公民館2階講義室

▼  対象＝パート就労を希望する人、悩

みを抱えているパート就労者

▼定員＝先着30人

▼参加費＝無料

▼  申し込み＝3月15日（木）午前8時30

分から住民課へ電話（☎（32）8012）

で

▼  そのほか＝労働相談を同日午前10時

30分から正午まで、役場西館1階住

民相談コーナーで実施

【常設相談】

① 交通事故相談、県営住宅相談、県政

相談など

▼   とき＝月曜日から金曜日までの午前

10時から午後6時15分まで

② 消費生活相談（悪質商法、商品・サ

ービスなどに関する相談）

▼  とき＝月曜日から金曜日までの午前

▼  申し込み＝衣浦東部保健所加茂支所

地域保健課へ電話で

⑥こころの健康相談（予約制）

　こころの病、こころの健康、精神障

害者の社会復帰、家族のかかわり方、

ひきこもりなどの相談に、精神科医師、

または精神保健福祉相談員が応じます。

▼     とき＝4月4日（水）午後2時から3時

まで

▼  ところ＝三好町保健センター

▼  申し込み＝相談日前日までに衣浦東

部保健所（本所）地域保健課へ電話で

⑦社会復帰教室

▼  とき＝Ⓐ4月4日Ⓑ4月11日・25日

の水曜日、午前10時から午後1時30

分まで

▼  ところ＝Ⓐ三好町保健センター

　Ⓑ三好町福祉センター
▼  内容＝レクリエーションや談話など

▼  参加費＝ 100円

▼  問い合わせ＝衣浦東部保健所（本所）

地域保健課へ電話で

※精神保健福祉関係の業務は、4月か

ら衣浦東部保健所（本所・刈谷市大手町

1-12）で行う業務となり、加茂支所で

は取り扱いません。

　相談内容の守秘は厳守されます。お

気軽にご相談ください。

▼  相談内容＝①生活全般に関すること

②就労に関すること③資格取得、技

能習得に関すること（母子自立支援

給付金制度あり。要事前相談）

▼相談員＝母子自立支援員

▼  連絡先＝平日の午前9時30分から午

後4時までに豊田加茂事務所健康福

祉課へ電話、または直接（豊田市錦町

1-22-1）

豊田加茂県民生活プラザから

☎0565(34)6151　 0565(34)6152

豊田加茂県民生活プラザ

4 月の相談

衣浦東部保健所

☎0565（31）1630　 0565（31）9601

衣浦東部保健所加茂支所地域保健課から

4月の相談・検査・教室

☎0566（21）4778　 0566（25）1470

衣浦東部保健所（本所）地域保健課から

パートタイム労働ガイダンス

☎052(586）7222　 052（586）7225

財団法人21世紀職業財団愛知事務所から

ひとり親家庭の相談

☎0565（33）0294　 0565（33）0293

豊田加茂事務所健康福祉課から

社会教育課　☎（32）8025　 （34）4379

こころの電話みよし（3月）の

相談日程変更
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リーダーとの連携、学校における計

画的な防犯教育への協力

▼  申し込み＝随時、申込用紙（学校教

育課、各小学校で配布）に記入し、各

小学校へ直接

▼  問い合わせ＝学校教育課、または下

記の小学校へ

　毎年10月は音楽月間です。みよし

音楽祭で1日ホールを貸し切って、コ

ンサートを行ってみませんか。

▼  とき＝10月9日（火）から12日（金）

まで、16日（火）・17日（水）・19日

（金）、23日（火）から25日（木）まで

の10日間のうち1日を選択

▼ところ＝サンアート小ホール

▼  内容＝みよし音楽祭にふさわしいプ

ログラムとして認められたもの。詳

細は募集要項を参照

▼  対象＝町内在住・在勤、または三好町

出身で音楽活動をしている個人およ

び団体(営利企業・プロモーターなど

の主催による演奏は不可)

▼定員＝各日 1組（選定）

▼参加費＝無料

▼  申し込み＝参加申込書（サンアート

で配布）を記入し、4月7日（土）から

30日(月)までに必着で、役場教育委

員会教育行政課へ郵送（470-0295

住所記入不用）、または直接

▼  任期＝平成19年6月1日から平成21

年5月31日まで（2年間）

▼  内容＝三好町国民健康保険の運営に

関することについての検討・審議

　（会議は年4回程度､ 1回約1時間半）

▼  応募資格＝町内在住の20歳以上で､

国民健康保険被保険者の人（町のほ

かの審議会の委員､ 行政機関の職員

および町議会議員の応募は不可）

▼募集人員＝4人

▼  応募方法＝4月10日（火）までに「国

民健康保険に関すること」をテーマ

とする1,000字程度の小論文と①住

所②氏名③生年月日④電話番号⑤職

業を付記し（様式は任意）､ 保険年金

課へ郵送（470-0295住所記入不用）、

ファクス、電子メール、または直接

▼選考方法＝書類選考

▼  そのほか＝応募者が募集人員に満た

ない場合でも ､選考基準に達してい

ないときは採用しない場合あり。採

用結果は応募者全員に通知

　三好町では子どもたちが事件や事故

に巻き込まれることなく、安心して学

ぶことができる学校づくりを目指して

「地域ぐるみの学校安全体制整備推進

事業」を実施。地域と連携した学校の

安全管理体制の整備を図ります。

　そこで、各小学校の安全対策活動に

協力していただける学校安全ボランテ

ィア（スクールガード）を募集します。

▼活動期間＝活動できる日

▼  活動内容＝主に登下校時のパトロー

ル、各ポイントや軒先での立哨活動。

ほかに、地域や学校での安全教室・

防犯訓練などへの協力、不審者に関

する情報の共有化、スクールガード

　職員の育児休業に伴い、その欠員

を補充するために、平成 19年 6月 1

日から一定期間に限り採用する任期付

職員を次のとおり募集します。

▼募集内容＝次のとおり

▼試験日＝4月13日(金）

▼  選考方法＝面接試験および適正検査

▼  申し込み＝4月2日(月)までの午前8

時30分から正午までと午後1時から

5時まで（土・日曜日、祝日を除く）に

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、人事課へ直接

▼  採用候補者名簿＝合格者を採用候補

者名簿に登載し、欠員の状況に応じ

て順次採用予定

※試験日は、天候などの理由により変

更する場合があります。

　三好町の諮問機関であり ､国民健康

保険の税率など重要事項を審議する委

員を募集します。

募　集

人事課　☎（32）8351　 （32）2165

http://www.town.miyoshi.aichi.jp/

三好町職員の育児休業に伴

う任期付職員

職種区分 募集人数 受験資格

保育職 1人
昭和37年4月2日
以降に生まれ、保
育士の資格を有
する人

保健師 3人
昭和37年4月2日
以降に生まれ、保
健師の資格を有
する人

国民健康保険運営協議会委員

hokennenkin@town.aichi- miyoshi.lg.jp

保険年金課　☎（32）8011　 （34）3388

学校教育課　☎（32）8026　 （34）4379

学校安全ボランティア

（スクールガード）

学校名 連絡先
中部小学校 （32）1044
北部小学校 （36）1047
南部小学校 （32）1062
天王小学校 （32）2383
三吉小学校 （34）3888
三好丘小学校 （36）3220
緑丘小学校 （36）8800

黒笹小学校（4月以降）（36）1928

サンアート　☎（32）2000　 （32）3232

みよし音楽祭出演

セミプロアーティスト
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▼会費＝年額 500円

▼  申し込み＝3月31日（土）までに申込

書（総合体育館で配付）に必要事項を

記入し、事務局へ直接

▼  そのほか＝会員には協会主催の事業

の割引や各種行事の案内を送付

　三好助け合いチケットじゃんじゃん

は、人と人との出会いをつくり、信頼

関係を深めることで、豊かな地域コミ

ュニティづくりを目指すものです。

　お年寄りの話相手や犬の散歩など、

お金のやりとりにそぐわないちょっと

した手伝いやサービスをしてもらった

際に、感謝の気持ちを表すために「助け

合いチケット（じゃんチケット）」を使

います。利用方法は、あらかじめ登録

したサービス情報をもとに、会員同士

や役員を通じてサービスの取引を行い

ます。

　平成 19年度会員を新たに募集しま

す。「助け合いチケット」を使って、地域

の交流を深めませんか。

▼  募集期間＝4月 1日（日）以降随時

▼  対象＝町内在住、在勤、または在学

の人。町内商店も可

▼  会費＝1,000円(保険料300円含む）

▼  申し込み＝登録シート（事務局、加盟

店、各行政区事務所、役場福祉課など

で配布）に必要事項を記入し、会費を

添えて受付窓口（役員、地区担当、加

盟店、役場福祉課）へ直接

▼  問い合わせ＝事務局の増岡万里子さ

んへ電話で

▼  そのほか＝会員登録後（5月中旬を予

定）に会員リストなど活動に必要な

物を送付

て、地域住民の明るく健康的な生活と

青少年の健全育成、生涯スポーツの推

進を目指しています。

▼  内容・会費など＝下表のとおり

▼  申し込み＝随時、入会申込書（クラ

ブハウスで配布。ホームページから

ダウンロード可）に会費、保険料を

添えて、三好中学校内なかよしクラ

ブクラブハウスへ直接

▼  そのほか＝各教室は定員に達し次第

受け付け修了

　三好町ウオーキング協会の会員を募

集します。ウオーキングを通して健康

づくり、仲間づくりをしましょう。

▼  対象＝町内在住、在勤、または在学

で協会の趣旨に賛同する人

　医療費が適正に請求されているか審

査をする点検員を募集します。

▼  内容＝国民健康保険、老人保健の診

療報酬明細書（レセプト）の審査

▼  募集要件＝医療事務の資格があり、

月に15日以上働くことができる人

▼募集人数＝ 1人

▼給与＝時給 1,139 円

▼  申し込み＝4月10日（火）までに保険

年金課へ直接

　平成 19年度会員を募集します。

　総合型地域スポーツクラブ「なかよ

しクラブ」では、スポーツ活動を通し

レセプト点検員

保険年金課　☎（32）8011　 （34）3388

支払区分 金額

会費

月払 1,000円
半期払（4～9月、10月～3月） 3,500円

年払 6,000円
ファミリー（3人以上） 15,000円

スポーツ安全保険
幼児から中学生まで 500円

一般 1,500円
60歳以上 800円

種　目 と　　き ところ 対　象 定員

講
座

カローリング
（前期体験講座）

日曜日
9:30～11:30

三好中学校体育館 どなたでも可

なし

ソフトテニス
（11月からショート

テニス）

三好中学校テニスコ
ート（11月から中部
小学校体育館）

小学1年生から

卓球 三好中学校南校舎3階 小学4年生から

グラウンド・ゴルフ 三好中学校運動場、
または森曽公園 どなたでも可

教
室

水泳教室 土曜日（2部制） 三好スイミング
アカデミー 小学1年生から 各部

50人

卓球教室 第2・第4木曜日
13:00～

総合体育館卓球場

どなたでも可

15人

卓球 第3木曜日
13:00～15:00 なし

太極拳 第1木曜日
19：30～20:45

三好下公民館ホール

なし

健康体操 第2木曜日
19：30～20:45 なし

ソフトエアロビクス 第4木曜日
19：30～20:45 なし

■なかよしクラブ講座・教室

■なかよしクラブ会費・保険料

なかよしクラブ会員

http://www.geocities.jp/nakayoshi_c2004/

なかよしクラブ事務局　☎・ (34)1771

三好町ウオーキング協会の会員

総合体育館内 ☎（32）8027　 （34）6030

三好町ウオーキング協会事務局から

助け合いチケット事務局から 増岡万里子さん 

☎090（4400）3138　 （32）1260

三好助け合いチケット

じゃんじゃん新会員
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日（木）まで（月曜日を除く）の午前9

時から午後5時までに、申込用紙（協

会で配付）に必要事項を記入し、協会

へ直接

▼  そのほか＝社団法人日本カヌー連盟

の公式試合の出場者は連盟登録料が

必要

▼  内容＝左下表のとおり

▼  対象＝町内在住、在学、または在園

の人

▼  申し込み＝4月13日（金）必着で、申

込用紙（スポーツ課、役場教育委員

会、サンネットで配布）に必要事項

を記入し、スポーツ課へファクス、

郵送（〒470-0224 三好町大字三好

字池ノ原 1）、または直接、もしくは

役場教育委員会、サンネットへ直接

▼  そのほか＝応募者多数の場合は、初

めて教室に参加する人を優先にした

抽選を 4月 17日（火）に行い、後日

結果を通知

※参加決定の通知後、4月 25 日（水）

までにスポーツ課へ受講料を納付して

ください。なお、やむを得ない理由に

より開催日を変更することがあります。

も楽しめますので、ぜひカヌーに挑戦

してみませんか。

　また審判員と協力員（大会ボランテ

ィア）も併せて募集します。

▼対象・定員など＝下表のとおり

▼      年会費＝一般・大学生…3,000 円、

高校生…2,000 円、中学生…1,000

円、小学生…500円

▼保険代＝高校生以上…1,500 円

　中学生以下…500円

▼  申し込み＝4月1日（日）から5月31

　平成 19年度のカヌー協会の会員を

募集します。小学生から一般まで誰で

募　集

教室名 と　　き ところ 内　容 対　象 定員 受講料

①
幼児の　
親子体操
教室

5月9日から7月11
日までの水曜日
（計10回）
10:00 ～ 11:30

総合体育館
柔道場

親子で一緒
にできる軽
運動と親の
ストレッチ
運動

幼児とその保護
者（平成15年4
月2日～17年4
月1日生まれ）

40組 1組
2,700円

②
幼児体育
教室

5月9日から7月11
日までの水曜日
（計10回）
4歳児
15：10～16：10
5歳児
16：15～17:15

総合体育館
アリーナ

ボール・と
び箱・マッ
ト・鉄棒を
使って楽し
く運動する

・ 4歳児（平成14
年4月2日～15
年4月1日生ま
れ）
・ 5歳児（平成13
年4月2日～14
年4月1日生ま
れ）

各
20人 2,300円

③
スタンツ
教室

5月12日から7月
21日までの土曜日
(計10回）
15:30 ～ 17:00

総合体育館
アリーナ・
剣道場

ドッジボー
ルやとび箱
・マットな
どで楽しく
運動する

小学1～3年生 40人 1,500円

④
親子
ショート
テニス
教室

5月12日から6月
30日までの土曜日
(計7回）
13:00 ～ 15:00

総合体育館
アリーナ

短いラケッ
トとスポン
ジボールを
使い室内で
するテニス

小学4～6年生と
その保護者

25組
50人

1組
2,700円

前期スポーツ教室

☎（32）8027　 （34）6030

スポーツ課　総合体育館内

講座・教室

■前期スポーツ教室

カヌー協会会員

☎(32）8558　 （32）8699

三好町カヌー協会から

区　分 対　　象 定員 費用

三好カヌークラブ 中学校カヌー部出身の高校生 先着25人 会費2,000円
保険1,500円

シニアカヌークラブ 大学生、一般 先着25人 会費3,000円
保険1,500円

ジュニアカヌークラブ 小学4年生から6年生まで 先着40人 会費500円
保険500円

団体登録チーム 5人以上で組織された中学、
高校、大学、一般のカヌー部 なし

　　会費
中学1,000円
高校2,000円
大学3,000円
一般3,000円

審　判　員 18歳以上の人 なし 会費3,000円

協　力　員
（大会ボランティア） どなたでも可 なし 保険1,500円

■カヌー協会会員募集
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お知らせは裏表紙から

に勤労青少年ホームへ直接（土・日曜

日、月曜日を除く）

▼  そのほか＝講座費用のほかに、ホー

ム保険 500円と利用者会費 500円

が必要

▼受講料＝無料（資料代など別途必要）

▼  申し込み＝3月31日（土）必着で、往

復はがきに住所、氏名、年齢、受

講動機を記入し、学生生活支援セン

ター（〒 470-0207 三好町大字福谷

字西ノ洞 21-233）へ郵送で

　青少年ホームでは、前期教養講座・

スポーツ教室を開催します。

▼  ところ＝勤労青少年ホーム（ゴルフ

入門はコンフォートゴルフクラブ）

▼内容＝下表のとおり

▼  対象＝町内在住、または在勤の勤労

青少年

▼  申し込み＝4月3日（火）午後6時以降

　農業を始めてみたい、または生きが

いにしたいという皆さんを対象に、実

習体験を通じて、農業技術を習得する

ための講座を開催します。

▼  とき＝4月14日から7月21日までの

土曜日、午前9時から（毎月1回は開

塾日、そのほかの土曜日は相談日）

▼  ところ＝三好町大字打越地内の畑

（国道153号打越インター北側）

▼  内容＝ナス、トマト、メロンの栽培

（変更の場合あり）、収穫した野菜は

受講生が持ち帰り可

▼対象＝町内在住、または在勤の人

▼定員＝先着15人

▼  受講料＝5,000円（種子・肥料・農薬

代含む）

▼  申し込み＝3月20日（火）から30日

（金）まで（土・日曜日、祝日を除く）

の午前9時から午後5時までに、受

講料を添えて、営農センターへ直接

▼  とき＝4月13日から7月20日までの

金曜日、午前9時から10時30分まで

（計14回）

▼  ところ＝東海学園大学三好キャンパ

ス

▼  内容＝大学の正規講義として「共生

人間論」をテーマに、仏教・宗教・

道徳・環境や命の大切さなどについ

て学ぶ。定期試験の参加も可

▼  講師＝東海学園大学学監の田
たなかしょうゆう

中祥雄

さん

▼対象＝60歳以上の人

▼定員＝抽選で20人

東海学園大学壽
ことぶき

公開講座

☎（36）9802　 （36）6757

東海学園大学 学生生活支援センターから

生き活き農業塾

☎（32）1006　 （34）6667

ＪＡあいち豊田三好営農センター

前期教養講座・スポーツ教室

勤労青少年ホーム ☎（32）3044 （34）6005

№ 講座・
教室名 日　程 定員

（先着） 講　師
受講料 備考・

持ち物教材費

1 料理
4月17日から9月11日ま
での隔週火曜日
18:30～20:30  全10回

10人 篠
しのざわあつこ

沢篤子
2,000円

エプロン
7,000円

2 陶芸
4月24日から9月18日ま
での隔週火曜日
18:30～20:30  全10回

12人 竹
たけうちかずこ

内和子
2,000円

材料費別途
2,000円

3 きもの着付け

4月24日から9月18日ま
での隔週火曜日
18:30～20:30  全10回

10人 大
お お や す ず い

矢鈴伊
2,000円

着物一式
1,000円

4 絵画
4月17日から9月11日ま
での隔週火曜日
18:30～20:30  全10回

10人 牧
まきうちのりお

内則雄
2,000円 絵画道具一

式2,000円

5 茶道
4月18日から9月12日ま
での隔週水曜日
18:00～20:30  全10回

15人
筒
つついえいいち

井栄一

後
ご と う み き こ

藤三貴子

2,500円 扇子・懐紙・
ふくさなど2,500円

6 洋服づくり

4月25日から9月19日ま
での隔週水曜日
18:30～20:30  全10回

10人 吉
よしおかやすこ

岡和子
2,000円 洋裁道具

生地1,000円

7 生け花
4月19日から9月27日ま
での隔週木曜日
18:30～20:30  全10回

15人 小
こ じ ま か よ こ

嶋加代子
2,000円 花包み・

はさみ7,350円

8
レザー
クラフ
ト

4月26日から9月20日ま
での隔週木曜日
18:30～20:30  全10回

10人 胡
えびいきょうこ

井京子
2,000円

材料費別途
1,000円

9 写真
4月20日から9月7日まで
の隔週金曜日
18:30～20:30  全10回

10人 成
な る せ ひ で お

瀬英雄
2,000円

カメラ
2,000円

10 ゴルフ入門

4月19日から6月28日ま
での毎週木曜日
19:00～21:00  全10回

15人 郷
ごうしかつとし

司勝利
2,500円 シューズ・

クラブなど2,000円

■青少年ホーム前期教養講座・スポーツ教室

平成18年度愛知県広報コンクール
の組み写真部門で「Hot Line広報み
よし」が特選を受賞

　今回特選を受賞したのは、広報9
月15日号に掲載した、いいじゃん
まつり・大提灯まつりの組み写真で
す。また1月1日号の広報が広報紙
部門の町村の部で入賞しました。
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Distribuição gratuita de 
panfletos explicativos em
português de “como 
separar e jogar os lixos”.
No município de Miyoshi, estão sendo 
distribuídos gratuitamente panfletos 
explicativos em português de como 
separar e jogar os lixos. Pedimos 
colaboração a todos, para que joguem 
os lixos obedecendo as suas regras.
 Local de distribuição=Balcão do Setor 
de Meio Ambiente da Prefeitura.
※ Coloquem os lixos apenas nos dias 
estabelecidos até às 8:30h da manhã
nos sacos de lixos do município, 
amarrando bem as aberturas.
Obedeçam as regras, deixando de 
forma para que não causem transtornos 
aos moradores nas proximidades. 
Colaborem também com a separação e 
redução dos lixos.
Tel=Setor de Meio Ambiente (32)8018

外
が い こ く ご

国語情
じょうほう

報ひろば

M IA
財団法人　三好町国際交流協会

MIYOSHI  INTERNATIONAL
ASSOCIATION

☎（34）9000　 （32）3232

※ 先号から試行的に広報みよし「お知らせ版」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。

PHONE
　施設名　　　　　　　　　　　　4月の休館日　　電話番号 　施設名　　　　　　　　　　　　4月の休館日　　電話番号

☎(34)3370
☎(36)8625

☎(33)0788

☎(33)3300
☎(34)5311
☎(34)1588
☎(34)1988
☎(34)6111
☎(33)3441
☎(32)3044

明越会館（受付9:00～17:00）  ……………………
きたよし地区公園管理事務所　……………………
 （受付9:00～17:00）  
ケアハウス寿

じ ゅ ぼ く え ん

睦苑（無休・24時間受付） ……………

（火曜日～土曜日 13:00～21:00、日 9:00～17:00）

三好町民病院（8:30～16:00）  ……………………
保健センター（8:30～17:15）  ……………………
福祉センター（8:30～17:15）  ……………………
生きがいセンター（8:30～17:15）  ………………
さんさんの郷（9:00～17:00）  ……………………
教育学習センター（8:30～17:15）  ………………
勤労青少年ホーム  …………………………………

☎(32)8558
☎(34)6641

☎(32)0100

☎(32)2111
☎(33)4150
☎(32)2000
☎(32)2162
☎(34)3311
☎(34)5000
☎(34)3131

三好池カヌーセンター（8:30～17:15）   …………
保田ケ池カヌーポロ競技場管理事務所　…………
（8:30～17:15）
学校給食センター（8:30～17:15）  ………………

（火曜日～土曜日 9:00～21:00、日 9:00～17:00）

三好町役場（8:30～17:15）　………………………
サンネット（10:00～19:00） ………………………
サンアート（9:00～21:00）  ………………………
中央公民館（9:00～21:00）  ………………………
中央図書館（9:00～17:00）  ………………………
歴史民俗資料館（9:00～16:30）  …………………
総合体育館  …………………………………………

月（祝日を除く）
月

月

月
月

土・日・祝

土・日・祝
火

月

月

月
月

土・日・祝
土・日・祝
土・日・祝

土・日・祝

土・日・祝
月（祝日を除く）・26日（木）
月（祝日を除く）

三
み よ し

好桜
さくら

まつり

Free Portuguese leaflets 
on dividing and throwing 
away garbage
We are handing out Portuguese 
leaflets on dividing and throwing away 
garbage in Miyoshicho free of charge.  
By following the rules, we would like 
to ask for your cooperation.
Leaflet hand out=Environment 
Section window

Festival da flor da cereja 
de Miyoshi
Enfim está chegando a época das 
cerejeiras.Que tal convidarem seus 
familiares e amigos para apreciarem 
as flores num agradável dia de 
primavera.Durante a temporada 
havera iluminações noturnas para 
que possam desfrutar das flores de 
cerejeiras também a noite.

 Data=25 de março (segunda) à 15 de 
abril (domingo).
 Locais=Parque Miyoshi e Parque 
Botagaike.
 Conteúdo=cerca de 2.000 pés no 
Parque Miyoshi e 350 pés no Parque 
Botagaike.
 Estarão iluminados a partir do por do 
sol às 21:00h.
 (dependendo das condições de 
florescimento, a festa poderá ter o 
encerramento antecipado).
 Advertências=① Apreciar asflores 

Miyoshi Cherry Blossom 
Festival
Soon it will be the cherry blossom 
season.  How would you like to take 
your family and friends out on a 
cherry blossom viewing on a nice and 
warm spring day?  During the period, 
the cherry blossoms will be lighted up 
to enjoy the night view.

 Period=Mar. 25(Mon)-Apr. 15(Sun)
 Place=Miyoshi Park, Botagaike Park

 Contents=2000 cherry blossom trees 
in Miyoshi Park and 350 cherry 
blossom trees in Botagaike Park.  The 
trees will be lighted up from sunset to 
9:00㏘.(It may end early according to 
the blooming condition)
 Attention=①Enjoy the cherry blossom 
viewing with good manners
②No parking on the street to avoid 
any trouble in the neighbordrive
③No making noise after 9:00㏘
④Bring back your own garbage
Tel=Miyoshi Tourist Association 
Commerce & Industry Tourist 
Section (34)6000

お知らせは裏表紙から

※Appointed garbage bag should 
always be used, and after tying the 
top firmly, they should be taken out 
by 8:30 on the collecting day.  Please 
follow the right direction, and try not 
to annoy the people living near the 
garbage dump.  Also, we would like to 
ask for your cooperation on dividing 
and reducing garbage.
Tel=Environment Section (32)8018

obedecendo as regras 
②Não estacionar carros nas ruas, 
pois atrapalham as vizinhanças 
③Não bagunçar após o horário de 
encerramento (21:00h)
④Limpar e levar os lixos para casa
Tel=Associação de Turismo Miyoshi 
no interior do Setor de Comércio, 
Indústria e Turismo (34)6000 

(日本語の記事は裏表紙参照)
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