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こちらからお読みください

▲

お知らせ版

第 1 回子育て交流会「親子で遊ぼう」
親子で一緒に遊び、楽しい時間を過ごしませんか。また、保健師による育
とき＝ 6 月 29 日
（金）午前 10 時から 11 時 30 分まで
ところ＝みなよし地区子育て支援センター
（打越保育園内）
内容＝親子遊び
対象＝未就園児とその保護者
講師＝子育て支援グループ
「子育てネットみよし」
定員＝抽選で 30 組
参加費＝ 30 円
（傷害保険料）
申し込み＝ 6 月 4 日
（月）から 8 日（金）までに、親子の氏名・年齢、行政区、
電話番号を明らかにして、センターへ電話、または直接
▼

発行・三好町／編集・秘書広報課 電話0561（32）
2111
（代）
〒470-0295愛知県西加茂郡三好町大字三好字小坂50
ホームページ http://www.town.aichi-miyoshi.lg.jp/
電子メール info@town.aichi-miyoshi.lg.jp

▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

児相談も行いますので、ぜひご参加ください。

問い合わせ＝なかよし地区子育て支援センター（わかば保育園内）

☎(34)1250

(34)6790

町政番組を放送中

古紙配合率 100％再生紙を使用

環境に優しい大豆インキを使用

●ケーブルテレビ
さんさんチャンネル 【33ch・123ch】
ひまわりHiチャンネル 【120ch】
コミュニティ放送【アナログ6ch・デジタル12ch】
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 6月18日㈪〜24日㈰
テーマ「交通事故に遭わないために〜交通事故ゼロを目指して〜」

●コミュニティーFM
ラジオ・ラブィート【78.6MHz】

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 6月4日㈪ 8:00〜 18:00〜
問い合わせ 秘書広報課 ☎（32）8357 （34）6008

߅⍮ࠄߖߪⵣ⚕߆ࠄ
後 6 時まで。延長利用として午前 8

得証明も必要

時から 9 時までの利用可
（別に料金

▼

提出期限＝ 6 月 29 日
（金）までに子

が必要）
▼

案 内

ない人は平成 19 年度児童手当用所

休業日＝土・日曜日、祝日および 8 月

育て支援課へ直接
（公務員の請求先

13日（月）から16日（木）まで

児童手当は小学校 6 年生までの児
童を養育している人に支給されます。
現在、児童手当を受給している人は
引き続き手当を受けることができる要
件があるかどうかを確認するため、毎

▼

対象＝昼間、就労などにより家庭に

まだ手当を受けていない人は、児童

保護者のいない、町内在住の小学校

手当認定請求書を子育て支援課で記

1 年生から 4 年生まで
▼

܇ᏋƯૅੲᛢ☎ᲢᲣų ᲢᲣ

そのほか＝支給要件に該当する人で

利用料＝ ①7月…3,000円②8月…

入して請求

7,000円③延長利用料7月…300円、

ٰ˞ǈ᧓Ʒ્ᛢࢸ
δᇜǯȩȖƷλӖƚ˄ƚ

8月…700円（保険料は別に必要）
▼

δᇜ࢘ƷྵඞފƷ੩Ј

▼

は各勤務先）

申し込み＝ 6 月 4 日 (月) から 13 日

܇ᏋƯૅੲᛢ☎ᲢᲣų ᲢᲣ

（水）までに申込用紙（子育て支援課

年 6 月に現況届を提出しなければな

および現在開所している各児童クラ

りません。

ブ（午後1時15分から6時まで）で配

6 月初旬に現況届の用紙を送付しま

布）に必要事項を記入 し、 就労証 明

すので、忘れずに提出してください。

書を添えて各児童クラブ、または子

なお届け出がない場合は、6 月からの

育て支援課へ直接
※緑丘小学校では、入所申込書の配布

ますのでご注意ください。

と入所受け付けを実施していませんの

▼

児童手当の給付が一時差し止めになり
対象＝平成18年中の所得が下表の

放課後児童クラブは、下校後に保護

所得制限未満で、小学校 6 年生ま

者が家にいない児童をお預かりし、遊

※入所には優先基準がありますので、

での児童を養育している人

びを中心とした活動を通して、児童の

児童クラブ、または子育て支援課で配

健全育成を図ります。今回は、夏休み

布する『放課後児童クラブご案内』で

期間中だけの入所を受け付けます。

ご確認ください。

特例給付

0人

468 万円

540 万円

1人

506 万円

578 万円

2人

544 万円

616 万円

3人

582 万円

654 万円

・所得制限限度額は、扶養が1人増える
ごとに所得額に38万円を加算。
・国民年金1号被保険者、年金未加入者
は「児童手当」の欄を、そのほかの年
金加入者は「特例給付」の欄を参照。
・所得制限限度額には、一律8万円の社
会保険料控除が加算済み。
・扶養数、所得制限限度額は、平成18
年中の所得に対する所得税法に規定
するもの。

【公立児童クラブ】

【民間児童クラブ】

実施場所・定員＝下表のとおり

▼

児童手当

▼ ▼

扶養数

でご注意ください。

利用期間＝夏休み期間（7 月 21日か

※空き状況など詳しい内容は、直接児

ら8 月 31日まで）の午前 9 時から午

童クラブへお問い合わせください。

実施場所＝下表のとおり

■公立児童クラブ
クラブ名

実施場所

住所

電話番号

募集人数

北部児童クラブ

北部小学校 福谷字坂上12

090-2262-0526

10人程度

中部児童クラブ

中部小学校 三好字宮ノ越31

080-1629-9165

2人程度

三好丘児童クラブ

三好丘小学校 三好丘7-1

080-1629-9166

15人程度

(36)5082

40人

天王第2児童クラブ 天王小学校 三好字天王51-75

090-5009-3256

40人

北部第2児童クラブ 北部小学校 福谷字坂上12

090-2262-0526

30人

みどり第2児童クラブ 緑丘小学校 三好丘緑1-1-1

▼

提出書類＝現況届、年金加入証明書、 ※通年利用者の入所により、申し込み終了時点で受け入れできる人数が変更になるこ
または健康保険証の写し（国民年金
第 1 号被保険者は除く）、平成19 年
1 月1 日現在、三好町に住民登録が

19

とがあります。
■民間児童クラブ
クラブ名
エジソンハウス

実施場所
桃山幼稚園

住所
西陣取山26-1

電話番号
(32)4443

マトクリットも実施）

己負担額が30万円以上のバリアフ

▼ ▼

ཱྀƷᢘദƳᏋ
ؾᛢų☎ᲢᲣų ᲢᲣ

最近、家の外で飼われている猫や野

リー改修工事が行われた住宅である

対象＝ 町内在住で、学校や事業所

こと

などで健診を受ける機会のない15

㋒ 65 歳以上の人、介護保険において

歳から39歳以下の人

要介護認定または要支援認定を受

情が増えています。猫を飼う場合は、

※平成20年3月までに40歳になる人

けている人、障害者のいずれかが

飼育者として、愛情と責任を持って飼

は基本健診の対象となるため、39歳

居住していること

うようにしましょう。

以下の健診は受けられません。

●近隣に迷惑を及ぼさないために、ま

▼

良猫による、いたずらなどの被害の苦

自己負担金＝ 無料

不妊去勢などの繁殖制限を行いまし
ょう
●野良猫に、むやみに餌を与えないよ
うにしましょう

戸の改良、床の段差解消、手すりの

申し込み＝ 当日、会場へ直接

取り付け、トイレの改良のいずれか

そのほか＝ 託児あり（ただし、子ど

の改修工事であること

もに必要な物は各自で準備が必要）

固定資産税額（家屋分）の3分の1

ᆋѦᛢų☎ᲢᲣų ᲢᲣ

減額期間＝工事が完了した年の翌年
度の1年間
必要書類＝次の①から⑤までのすべ

平成19年4月1日から高齢者、障害
者などの居住の安全性などの向上を目

てと⑥、⑦、⑧のいずれか
①納税義務者の住民票の写し
②改修工事に係る明細書（工事の内容、
費用の確認ができるもの）

高血脂症や高血圧などを代表とする

的に、バリアフリー改修工事を行った

生活習慣病の予防は若いころからの健

住宅に対して固定資産税が減額される

③改修工事箇所の写真

康管理が大切です。年に1回の健診で

制度が始まりました。

④ 領収証（工事費用を支払ったことが

健康の確認をしましょう。

▼

̬ͤǻȳǿȸų☎ᲢᲣų ᲢᲣ

減税額＝1戸当たり100㎡相当分の

ȐȪǢȕȪȸો̲ʙƴ̞ǔ
ܭငᆋƷถ᫇
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▼

●室内で飼うことができない場合には、

には当日発行）

▼

で飼うように努めましょう

の改良、床の滑り止め化、出入口の

▼

ど、猫の健康と安全のためにも室内

持ち物＝ 健康手帳（持っていない人

▼ ▼

た交通事故など不慮の事故の防止な

㋓廊下の拡幅、階段の勾配緩和、浴室

▼ ▼

対象＝ 次の㋐から㋓までのすべて

とき・ところ＝ 下表のとおり

を満たすもの

健診内容＝ 身体計測・尿検査・血

圧測定・血液検査
（総コレステロー

⑤工事に対する補助金などの交付を受

㋐ 平成19年1月1日以前から所在する
住宅（賃貸住宅以外）であること

⑥ 65 歳以上の人が居住している場合

■

31日までの間に、1 戸当たりの自

39歳以下の健診日程
日程

けた場合は、その交付決定などの金
額の確認ができるもの

ル、中性脂肪、HDL コレステロール。 ㋑ 平成19年4月1日 か ら 平成22年3月
女性は白血球、赤血球、血色素、ヘ

確認できるもの）

はその人の住民票の写し
⑦介護保険において要介護認定、また

時間

会場

している場合は被保険者証の写し

午前9時10分から11時まで
6月22日
（金）

は要支援認定を受けている人が居住

保健センター

⑧ 障害者が居住している場合はそれを
証明するもの
（障害者手帳など）
の写し
▼

午後1時から3時まで

申し込み＝改修工事完了後 3 カ月

6月23日（土）

午前9時10分から11時まで

保健センター

6月27日（水）

午前9時10分から11時まで

黒笹公民館

6月28日（木）

午前9時10分から11時まで

三好丘交流センター

7月5日（木）

午前9時10分から11時まで

明知上公民館

以内に、申告書（税務課で配布。税
務課ホームページからダウンロード
可）
に上記必要書類を添えて、税務
▼

課へ直接
そのほか＝申告に合わせ、現場確認
をする場合あり
平成19年６月１日 広報みよし 第901号

18
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や経過をお知らせしていきます。

案 内

受験資格（すべて
職種区分 募集人数 に該当する人）

・昭和37年4月2
3人

日以降に生まれ
た人
・保健師の資格を
有する人

▼ ▼ ▼

募 集

保健師

試験日＝7月24日(火）

ᠾಅσฎϐዻૢͳƷңщ̔᫂

選考方法＝面接試験および適正検査

ᝅဋɤڤʙѦኵӳσฎᛢƔǒ

̬ᏋטƷᆆሥǛӖƚǔඥʴ

☎ ᲢᲣ ᲢᲣų

܇ᏋƯૅੲᛢ☎ᲢᲣų ᲢᲣ

時30分から正午までと、午後1時か

JVVRYYYVQYPCKEJKOK[QUJKNILRMQUQFCVG

ら5時まで
（土・日曜日を除く）
に申込

申し込み＝7月2日(月)までの午前8

書
（職員課で配布。
ホームページから
ダウンロード可）に必要事項を記入
し、職員課へ郵送（7月2日必着）、ま
▼

たは直接
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
平成21年度から三好町立天王保育
園の経営の移管を受ける法人を募集し
▼

ます。
対象＝愛知県内で保育園、または幼

とき、その損失を最小限にとどめ、経

人、または学校法人
申し込み ＝ 7月5日（木）ま で に、 申

更する場合があります。

ᐮ̬ᏋٟȷಅѦՃ
܇ᏋƯૅੲᛢų☎  ų

務員を募集します。
【保育士】

西三河地区では、現在三好町と豊田

請書類（子育て支援課で配布。ホー

市で構成する豊田三好事務組合をはじ

ムページからダウンロード可）に必

め、4 つの公営組合が農業共済を行っ

要事項を記入し、子育て支援課へ直

ていますが、広域合併による財務基盤

接

①おおむね 7 時間勤務

※募集に関する要項および移管の内容

営化の検討を重ねています。

など詳しくは、子育て支援課へお問い

平 成20年4月1日「西三河農業共済組
合（仮称）」の発足に向けて、農業共済
加入者を対象に再編整備に対する同意
書の取得を進めていきます。再編整備

ɤڤထᎰՃƷᏋδ˞ಅƴˤ
Ə˓˄ᎰՃᲢ̬ͤࠖᲣ

対象＝資格など特になし
勤務条件＝次のいずれか

①おおむね 7 時間勤務
②午前10時から午後2時まで

分の 2 以上の同意が必要となります

を補充するために、平成 19 年 9 月 1

勤務内容＝給食の配膳、花壇の手入
れなど

【共通】
申し込み＝随時、顔写真（4.5cm ×

期付職員を募集します。

3.5cm 程度）を 1 枚持参し、子育て

▼

ので、ご理解とご協力をお願いします。 日以降から一定期間に限り採用する任

17

【業務員】

JVVRYYYVQYPCKEJKOK[QUJKNILRU[QMWKP

職員の育児休業に伴い、その欠員

組合広報誌「虹」などで再編整備の詳細

らの3、4 時間程度勤務

ᎰՃᛢų☎ᲢᲣų ᲢᲣ

を行うには農作物共済強制加入者の 3

また今後も、加入者の皆さんには、

②午前7時30分から、または午後3時か

▼

設立準備会が開催されました。今後は、

合わせください。

勤務条件＝次のいずれか

▼

5月18日、西三河地区農業共済組合

対象＝保育士の資格を有する人

▼ ▼

の強化と自立した組合運営を目指す民

 

臨時保育士と保育園で仕事をする業

▼ ▼

営を安定させる災害補償制度です。

稚園を現に運営している社会福祉法
▼

農業共済は農家が自然災害に遭った

※試験日は、天候などの理由により変

支援課へ直接

募集内容＝次のとおり

す。

歳歯科健診（無料）、または7月11日

事業趣旨に賛同し、ご支援・ご協力
をお願いします。

会費＝個人…年額1口500円から、

▼

企業・団体…年額1口5,000円から

▼

20 年度予定）まで
選考方法＝書類審査（レポート：テー
マ「2020年の三好と私」1,000文 字

☎ ᲢᲣų ᲢᲣ

▼

必要事項を記入し、協会へ直接

対 象＝昭和3年3月31日以前に生ま

ឯԛܖ፼ǰȫȸȗƷႇ

れた自分の歯が 20 本以上残ってい

ဃ෨ܖ፼ᛢųܖ፼ʩ්ǻȳǿȸϋ

る人（過去に表彰経験のある人は除

☎ᲢᲣų ᲢᲣų

町内で趣味・教養講座などで活動中

加茂歯科医師会会員の歯科医院で証

録をお待ちしています。

明の健診（無料）
を受け、健診を受け

また登録をしていただいた団体は学
▼

習の成果を発表する機会を提供します。

人（国家公務員および地方公務員の

①各地区施設の公民館、集会所などで

▼

募集人数＝1人
（応募者が 1人の場合

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）
申し込み＝6月15日(金)までにレポ
ート、 申込書(様式は任意)に住所、

対象＝次のすべてを満たす団体
活動しているグループ

②おおむね10人以上で構成されたグル
ープ
③メンバーのうち、8割以上を町内在
住・在勤の人で構成するグループ
登録方法＝登録用紙
（生涯学習課で

習課へ直接
▼

登録期限＝9月28日(金）。ただし、発
表会への参加を希望しない場合は期

または直接

限なし

☎ᲢᲣų ᲢᲣ

観光協会では地域に根付いた観光事
業を展開するため、各方面から幅広い

試験日＝6月17
日
（日）
、7 月 8 日
ずれか1日
試験場所＝自衛

3-12-1）
▼

ᲱᲪᲬᲬᢋᎍ

試験方法＝一般教養筆記試験、身体

̬ͤǻȳǿȸų☎ᲢᲣų ᲢᲣ

70歳で歯が22本以上ある人の表彰

検査および面接
入隊時期＝平成19年7月・8月
対象＝入隊予定月の1日現在で18歳

▼

を行います。
対象＝昭和11年4月1日から昭和12
年3月31日までの生まれで、自分の

以上27歳未満の男性
申し込み＝試験日の2日前までに、豊

田地域事務所（豊田市喜多町3-5）へ

歯が22本以上残っている人
▼

ɤڤထᚇήң˟Ɣǒųᠾՠᛢϋų

2 等陸・海・空

隊守山駐屯地（名古屋市守山区守山

▼

ɤڤထᚇήң˟˟Ճ

ᐯᘓᨛᝅဋ؏עʙѦƔǒ

（日）のうちでい

記載不要)、ファクス、電子メール、

定。選考結果は応募者全員に通知

ᐯᘓܫ

士を募集します。

応 募理由(簡潔に記載)を記入し、政

日までの平日（昼間）に年4回開催予

そのほか＝該当者は秋に表彰予定。

☎・ ᲢᲣų

配布）に必要事項を記入し、生涯学

そのほか＝審議会は月曜日から金曜

た歯科医院へ電話、または直接
詳細は別途郵送で通知

氏名、生年月日、電話番号、職業、
策推進課へ郵送(〒470-0295 住所

申し込み＝ 6月30日
（土）
までに豊田

の生涯学習グル−プの皆さんの団体登

対象＝町内在住で、満 20 歳以上の

一般職に在職している人は不可）

▼

く）

▼

▼

程度および申込書）

ᝅဋьᒔഫᅹҔࠖ˟Ɣǒ

▼

任期＝任命の日から審議終了（平成

申し込み＝申込用紙（協会で配布）に

▼

▼

議を行う委員を追加募集します。

ᲲᲪᲬᲪᢋᎍ

▼

なる新しい総合計画の策定に関する審

そのほか＝該当者は社会福祉大会で
表彰予定。詳細は別途郵送で通知

▼

企業、団体

▼

資格＝趣旨に賛同いただける個人、

今後の三好町のまちづくりの指針と

(水)に保健センタ−で行う成人歯科
相談を受診(電話予約が必要)

▼

UGKUCMW"VQYPCKEJK OK[QUJKNILR

加茂歯科医師会員の歯科医院で70

▼ ▼

ሊਖ਼ᡶᛢų☎ᲢᲣų ᲢᲣ

分野の皆さんの参加をお願いしていま

▼

ዮӳᚘဒݙᜭ˟ۀՃ

申し込み＝7月31日（火）までに豊田

直接
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…ソプラノ・ピアノ、第3部…ピアノ

申し込み＝各講座開催日の1週間前

・バイオリンアンサンブル

までに参加希望会場名、住所、氏名、

▼

募 集

▼

߅⍮ࠄߖߪⵣ⚕߆ࠄ

入場料＝無料

電話番号、託児の有無、託児が必要
な場合は子どもの氏名、年齢、性別

࠰ݲƷɼࢌɤڤထ˟ٻ

を明らかにして、教育行政課へ電話、

܇ᏋƯૅੲᛢ☎ᲢᲣų ᲢᲣ

ファクス、または直接

ݱɶܖဃž൦ឋȑȈȭȸȫᨛſ
ग़ჷჄؾᢿ൦עႴؾᛢƔǒ
☎ ᲢᲣ

講座・教室

ᲢᲣ

わたしたちの大切な川や海は、日常
生活から出される排水（生活排水）によ
って、気付かないうちに汚れてしまっ

ᲰᲪബƔǒƷȷͤࡍܴ

ているかもしれません。
てもらう小中学生「水質パトロール隊」

とを社会に向けて訴える「少年の主張

を募集します。この夏、家族や友達同

三好町大会」を開催します。青少年の

士で参加してみませんか。

率直な意見を、ぜひお聞きください。
▼ ▼ ▼

▼

ープに成人の指導者1人が必要

ところ＝サンアート大ホール
内容＝町内小・中学校の代表12人に

調査方法＝ 7 月から 9 月末までに、

よる意見発表（少年の主張）、青少年

簡易な水質検査試薬を使った川の水

健全育成啓発作品の表彰など

▼

察などを行い、リポートを作成

とき＝6月29日(金)午前10時から午

Ꮛᘍᛢų☎ᲢᲣų ᲢᲣ

後1時まで(受付は午前9時45分から)

加申込書
（小中学校、役場環境課など

子育て講演会を開催します。託児も

で配布）に必要事項を記入し、 愛知

受け付けますので、お気軽にご参加く

県環境部水地盤環境課、または役場環

ださい。

2585）
へ
境課（☎
（32）
8018 （32）

▼ ▼

応募方法＝ 6 月 1 5 日（金）までに参

栄養と健康について考えませんか。

ƍƖƍƖ܇ᏋƯᜒ˟

▼

の汚れ具合の測定や付近の様子の観

皆さんで楽しく調理実習をしながら、

ファクス、郵送、または直接

ところ＝保健センター
内容＝健康についての講話と調理実

▼

習

内容＝下表の通り

対象＝町内在住の60歳以上の人。男

対象＝町内在住・在園の幼児を持つ

性、
ひとり暮らしの人は年齢は不問
定員＝20人
（定員を超えた場合は抽選）

▼

保護者
託児＝抽選で20人(傷害保険料とし

参加費＝250円
申し込み＝6月21日(木)までにセン

て1人20円必要）
▼

催 し

▼ ▼

（1人での参加も可）。ただし、各グル

とき＝6月16日
（土）午前10時から

▼ ▼ ▼

対象＝地域の小中学生の各グループ

̬ͤǻȳǿȸų☎ᲢᲣų ᲢᲣ

小･中学生が、日ごろ考えているこ

▼

そこで、実際に身近な川などを調べ

参加費＝無料

ターへ電話、または直接

■いきいき子育て講演会

ᲰஉƷȭȓȸǳȳǵȸȈ
▼ ▼ ▼

Ꮛᘍᛢų☎ᲢᲣų ᲢᲣ

とき＝ 6月21日
（木）午後7時から
ところ＝サンアート 1 階ロビー
内容＝第1部…ピアノ連弾、第2部

15

とき

ところ

6月15日
（金）
明知保育園
10:00〜11：30
6月22日
（金）
城山保育園
10：00〜11：30

講師

演題

しか
中部学院大学短期
「ほめて育てる？叱って育
大学部教授
てる？」
林 陽子さん

はやし

よ う こ

食育クッキングアド「食育を通しての子育て」
6月27日
（水） 三好丘交流セン バイザー
〜明日からできる小さな
10：00〜11：30 ター
ヒントを集めて〜
金山 有美さん
かなやま

あ け み

▼ ▼

ところ＝トヨタ会館 応接27号

対象＝一緒に踊りたい人ならどなた
参加費＝月会費 2,000 円（小学生

行動特性と事故事例、子どもの成長

ァクス（ （32）9047）で

アシートの必要性②先生向け講座

●ボーイスカウト三好第2団の新入隊

…子どもを取り巻く事故事例と事

員の募集

▼

▼

活動見学会と入隊説明会を行います。
とき＝6月10日（日）午前10時から
11時30分まで（雨天決行）

トの必要性
▼ ▼

▼

特徴、シートベルト・ジュニアシー

ら11時30分まで

参加費＝無料

ところ＝緑丘小学校
内容＝スカウト活動の体験とパネル

講師＝「子供の安全ネットワーク・ジ

展示
▼

なおこ

対象＝北部・三好丘・緑丘・黒笹小学

▼

ャパン」の加藤尚子さん
申し込み＝6月15日(金）まで（月 曜

校区に在住の保育園・幼稚園年長児

対象＝三好町、日進市、東郷町に在住

日から金曜日までの午前 9 時から

から小学校3年生までの男女とその

の人（親子での参加可。託児有り）

午後 5 時まで）に参加希望日、講座

保護者
こ じ ま け ん ご

▼

▼ ▼ ▼ ▼

▼

輪字百々51-23）

こ

教育の重要性、チャイルド・ジュニ

※いずれの講座も未就学児の同伴可

プラザ2階体験学習室（東郷町大字諸

ち

電話（☎090（7435）0780）、またはフ

とき＝6月30日（土）午前9時30分か
ところ＝尾三衛生組合エコサイクル

おざわ い

申し込み＝代表の小澤伊知子さんへ

過程における親の役割と交通安全

故防護の啓発方法、子どもの身体的
りを作る教室を開催します

以下は 1,000 円）
▼

株式会社本社地内）
内容＝①保護者向け講座…幼児の

ペットボトルなどを利用して七夕飾

でも可
▼

（豊田市トヨタ町1番地 トヨタ自動車
▼

☎ᲢᲣų ᲢᲣ

ところ＝福田福祉館

▼ ▼

ރɤᘓဃኵӳǨǳǵǤǯȫȗȩǶƔǒ

まで
▼

ȪǵǤǯȫܴ

定員＝抽選で24組

名、参加人数（大人・子どもの内訳）、

参加費＝200円

氏名、電話番号を明らかにして、ト

んへ電話（☎･ （34）0690）、または

講師＝宮下香代さん

ヨタ自動車株式会社企業PR部へ電

ファクスで

持ち物＝ペットボトルなどのプラス

話、またはファクスで

ったＣＤ、ペットボトルなど各数個

ない場合は、日程の変更をお願いする
場合があります。

▼ ▼

登録期間＝3カ月間

でにプラザへ電話で

伝言板

̬ᜱᎍȷέဃӼƚʩᡫܤμܴ

登録方法＝差し上げます(無料）
、
譲ります
（有料）
、譲って下さい

（有料・無料）
に分け、
氏名・住所・

ȈȨǿᐯѣఇࡸ˟ᅈų˖ಅ 24 ᢿƔǒų

安心安全な環境の中で、子どもたち

ぜろ

●零 みよし
（よさこいソーラングルー
プ）メンバー募集

を伸び伸びと育てるため、子どもの命

鳴子を使ったいろいろな踊りやいい

を脅かす「事故」から守るヒントを紹介

じゃん踊りなどを練習し、名古屋市の

します。

にっぽんど真ん中祭りなど、各地のイ

▼

とき＝7月12日(木）
・18日
（水）
のうち

ベントに参加します。踊りたい人は、

いずれか1日、 ①保護者向け講座…

気軽に参加してください。

午前10時から11時30分まで、 ②先

▼

なるこ

生向け講座…午後2時30分 から4時

譲ってください
（有料）
＝ミシン

（持ち運びできるもの）

を除く）の午前10時から午後4時ま

☎ ᲢᲣų ᲢᲣ

譲ります
（有料）
＝AB型ベビーカー

活動日＝毎週水曜日午後7時30分か

ら9時まで

電話番号・商品名とその詳細情
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
(☎
（32）
8018）
、または直接

▼

申し込み＝6月16日
（土）
まで
（月曜日

●リサイクル用品の登録●

▼ ▼

※各開催日の申込人数が20人に満た

▼

チック容器とフィルム、使わなくな

問い合わせ＝団委員長の小嶋謙五さ

交渉の流れ＝①広報みよしに商
品名を掲載②希望者は環境課へ
電話連絡③登録者の氏名・住所
･電話番号を確認し、登録者と
直接交渉④結果を環境課へ連絡

平成19年６月１日 広報みよし 第901号
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※広報みよし
「お知らせ版」
などの中から、
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。
がいこくごじょうほう

外国語情報ひろば
財団法人 三好町国際交流協会

フレンドシップ継承
交付金対象事業

がつ ろ

び

ー

こ

ん

さ

ー

MIA

MIYOSHI INTERNATIONAL
ASSOCIATION

ᲢᲣų ᲢᲣ
☎

と

６月ロビーコンサート

Tel(32)8028

Tel(32)8018

(日本語の記事は15ページ参照)

Concerto Lobby em
Junho

猫の適正な飼育

Proper Way to Raise
Cats

(日本語の記事は18ページ参照)

Recently, the number of

Será realizado no amplo lobby de
Sunart
Quando=21 de Junho (quinta) a
partir das 19:00h.
Local=Sunart lobby do 1º andar.
Conteúdo=1ªparte…dueto depiano,
2ªparte…soprano e piano,
3ªparte…conjunto de violino e
piano.
Entrada=gratuita. Tel(32)8028

Criar gatos de forma
adequada

ねこ

てきせい

しいく

complaints is increasing regarding
harm done by cats raised
outside the house and stray cats.

Atualmente tem-se aumentado

When raising cats,

o número de reclamações de

please raise them with aﬀection

estragos causados pelos gatos

and responsibility as a breeder.

criados fora de casa e gatos vadios.

● In order not to cause

Caso forem criar gatos, criem com

trouble among the neighbors,

amor e responsabilidade.

and to avoid any unforeseen

● Para evitar transtornos a

accidents such as car accidents,

June Lobby Concert

vizinhanca, prevenir-se de

please try to raise cats inside

Concert will be held using the

acidentes inesperados

the house considering their

large lobby at Sunart.

e também para a saúde

Time=June 21st (Thu) 7 ㏘

e segurança dos gatos criem

Place=Sunart 1F Lobby

os dentro de casa.

Content=Part1…Piano Four-hand

● Não sendo possível criá-los

Performance,Part 2…Soprano ･

dentro de casa, castre-as

Piano, Part 3…Violin Piano

limitando-se a sua procriação.

Ensemble

● Sejam prudentes não

Admission=Free of charge

alimentando os gatos vadios.

health and safety.
● If cats cannot be raised inside
the house,please conduct
breeding restriction such as
sterilization or castration.
● Try not to feed stray cats
recklessly.
Tel(32)8018

PHONE
施設名

6 月の休館日

土・日
三好町役場
（8:30〜17:15） ………………………
火
サンネット
（10:00〜19:00）………………………
月
サンアート
（9:00〜21:00） ………………………
中央公民館
（9:00〜21:00） ………………………
月
月・28日（木）
中央図書館
（9:00〜17:00） ………………………
歴史民俗資料館
（9:00〜16:30） …………………
月
総合体育館 …………………………………………
月
（火曜日〜土曜日 9:00〜21:00、日 9:00〜17:00）
三好池カヌーセンター
（8:30〜17:15） …………
月
月
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） ………………
土・日

13

電話番号

施設名

6 月の休館日

電話番号

☎(32)2111 三好町民病院
（8:30〜16:00） ……………………
土・日
☎(33)3300
☎(33)4150 保健センター
土・日
（8:30〜17:15） ……………………
☎(34)5311
☎(32)2000 福祉センター
（8:30〜17:15） ……………………
☎(34)1588
土・日
☎(32)2162 生きがいセンター
（8:30〜17:15） ………………
☎(34)1988
土・日
☎(34)3311 さんさんの郷
月
（9:00〜17:00） ……………………
☎(34)6111
☎(34)5000 学習交流センター
（8:30〜17:15） ………………
☎(33)3441
土・日
☎(34)3131 （ただし、
三好町国際交流協会は日曜日以外開所）
勤労青少年ホーム …………………………………
☎(32)3044
月
☎(32)8558 （火曜日〜土曜日 13:00〜21:00、日 9:00〜17:00）
☎(34)6641 明越会館
（受付9:00〜17:00） ……………………
月
☎(34)3370
月
きたよし地区公園管理事務所 ……………………
☎(36)8625
☎(32)0100 （受付9:00〜17:00）

平成 年度採用の
三好町職員を募集します

事務職

3人

・昭和57年4月2日以降に生まれた人
・大学、短期大学もしくは同程度の学校を卒業、また
は平成19年度卒業見込みの人

事務職
（身体障害者）

1人

・昭和52年4月2日以降に生まれた人
・大学、短期大学もしくは同程度の学校を卒業、また
は平成19年度卒業見込みの人
・身体障害者手帳を所持している人
・自力によって勤務公署に通勤可能で、介護者なし
で勤務を遂行可能な人
事務職
（社会福祉士）

1人

・昭和47年4月2日以降に生まれた人
・社会福祉士の資格を取得、または平成19年度に取
得見込みの人
保育職

2人

・昭和52年4月2日以降に生まれた人
・保育士の資格を取得、または平成19年度に取得見
込みの人

( ２)１６５

▼第２次試験日＝８月︑または９月︑面接試
日︵月︶ま で 職 員

験︑適性検査︑作文試験︑実技試験︵保育職︶
▼受験案内の配布＝ ７ 月
ロード可

も乾燥させることも重要です︒正( )

通しをよくして︑家の中を少しで

る間︑押入れの戸なども開けて風

ません︒そこで︑布団を干してい

う６月は日光消毒がなかなかでき

とができます︒梅雨に入ってしま

30

12
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編 集 後 記

▼皆さんの声を生かしたまちづくり

を進めるため︑
今年度も
﹁皆さまと語

る会﹂
が開催されています︒各地域

においても住民参加による地域づ

くりの取り組みが積極的に行われ

ています︒わたしも数年前から地

域 づ く り ボ ラ ン テ ィ ア に 参 加 し︑

地域だよりの発行やイベント開

催に携わっています︒また地域の

会合や行事への参加も地域づくり

へのかかわり方の一つではないで

しょうか︒まちづくりや地域づく

りは︑生活に密着した大切なこと︒

積極的に参加したいものです︒︵石︶

▼ ５月中は真夏日になった日もあ

り︑暑い日が続きました︒この時

良い日を選んで家族全員の布団を

期わが家では︑さわやかな天気の
分から正午まで︑および午後１時から５時

干します︒梅雨に備えて最も簡単

︵月︶
までの午前８時
▼申し込み＝７月２日

ま で︵ 土・日 曜 日 を 除 く ︶に 職 員 課 へ 郵送

で効果的な布団の消毒法です︒か

なり生命力の強い細菌でも︑

し︑欠員の状況に応じて順次採用予定

分

届出システムの利用手順﹂による方法︵詳し

も紫外線に当てると死滅させるこ
▼採用日＝平成 年４月１日以降

ち電子申請総合窓口ページを参照︶で

くは三好町ホームページからリンクのあい

︵必着︶︑または直接︑もしくは﹁電子申請・

30

課 で︒ 三 好 町 ホ ー ム ペ ー ジ か ら も ダ ウ ン

２

20

採用予定
人員

▼▼問い合わせ＝職員課
( ８)３５１
lg .jp/syokuin/
日︵日︶︑教養試験︑
29

職場対人適応性検査︑専門試験︵保育職︶

▼第１次試験日＝ ７月

▼募集内容＝上表のとおり

☎☎
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http://www.town.aichi- miyoshi.
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▼そのほか＝合格者を採用候補者名簿に登載

20

受験資格（各要件にすべて該当する人）
職種区分

