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こちらからお読みください

▲

お知らせ版

「みよし安心ネット」
のメール配信を開始します
8月1日（土）より、防災や交通安全、防犯に関する情報をメールでお知らせする
サービス「みよし安心ネット」のメール配信を開始します。
いつ自分の身に起こるか分からない災害や交通事故、犯罪に備えるためには、皆
という意識を持つことが大切です。ぜひ会員登録して、ご活用ください。
▼

利用方法＝下記のURLにアクセスして、
会員登録
（24時間可能）
が必要
URL https://service.sugumail.com/miyoshi-anshin

▼

費用＝利用料は無料。
ただし、
会員登録時やメール受信時のパケット料
は自己負担
問い合わせ＝防災安全課

▼

Hot Line 広報みよし 平成21年8月１日号 №953

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

さんが常に新しい情報を知り
「自分の安全は自分で守る」
「地域の安全は地域で守る」

＜QR コード＞

☎
（32）
8046

（32）
2165

bosai@town.aichi-miyoshi.lg.jp
※小中学校の児童・生徒の保護者等を対象に教育委員会から配信している不審者情
報と一部内容が重なることがあります。ご了承ください。
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
●コミュニティ FM
さんさんチャンネル【33ch・123ch】
ラジオ・ラブィート【78.6MHz】
コミュニティ放送【アナログ 6ch・デジタル 12ch】
【三好丘地区 UHF60ch】
みよしTODAY（15分間）毎日放送
初回放送 17:45 以降8回程度リピート放送
※三好町ホームページで、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。
URL http://www.town.aichi-miyoshi.lg.jp

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 8月 3 日（月）8：00〜、18：00〜
問い合わせ 秘書広報課 ☎（32）8357 （34）6008

お知らせは裏表紙から

平成２１年全国消費実態調査の実施
情報システム課 ☎（32）
8006

（32）2165

認知症のために介護が必要な人が共
同生活し、小規模で家庭的な雰囲気の

パー2級 課 程 を 平成21年4月1日 以 降

中で日常生活の介助や機能訓練を受け

に修了し修了証明書の交付を受けた人

ることができます。認知症の症状のあ

申し込み＝①修了証明書の交付日か

る人が、環境の変化に伴う悪影響を受

ら起算して30日以内に、修了証明

けずに生活するのに役立ちます。

▼


対 象＝60歳 以 上 の 人 で ホ ー ム ヘ ル

▼


案内

案 内

ち、
受講料および教材費が該当します。

書の写し、受講料および教材費の領

【③認知症対応型通所介護④介護予防

9月から11月にかけて、全国消費実

収書、印鑑を持って高齢福祉課へ直

認知症対応型通所介護
（認知症デイサ

態調査が実施され、この調査で家計の

接②就労している状態が継続して

ービス）】

実態を把握します。調査結果は、国や

90日を経過した日から起算して30

認知症のために介護が必要な人のデ

地方公共団体が行う各種経済・社会諸

日以内に、受講料および教材費の領

イサービスです。デイサービスセンタ

施策や研究機関などで行う消費・経済分

収書
（①の申請をした人は不要）、修

ーに通い、食事、入浴などの日常生活

析のための貴重な基礎資料となります。

了証明書の写し、就労証明書と印鑑

の介助や機能訓練を受けることができ

8月下旬より調査員証を携帯した調査

を持って高齢福祉課へ直接

ます。認知症の症状の進行を緩和する

内容については、統計法に基づき秘密
は厳守されますので、正確な記入をお

（34）3388

地域密着型サービスとは
「介護が必

願いします。

ホームヘルパー２級課程受講
費助成事業
（34）3388

要な状態になったり、認知症の症状が
表れたりしても、慣れ親しんだ地域で
暮らしたい」といった希望に応えられ
る介護保険サービスのことです。

訓練などを行います。
対象＝要介護1から要介護5までの
人
（要支援の人は不可）。ただし、
④の
み要支援1、要支援2の人（要介護の
人は不可）

現況届・所得状況届の提出
福祉課 ☎（32）8010

（34）3388

子育て支援課 ☎
（32）
8034

（34）
3388

原則として三好町内にお住まいの人

や社会貢献を支援するため、ホーム

のみが利用することができ、三好町に

次の手当を受けている人は、
現況届・

ヘルパーの2級課程を受講する際に支

は、下記の3つの地域密着型サービス

所得状況届などの必要書類を提出し、

払った費用の一部を助成します。

があります。利用を希望する人は、担

受給継続の手続きが必要です。提出が

内容＝①60歳以上の人でホームヘ

当のケアマネジャーまたは三好町地域

ない場合は、8月分以降の手当が受け

ルパー2級課程を修了し、その証明

包括支援センター（☎（32）8500）にお

られませんのでご注意ください（手当

書の交付を受けたときは、助成対象

問い合わせください。

により振込月が異なります）。

経費の2分の1を助成
（限度額5万円） 【①小規模多機能型居宅介護】

届け出の必要な手当＝①特別障害者

▼


▼


講座・教室

団塊世代の皆さんの生きがいづくり

伝言板

② 60歳以上の人でホームヘルパー

心身の状態や希望に合わせて
「通い

手当②障害児福祉手当③経過的福祉

2級課程を修了し、その証明書の交

（デイサービス）
」を中心に
「訪問
（ホー

手当④特別児童扶養手当⑤愛知県在

付日から起算して90日以内に介護

ムヘルプ）」
や
「泊まり
（ショートステ

宅重度障害者手当⑥児童扶養手当⑦

サービスを提供する事業所に就労

イ）
」
を組み合わせてサービスを受ける

愛知県遺児手当⑧三好町遺児手当

し、かつ、就労している状態が就労

ことができます。利用者と事業所の職

届け出方法＝8月31日（月）
までに①

した日から起算して継続して90日

員とのなじみの関係が維持されやす

～⑤の手当は福祉課へ、⑥～⑧の手

を経過したときは、助成対象経費の

く、認知症の症状が中重度の人の自宅

当は子育て支援課へ直接

4分の1を助成
（限度額2万5,000円）

での生活継続に役立ちます。

通知を8月上旬に受給者に送付しま

助成対象経費はホームヘルパー2級

※

催し

高齢福祉課 ☎（32）8009

高齢福祉課 ☎（32）8009

ために、目標を設定して計画的に機能

課程の受講のために支払った費用のう
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【②認知症対応型共同生活介護
（認知症
高齢者グループホーム）】

▼


募集

なお、調査票に記入していただいた

住み慣れた地域で生活を続ける
ために「地域密着型サービス」

▼


員が調査票の記入依頼に伺います。

※

相談

joho@town.aichi-miyoshi.lg.jp

す。通知が届かない場合は、福祉課ま
たは子育て支援課へご連絡ください。

（32）
2585

70歳未満の国民健康保険被保険者

公売予定日は平成22年3月の予定で
すので、農業委員会の手続きをすませ
公売物件＝下表のとおり

■公売物件

支払い額が高額となる場合、限度額適

物件

所在地
う き が い

己負担限度額は所得区分により異なり

な

地目
か

地積

だ

大字福谷字仲田
26番地
1
（農業振興地域
農用地区域内）

田 1,976㎡

相談

が自己負担限度額までとなります
（自

豊田税務署から ☎0565（35）7777

てください。

の、入院時における医療機関に対する
用認定証の提示により、医療費の負担

受付窓口の一本化

▼

保険年金課 ☎
（32）
8011

でに必ず納税してください。

同公売により実施します。

案内

７０歳未満の国民健康保険被保
険者の限度額適用認定証の発行

人 は、 有 効 期 限 が 平成21年7月31日
となっています。平成21年8月以降に

▼

ひがし あ ら

大字三好字東荒
2 田19番地
（農業振興地域
農用地区域外）

問い合せ＝役場収納課まで

ます。これまでは、税務署にお越しの

入院される場合は、平成21年度課税

※物件2には、賃貸借契約が存在しま

際、用件の内容に応じて各担当の窓口

に基づく負担区分となります。引き続

す。

で対応していましたが、庁舎1階に総

ます）
。

た

更新の手続きを行ってください。
▼


と き ＝ 随時（土・日 曜 日、 祝 日 を 除
く、午前8時30分から午後5時15分

431㎡

口の一本化
（ワンストップ）
を行ってい

消費税と地方消費税（個人事業
者）の中間申告と納付期限
豊田税務署から ☎0565（35）7777

合受付を設け、下記の手続きなどを一
つの窓口で済ませることができるよう
になりました。
対象手続き ＝ 各種申告書および申請

個人事業者で、平成20年分の確定

まで）
保険年金課へ直接

国税庁では、全国の税務署で受付窓

書などの提出、各種用紙の交付請求、
納税証明書の請求および受領、国税の

ない世帯の国民健康保険被保険者

下の人（年1回の中間申告・納付）は、期

納付、国税に係る制度や手続きの相談

持ち物＝保険者証、印鑑

限までに、所轄の税務署に中間申告書

そのほか＝現在限度額認定証をお持

を提出するとともに、消費税額および

ちでない人で、新たに発行が必要な

地方消費税額を納税してください。

▼ ▼


▼


消 費 税 額が48万 円 を 超え400万 円 以

個人事業税第一期分の納税
愛知県豊田加茂県税事務所から
0565（35）
0921

☎0565
（32）
3381

申告・納付期限＝8月31日（月）

▼

※確定消費税額が400万円を超え4,800

かのぼることができませんので、あら

万円以下の人（年3回の中間申告・納付）

8月31日（月）です。8月中旬に納税通

かじめご了承ください。

の2回目と、4,800万円を超える人
（年

知書をお送りしますので、金融機関ま

11回の中間申告・納付）の6回目の中間

たは県税事務所で納税してください。

差 押財産の公売予告

申告・納付の期限も同一日です。

（32）2585

また、口座振替の人は預金残高の確

イータックス

そのほか＝納税は「e－Tax（ 国税電子

▼


収納課 ☎（32）8051

個人事業税の第一期分の納期限は、

認をお願いします。
ペ

イ

ジ

ー

申告納税システム）」から納税可。詳

なお Pay-easy に対応するインタ

として差押えた財産（不動産）
を入札に

しくはホームページ（www.e-tax.

ーネットバンキング、または ATM を

よって売却し、滞納町税に充てるもの

nta.go.jp）
で

利用して納税することができます。た

※中間申告期限までに、中間申告書を

だし領収証書は発行されませんので、

県または三好町農業委員会の
「買 受適

提出されなかった場合でも、前年実績

ご注意ください。

格者証明書」が必要となりますので、

による中間申告の消費税額および地方

納税は、便利で安全な口座振替をご

事前に告知します。

消費税額が納付すべき税額として確定

利用ください。ご希望の人は、金融機

することとなりますので、納付期限ま

関窓口で手続きをお願いします。

かいうけ

なお、公売は愛知県の主催する共

平成21年８月１日

広報みよし

第953号
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伝言板

差押財産の公売は、町税の滞納処分

です。今回の財産は農地であり、愛知

講座・教室

※受給資格は申請月の初日までしかさ

さしおさえ

催し

対象＝国民健康保険税を滞納してい

人は、保険年金課で申請

募集

き認定証が必要な人は、保険年金課で

畑

▼


現在、限度額適用認定証をお持ちの

お知らせは裏表紙から

対象＝昭和26年4月2日以降に生まれ

課へ郵送
（〒470-0224 三好町大字

た人で看護師の免許を有する人

三好字八和田山15）、または直接

▼


申し込み＝午前8時30分から午後5

食品衛生月間

時まで（土・日曜日、祝日を除く）に

愛知県食品衛生協会加茂支部から
☎・ （32）4315

申込書
（町民病院で配布。町民病院
ホームページからダウンロード可）

勤務時間＝月曜日から金曜日までの

月間」
です。生肉や

課へ郵送
（〒 470-0224 三好町大字

日程度
（勤務日、時間、扶養の範囲

魚、卵を取り扱う

三好字八和田山15）、または直接

内などは応相談）

ポスターを掲示しています。家庭での
食中毒予防のきっかけにしてください。
日本食品衛生協会ホームページ（http
://n-shokuei2.jp/food_poisoning/

平成21年度採用の非常勤
（パート）
採用予定人員＝①薬剤師…1 人②看
勤務日・勤務時間＝面談の上、決定

申し込み＝8月25日（火）までに高齢

（職種によって短時間勤務も可）
対象＝①薬剤師の免許、または②看
有する人

講座・教室

三好町民病院では、平成21年度中

伝言板

に採用する常勤の看護師を募集しま
す。
選考日＝申し込み後随時
（後日通知）
選考場所＝三好町民病院
選考方法＝面接および適性検査
採用予定人員＝看護師…3 人

福祉課へ電話、または直接

自衛官
自衛隊豊田地域事務所から

申し込み＝午前8時30分から午後5

時まで（土・日曜日、祝日を除く）に
雇用願（町民病院で配布。町民病院
ホームページからダウンロード可）

☎・ 0565（32）7384

募集内容＝下表のとおり
申し込み＝豊田地域事務所（豊田市
喜多町 3-5）へ直接

自衛官の募集内容
区分

対象

三好町民病院管理課から
http：//www.hm3.aitai.ne.jp/~miyo-mhp/

賃金＝1,210 円から
（経験年数によ
り算定）

考にしてください。

（33）3308

ができる人

護師…4 人③視能訓練士…1 人

護師の免許、③視能訓練士の免許を

平成２１年度（随時）採用の
三好町民病院常勤看護師

で運転できる人③パソコン入力操作
募集人数＝1人（臨時職員）

の職員を募集します。

のポイントを紹介しています。ぜひ参

募 集

▼ ▼

動車運転免許を有し、近隣市町村ま

http：//www.hm3.aitai.ne.jp/~miyo-mhp/

▼

催し

6point.shtml）
では食中毒予防の6つ

人
（実務経験を有すること）②普通自

（33）3308

▼ ▼

間中、町内に食中毒予防キャンペーン

三好町民病院管理課から

▼


愛知県食品衛生協会加茂支部では期

人①看護師と同程度の資格を有する

■

募集

って消毒しましょう。

応募資格＝次の条件をすべて満たす

▼ ▼

包丁やまな板は、熱 湯 や 消 毒 薬 を 使

業務内容＝介護認定調査の実施

☎（33）3300

▼

う。特に調理後の

平成２1年度（随時）採用の三好
町民病院臨時的非常勤職員

▼


相談

午前9時から午後3時ごろまで、週3

浄に心掛けましょ

▼ ▼ ▼ ▼
   

（34）3388

に必要事項を記入し、町民病院管理

いと調理器具の洗

25

高齢福祉課 ☎（32）8009

8月は
「食品衛生

場合は前後の手洗

☎（33）3300

介護認定調査員
▼

▼ ▼
 

に必要事項を記入し、町民病院管理

▼


案内

案 内

採用時期＝面談の上、決定

受付期間

試験日
1次：11月7日（土）、8日
（日）
2次：12月15日（火）～19日
（土）の指定日

防衛大学校学生

高校を卒業（見込みを含
む）し、平成22年4月1日
現在で18歳以上21歳未 9月7日 1次：10月31日
（土）
、
11月1
日（日）
（月）から
防衛医科大学校 満の人
10月2日 2次：12月3日（木）～5日（土）
学生
の指定日
（金）

看護学生

高校を卒業（見込みを含
む）し、平成22年4月1日
現在で18歳以上24歳未
満の人

1次：10月24日（土）
2次：11月21日（土）または
22日（日）

（38）3134

にご参加ください。
とき＝ 8月28日（金）午後1時30分 か

第一次試験日＝9月20日
（日）

ところ＝役場東館3階301会議室

第二次試験日＝第一次合格者に通知
は技術職
（土木）
…若干名②事務職ま

対象＝認知症の（認知症と思われる）

対象＝①昭和60年4月2日以降の生

申し込み＝当日、会場へ直接

害者手帳の交付を受けている人で自
な人
▼

申し込み＝8月3日（月）から14日（金）
まで
（土・日 曜 日 を 除 く ）の 午前8時

地域で暮らす認知症の人やその家族

三好町女性団体連絡協議会から
（32）8025
町民活動支援課内 ☎

（32）2165

を応援する｢認知症サポーター｣をつく
る｢認知症サポーター養成講座｣の講師

とき＝ 9月9日（水）

役｢キャラバン・メイト｣養 成 研修を東

ところ＝中央公民館視聴覚室・調理室

郷町と合同で開催します。

内容＝講演「人の集まる公民館のヒミ

とき＝9月16日(水)午前9時45分
から午後4時30分

書、受験票、健康診断書
（以上は指

場～」

ところ＝サンアート研修室

定用紙で8月3日
（月）以降に愛知中

時間、参加費、定員＝下表のとおり

大字和合字北蚊谷 212）
へ直接

対応法、認知症サポーター養成講座

10:30 ～
無料
12:00

60人

もんじゃ焼
12:00～
きフリート
500円 20人
14:00
ーク
まいばら

講師＝米 原公民館指定管理者ＮＰＯ
フ ィ ー ル ド

た か み けいいち

の展開方法などの習得
対象＝次のいずれかの用件を満たす

▼


参加費 定員

人 で、 年間1回 以上｢認知症サポータ
ー養成講座｣をボランティアの立場で
行える人
①認知症介護指導者養成研修修了者
者③介護相談員④社団法人認知症の

申し込み＝8月28日（金）までに住所・

人と家族の会会員⑤介護従事者（ケ

氏名・電話番号・参加内容を明記し、町

アマネージャー、施設職員、
在宅介護

民活動支援課へ電話・ハガキ（〒470-

支援センター職員など）⑥医療従事

家族が認知症ではないかと気になっ

0295住所不要）
・ホームページの問い

者⑦民生児童委員

ている人や、認知症の家族を抱えて介

合わせフォーム（http://www.town.

定員＝先着20人

護に疲れている人はいませんか。

aichi-miyoshi.lg.jp/soshiki/chomin

地域包括支援センター 高齢福祉課内
☎（32）8500

（34）3388

▼ ▼


託児＝無料、先着10人（講演会のみ）

▼ ▼
 

②認知症介護実践リーダー研修修了

申し込み＝8月14日(金)までに、申

kyodo/shien.html）、または直接

込書（高齢福祉課窓口またはホーム

考えていくために
「社団法人認知症の

※講演のみの申し込みも受け付けてい

ページで入手）を高齢福祉課へ郵送

人と家族の会」
愛知県支部と協働して、

ます。もんじゃ焼きのみの参加はでき

（〒470-0295 住所不要）、メール、

町内で家族の介護に携わっている介護

ません。

三好町では、皆さんの悩みを一緒に

ファクス、または直接
平成21年８月１日

広報みよし
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伝言板

法人「ＦＩＥＬＤ」理事の高見啓一さん

認知症介護家族交流会
「ひまわりの会」

講座・教室

催 し

時間

講演会

▼


愛知中部水道企業団総務課
（東郷町

内容

内容＝認知症に関する正しい知識、

催し

証明書、卒業
（見込）
証明書を持って、

（定員を超えた場合は抽選）

▼ ▼


ツ～みんなでつくるステキなたまり
▼


30分から午後5時までに、受験申込

部水道企業団総務課で配布）
、成績

募集

力による通勤および職務遂行が可能

認知症サポーターの
印のブレスレット
「オレンジリング」

講演会＆
もんじゃ焼きフリートーク

▼ ▼ ▼


年以内の人、②①に該当し、身体障

▼

家族を介護している人

▼

たは技術職
（身体障がい者）
…1人

相談

▼

知症介護の情報交換

度中に卒業見込み、または卒業後2

（34）3388

内容＝認知症介護者同士の交流、認

職種・採用予定人数＝①事務職また

まれで、高等学校以上を平成21年

キャラバン・メイト養成研修
高齢福祉課 ☎（32）8009

▼ ▼

ら 3 時 30 分まで

▼ ▼ ▼ ▼

採用予定日＝平成22年4月1日

講座・教室

▼


☎（38）0030

現在、介護をしている皆さん、気軽

案内

愛知中部水道企業団総務課人事係から

者の皆さんとの交流会を開催します。

▼

愛知中部水道企業団の職員

お知らせは裏表紙から

代含む）

導グループまで（月曜日を除く）
電話

申し込み＝土・日曜日を除く8月14日

▼

（金）
から28日（金）までの午前9時か
ら午後5時までに受講料を添えて、

ＪＡあいち豊田三好営農センターから

三好営農センター（明知字西ノ口84

☎（32）1006

-3）
へ直接

（34）6667

豊田高専公開講座
豊田工業高等専門学校から
☎0565（36）5828

※収穫した野菜は受講生が持ち帰るこ

0565（36）5930

とき＝ 8 月 29 日（土）
・9 月 5 日
（土）
、

▼

生き活き農業塾

（☎ 0565（76）2109）で

午前10時から午後4時まで
ところ＝豊田工業高等専門学校

▼ ▼

相談

とができます。

みどりづくり研修

内容＝「WindowsVistaのネットワ

愛知県緑化センター指導課から
☎0565（76）2109
0565（76）0140

ーク構築とセキュリティ対策」
講座
対象＝中学生以上

▼ ▼ ▼


案内

講座・教室

問い合わせ＝愛知県緑化センター指

▼

▼

受講料＝ 5,000 円（種子・肥料・農薬

定員＝抽選で10人

自分で栽培した野菜を食べてみたい、

受講料＝3,580円（中学生は2,580
円）、テキスト代含む

皆さんを対象に、実習体験を通じて、

申し込み＝8月15日（土）まで必着で、

▼

募集

または農業を生きがいにしたいという
農業技術を習得するための講座を開催

希望講座名、 氏 名（ ふ り が な ）
、年

します。

齢、性別、郵便番号、住所、電話番

とき＝9月12日から12月12日まで

▼


号、ファクス番号、学校名（中学生

の毎月1回 土 曜 日 に 開塾・そ の ほ か

のみ）
、学年
（中学生のみ）を明らか

の土曜日は農業についての相談日

るための
「緑化研修」や自然に親しんで

にして、豊田高専総務課へはがき

ところ＝生き活き農業塾の畑
（国道

もらうための「昭和の森を歩く会」を開

（〒471‐8525 豊田市栄生町 2-1）
、

153 号打越インター北側）

催します。

▼

催し

緑化知識の普及や、技術者を養成す

ご家族やご友人と、楽しみながら緑

培

化について考える機会にぜひご参加く

※抽選結果は後日連絡します。講座の

対象＝町内在住、または在勤の人

ださい。

詳細は、ホームページ（http://www.

講座・教室

■ ▼ ▼

▼


内容＝白菜・大根・ブロッコリーの栽

電子メール（koukai@toyota-ct.

定員＝先着15人

内容＝下表のとおり

ac.jp）、またはファクスで

▼

toyota-ct.ac.jp/）をご覧ください。

みどりづくり研修（緑化研修）
区分

緑化研修

とき

ところ

8月21日
（金） 緑化センター
10:30～15：30 講堂

科目

内容

学校緑化

学校緑化コンクール特選校の
事例や花だんのデザイン、管
理方法を学ぶ

定員

受講料

申込開始日

80人

無料

受付中

▼


申し込み＝申込開始日の午前9時から、参加希望日・科目・住所・氏名・電話番号を明らかにし、センターへ電話、もしく
はホームページ申込フォーム
（http://www10.ocn.ne.jp/~ryokka/）から

■

昭和の森を歩く会

8月13日
（木）
9:30～11：45
8月23日
（日）
9:30～11：45

ところ
昭和の森
（交流館前集合）

テーマ

23

内容

夏のトンボたち 緑化センター職員、ボランティアガイド
が一緒に昭和の森の花、鳥、虫などを案
湿地の花たち 内する

申し込み＝当日、午前9時30分までに会場へ直接
（雨天決行）

▼


伝言板

とき

定員 参加費
なし

無料

▼

とき＝8月8日（土）と29日（土）の2日

▼


時から8時30分まで

間、午前9時から正午まで

陸上競技場内）

ところ＝中央公民館

▼ ▼
 

▼

練習場所＝体育センター
（三好公園

▼ ▼


会費＝月額 500 円

内容＝8日…ベーコンサンド、ナッ

か と う のぶとも

申し込み＝代表の加藤信友さんへ電

ツチョコパン、生キャラメル

話（☎090（4441）1260）、または練

29日…わかめパン、ゴマわらじアン

習場所へ直接

パン、わらびもち

●
「もりのつみきひろば」開催

対象＝どなたでも

の香りとぬくもりをお楽しみください。
とき＝8月18日（火）から23日（日）ま

▼


和太鼓の団体です。和太鼓に興味あ

相談

間伐材の積み木で遊びませんか。木

▼ ▼ ▼ ▼
   

●三好太鼓のメンバー募集

●「パン＆お菓子作り」開催

定員＝先着20人
参加費＝2,500円（2回分）
申し込み＝8月6日までの平日
（月曜

学も大歓迎です。気軽にお越し下さい。

ところ＝オイスカ中部日本研修セン

日曜日の午前9時から正午、
午後1時

対象 = 町内に在住、在勤、または在

ター
（豊田市勘八町勘八27-56）

から5時までになかよしクラブ事務

学の中学生以上の人（年齢の上限や性

対象＝どなたでも

局（三好中学校北校舎２階）
へ直接

参加費＝無料

問い合わせ＝なかよしクラブ事務局

夏まつりなど）への出演

▼


へ電話
（☎（34）1771）で

問い合わせ＝財団法人オイスカ中部

差し上げます
（無料）
＝幼児用の

（42）
1101）で

毛布、おもちゃ箱、自転車
（大
人用）
、座卓

三好町内では、
スポーツを生活の一部としてとらえ、明るく健康的な生活を
送ることを目的とした総合型地域スポーツクラブ「なかよしクラブ」と「三
好さんさんスポーツクラブ」
が活動しています。

【なかよしクラブ事務局】 三好中学校北校舎２階 ☎・ （34）
1771

▼

譲ってください
（無料）
＝保育園の
かばん・帽子・スモッグ・体操服、
ジュニアシート
登録期間＝3カ月間

▼ ▼

▼

▼▼ ▼

▼

さ

ワーの葉脈のこて

登録方法＝譲ります（有料）、差し
上げます(無料）、譲ってください

（有料・無料）に分け、氏名・住所・
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
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21年８月１日

広報みよし
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伝言板

か と う み

（中部小学校 3 年生）
加藤美沙ちゃん
「先生もやさしく、友達もたく
さんできて楽しいです！」

ークラフトの工具、アートフラ

講座・教室

とき＝指定の日曜日、午前9時30分から
11時30分まで
ところ＝中部小学校体育館
対象＝小学生以上
参加費＝フリーパスコース…親子
4,000円
（10回）
、チケットコース…
1回
（大人300円・子ども200円・親子
400 円）
。別途、スポーツ保険料
（一般
1,600円・中学生以下600円・65歳以上800円）
、入 会
金
（一般 2,000円・中学生以下 1,000 円）
が必要
申し込み＝平日
（月曜日除く）の午後1時から5時まで、
土・日曜日の午前9時から正午、午後1 時から5 時まで
にクラブ事務局へ直接

ノ、給湯器、ガスコンロ、レザ

▼

【ショートテニス教室】

譲ってください
（有料）
＝電子ピア

催し

総合型地域スポーツクラブで「笑顔づくり・仲間づくり」

【参加者の声】

●リサイクル用品の登録●

日本研修センターへ電話
（☎ 0565
▼

つり、文化芸能発表、各行政区の

申し込み＝不要。会場へ直接

▼

（三好池まつり、三好いいじゃんま

▼ ▼ ▼ ▼
   

▼

活動内容 = 町内外の各種イベント

▼


日除く）の午後1時から5時まで、
土・

▼

での午前10時から午後2時まで

募集

る人はぜひ一緒に演奏しませんか。見

別は問いません）

案内

伝言板

練習日時 ＝ 毎 週木・土 曜 日 の 午後6

＊町内の外国人登録者数/町全体人口に占める割合：1,827人 ／ 3.2％
（7月1日現在）
ご つうやく

がいこくじんそうだん

じゅうみんか

ポルトガル語通訳による外国人相談

住民課 ☎（32）8012
Consultas com intérprete em português.

Dias de atendimento=todas as terças e sextas feiras (2 vezes por semana).
Horário de atendimento=das 13:00h às 15:30h.
OSPITA
IH

AIC
H

Y
LIT

※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︒



お知らせは裏表紙から

フレンドシップ継承
しょくひん え い せ い げ っ か ん

食品衛生月間

（日本語の記事は25ページ参照）

PREVENÇÃO CONTRA
INTOXICAÇÃO ALIMENTAR
TAMBÉM NO LAR
Associação de Higiene Alimentar
Aichi de Sucursal Kamo
Tel・Fax（32）4315
Agosto é o Mês de Higiene
Alimentar . Logo após o manuseio
de carnes, peixes ou ovos crus,
lavar bem as mãos e utensílios de
cozinha. Além disso esterilizar as
facas e tábuas de cortar com água
quente ou solução de limpeza.
Durante o período a Associação
de Higiene Alimentar Aichi de
Sucursal Kamo estará anunciando
através de posters a Campanha
da Prevenção contra Intoxicação
Alimentar no município.Veja como
referência 6 pontos fundamentais
para prevenção contra intoxicação
alimentar http://n-shokuei2.jp/food̲
poisoning/6point.shtml）

Food poisoning proofing in
the family
Aichi Food Hygiene Association
Kamo Branch
Tel・Fax（32）4315
It is food hygiene awareness month
in August.Let s wash hands and
kitchen utensils before and after
dealing with fresh meat, fish and eggs.
Let s sterilize the chopping board
and the kitchen knife with hot water
or antiseptics. Kamo Branch Office
will put up campaign posters in town.

（32）8048

交付金対象事業

がいこくごじょうほう

外国語情報ひろば
財団法人

MIA

三好町国際交流協会

MIYOSHI INTERNATIONAL
ASSOCIATION

☎（34）9000

（34）9001

Please take notice of food poisoning
proofing in the family taking this cue.
Please refer to the website of
Japan Food Hygiene Association
for the 6 points of food poisoning
proofing (http://n-shokuei2.jp/food̲
poisoning/6point.shtml).

Social e ítens ⑥ a ⑧ no Setor de
Apoio ao Sustento Infantil.
※O comunicado será enviado aos
beneficiários até o início de agosto.
Caso não receba entre em contato
com o Setor de Bem Estar Social ou
Setor de Apoio ao Sustento Infantil.

げんきょうとどけ

Submit of the Notification of
current condition& income
situation

し ょ と く じょうきょうとどけ

ていしゅつ

現況届・所得状況届の提出

（日本語の記事は27ページ参照）

APRESENTAÇÃO DA
NOTIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO
ATUAL E NOTIFICAÇÃO DE
RENDIMENTO
Setor de Previdência Social
Tel（32）8010 Fax
（34）
3388
Setor de Apoio ao Sustento Infantil
Tel（32）8034 Fax
（34）
3388
As pessoas que estão recebendo
os seguintes benefícios deverão
apresentar a notificação da situação
atual ou notificação das condições de
renda. Atenção pois na falta destas
apresentações, a partir de agosto não
poderão mais se beneficiar.
Subsídios que necessitam de
apresentações=①Subsídio especial
para deficientes ②Subsídio
previdência social à criança deficiente
③Subsídio previdência social
excepcional ④Subsídio especial
para dependente menor ⑤Subsídio
aos portadores de deficiência grave
residentes na província de Aichi ⑥
Subsídio para dependente menor ⑦
Subsídio para criança órfã de Aichi ⑧
Subsídio para criança órfã de Miyoshi
Como notificar=Dirigindo-se
diretamente ao balcão de cada setor
até o dia 31 de agosto. Para ítens
de ① a ⑤ no Setor de Previdência

Social Welfare Division
Tel(32)8010 Fax(34)3388
Childcare Support Division
Tel(32)8034 Fax(34)3388
People receiving allowance like
below must submit the notification
of current condition & income
situation. Otherwise you cannot
receive the allowance after August.
Allowance requires submits=①The
special physically handicapped
person allowance②Special child
rearing allowances③Transitional
welfare allowance④Special
child rearing allowances⑤Aichi
Homebound severely physically
handicapped person allowance⑥
Child rearing allowances⑦Aichi
bereaved child allowance⑧Miyoshi
bereaved child allowance
Submit=Directly to the office: ①〜
⑤…Social Welfare Division, ⑥〜⑧
…Childcare Support Division until
August 31th (Mon).
※The office will send a notice at the
beginning of August. Please inform
Social welfare division or Childcare
support division in case you didn t
receive the notice.

PHONE
施設名
8 月の休館日
電話番号
三好町役場
（8:30～17:15）……………………………
☎(32)2111
土・日・祝
サンネット
（10:00～19:00） …………………………
☎(33)4150
火
サンアート
（9:00～21:00）……………………………
月
（祝日を除く） ☎(32)2000
月
（祝日を除く） ☎(32)2162
中央公民館
（9:00～21:00）……………………………
月(祝日を除く)・27日（木） ☎(34)3311
中央図書館
（9:00～17:00）……………………………
歴史民俗資料館 …………………………………………
月
（祝日を除く） ☎(34)5000
（9:00～16:30）
総合体育館（火曜日～土曜日9:00～21:00、日9:00～17:00）･月・☎(34)3131
三好池カヌーセンター
（8:30～17:15）………………
☎(32)8558
月
☎(34)6641
保田ケ池カヌーポロ競技場管理事務所 ………………
月
（8:30～17:15）
学校給食センター
（8:30～17:15）……………………
☎(32)0100
土・日・祝

21

施設名
8 月の休館日
電話番号
土・日・祝
三好町民病院
（8:30～16:00）…………………………
☎(33)3300
土・日・祝
保健センター
（8:30～17:15）…………………………
☎(34)5311
福祉センター
（8:30～17:15）…………………………
☎(34)1588
土・日・祝
土・日・祝
生きがいセンター
（8:30～17:15）……………………
☎(34)1988
月
さんさんの郷
（9:00～17:00）…………………………
☎(34)6111
土・日・祝
学習交流センター
（8:30～17:15）……………………
☎(33)3441
（ただし、
三好町国際交流協会は日・月曜日、
祝日休み）
勤労青少年ホーム ………………………………………
☎(32)3044
月
（火曜日～土曜日 13:00～21:00、日 9:00～17:00）
明越会館
（受付9:00～17:00）…………………………
☎(34)3370
月
きたよし地区公園管理事務所 …………………………
☎(36)8625
月
（受付9:00～17:00）

﹁第４回愛知県市町村対抗駅伝競走大会﹂
を
目指して練習会を開催します
( １
) ５２８

日︵土︶︑

月

( ６)０３０

日︵土︶に開催する選考会

を目指して練習会を開催します︒出場選手の決定
は９月

₃₁
を目指しましょう︒

▼とき＝９月３日︵木︶から

分

月３日︵木︶までの毎
分から６時

₃₀
日︵土︶から

分補給用飲料︑防寒着など
▼申し込み＝８月

きが不要

日︵日︶までに参

布︑練習会参加者は三好町選考会申し込み手続

▼そ の ほ か ＝ 練 習 日 程 表 は 参 加 申 し 込 み 時 に 配

加料を添えて総合体育館窓口まで

₃₀

▼持ち物＝ランニングのできる服装︑タオル︑水

円︑中学生以下⁝７００円

▼参加料︵保険料含む︶＝高校生以上⁝１︑７００

会に参加する人

▼対象＝町内在住または在勤の人で︑三好町選考

面スタンド集合︶

▼ところ＝三好公園陸上競技場︵体育センター正

週木・土曜日︑午後５時

₃₀ ₁₂

編 集
 後
 記


▼７月 日は︑日本の陸地に限っ

かいきにっしょく

年７月以来︑実に 年

46

月と

ちで頑張りたいと思います︒︵森︶

りは真夏の太陽のように熱い気持

紙で扱う話題は秋ですが︑原稿作

も氷枕を使って寝ています︒広報

ンを使わずに窓を開け︑眠るとき

も な る ﹂と 車 に 乗 る と き は エ ア コ

を取り戻しつつ︑さらにはエコに

い う 文 字 も 登 場︒ そ こで﹁ 季 節 感

せには９月や先のものでは

中旬なのですが︑紙面上のお知ら

編集後記を書いている現在は７月

その理由は広報の原稿作り︒この

早 く も 秋 の 訪 れ を 感 じ て い ま す︒

▼暑い日が続きますが︑わたしは

をお届けしたいと思います︒︵瀧︶

て︑皆さんにほっと心が和む広報

を眺めつつ気分をリフレッシュし

たしも取材に出掛けたとき︑夏空

るのも心の健康には良いこと︒わ

の騒々しさを忘れしばし空を眺め

上げた人が多かったのでは︒日常

各地で見られるとあって︑空を見

られませんが︑部分日食は︑全国

島より南の限られた地域でしか見

により全部隠れるこの現象は鹿児

ぶりとなった皆既日食︒太陽が月

ては昭和

22

38

20

第953号

広報みよし

平成21年８月１日

▼問い合わせ＝三好町陸上連盟
☎

34

愛知県市町村対抗駅伝競走大会町村の部３連覇

32

で決定します︒ぜひ練習会に参加して一緒に優勝

₁₀
₁₅

₁₁

₂₆

