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お知らせ版

こちらからお読みください

▲

写真：高齢者擬似体験コーナー

総合福祉フェスタへ行こう

▼
▼ ▼ ▼

Hot Line 広報みよし 平成21年９月１日号 №955

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/

▼

▼

保健・医療・福祉・生きがいを一体とした総合福祉を推進するため、三好町社会福祉大会・
総合福祉フェスタ・ふれあいコンサートを開催します。
とき＝9月19日（土）
【第1部】社会福祉大会（9：45〜10：30、サンアート小ホール）
内容＝式典・顕彰
【第2部】総合福祉フェスタ（10：45〜14：30、サンアート町民広場・レセプションホール
ほか）
内容＝保健・医療・福祉・生きがいなどの各コーナーで事業のＰＲや体験、スタンプラリ
ー、模擬店、福祉車両の展示など
【第3部】ふれあいコンサート（14：30〜16：30、サンアート大ホール）
内容＝町内の障がいがある人と地域の人たちが触れ合う、町民参加によるコンサート
演奏＝愛知教育大学管弦楽団、みよし少年少女合唱団
問い合わせ（第1部から第3部まで共通）＝福祉課 ☎(32)8010
(34)3388

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）月曜日〜土曜日放送
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 月曜日〜金曜日放送（18：
00〜18：10）
町長ホットライン 9月 7 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

環境課 ☎（32）8018

（32）2585

9月24日
（木）は、平成21年度下期分

し出を行った人の氏名または法人の

適な生活環境をつくることができます。

名称（申し出の場合は法人の名称に

また、汚水は浄化センターで適切に

加え、代表者の氏名）②請求事由ま

処理され、きれいな水となって河川な

たは利用の目的の概要③閲覧の年月

どに放流されることから、生態系や水

日④閲覧に係る住民の範囲

質の保全に貢献することができます。

公表対象＝平成20年4月1日から平

快適な環境づくりには皆さんのご理

み取り手数料の納付期限です。納付書

解とご協力が必要です。下水道整備区

が直接ご家庭に届いた人は、納付期限

域内の皆さんには早期の接続をお願い

までに納付書に記載された金融機関、

します。
なお接続工事の申し込みは、三好町

で納付してください。口座振替を利用

下水道排水設備指定工事店へ申し込み

されている人は、残高の確認をお願い

ください。詳しくは道路下水道課へお

します。なお、くみ取りの際に必要な

問い合わせください。

▼ ▼

総合福祉フェスタの会場で、献血を
行います。
とき＝9月19日(土)午前10時30分から
11時30分まで、午後1時から2時まで
▼ ▼

ところ＝サンアート玄関前

防災週間

対象＝16歳から69歳までの健康な

防災安全課 ☎（32）8046

（32）2165

手数料＝下表のとおり

人(65歳以上の人は、60歳から64
歳までに献血の経験があること)

催し

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

持ち物＝献血手帳(持っている人の

▼

世帯人数

み)、
本人確認のための証明書類など
こつずい

骨髄バンク登録の協力
衣浦東部保健所（本所）から
☎ 0566（21）4778

8月30日
（日）
から9月5日
（土）
までは

0566（25）1470

白血病や、再生不良性貧血の根本的
な治療法には骨髄移植が必要です。
国

難場所や非常持出袋、危険箇所、家族へ

内には、骨髄の移植を必要としている

※引っ越しなどでくみ取りが不要に

の連絡方法などの確認を行い、防災につ

人が毎年2,000人以上います。そのう

なった場合や世帯の人数が変わった場

いての意識を高め災害に備えましょう。

ち2割の人は、提供者が見つからず、

合は、印鑑を持って環境課へ直接お越
しください。
また確認券の払い戻しは、
平成22年3月末日までに申請してくだ
さい。4月以降の申請は受け付けでき
ませんのでご注意ください。

道路下水道課 ☎（32）8022

（34）4429

住民課 ☎（32）8012

（32）8048

住民基本台帳法に基づき住民基本台
帳の一部の写しの閲覧の状況を次のと
おり公表します。

骨髄移植を受けることができません。
一人でも多くの人を救うために、骨髄
バンクへの登録をお願いします。
総合福祉フェスタの献血会場の隣で
行いますので、皆さんからの温かいご
協力をお待ちしています。
とき＝9月19日（土）午前10時30分

とき＝9月1日
（火）
から9月30日
（水）

から11時30分まで、午後1時から2

までの午前8時30分から午後5時15分

時まで

が整備されるとトイレや台所、洗濯水

まで
（土・日曜日、祝日を除く）

ところ＝サンアート玄関前

などの汚水を下水道管に流すことによ

ところ＝住民課窓口

9月10日は下水道の日です。下水道
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▼


伝言板

下水道（汚水）早期接続のお願い

住民基本台帳の一部の写しの
閲覧に関する実施状況の公表

▼

講座・教室

「防災週間」
です。この機会にご家庭で避

▼

募集

納付期限
（口座振替日）
＝9月24日
（木）

献血
保健センター ☎（34）5311 （34）5969

または役場西館１階指定金融機関窓口

送付します。

成21年3月31日までの閲覧の状況

▼ ▼

相談

（10月から平成22年3月まで）のし尿く

確認券は、
手数料の納付を確認した後、

▼


や蚊の発生を減らすなど、衛生的で快

▼


し尿くみ取り手数料の納付

公表内容＝①閲覧の請求もしくは申

▼


案内

案 内

り、どぶや側溝からの悪臭防止、ハエ

対象＝18歳から54歳までの健康な人

就学困難と認められた人）を対象に
「中

対象＝災害時に家族などの援護が困
難で個人情報を自主防災会や民生児
童委員などに開示することを同意す
まだこの制度に登録されていない人

合格発表＝12月11日（金）
ある人、または就学義務猶予免除者

②知的障がい者（療育Ａ判定）

であった人で、平成22年3月31日ま

③一人暮らし高齢者

でに満15歳以上になる人②保護者が

④在宅の要介護認定者（要介護3か

就学させる義務の猶予または免除を
受けず、かつ、平成22年3月31日ま

ら5）
⑤上記に準じる人（潜在的な要援護

度の終わりまでに中学校を卒業でき

者、難病患者を含む）
申し込み＝随時、福祉課へ直接

▼

ないと見込まれることについてやむ
を得ない事由があると文部科学大臣

自殺予防週間

が認めた人③日本国籍を有しない人

利用が可能な駐車場の紹介や、パーク

衣浦東部保健所健康支援課から

＆ライドの利用が可能な駐車場の募集

☎ 0566（21）4778

を行っています。

でに満15歳に達する人で、その年

で、 平成22年3月31日 ま でに満15

0566（25）1470

歳以上になる人④平成22年3月31日

9月10日から16日の1週間は
「自殺予

までに、満16歳以上になる人
（①お

city.nagoya.jp/kurashi/anzen/

て、うつ病が潜んでいる場合がありま

申し込み＝8月21日
（金）
から9月8日

anzen/chuushajyo/pandr/）
をご覧

す。
「眠れない」
「 食欲がない」
「 だるく

（火）
までに出願書類
（学校教育課で配

ください。

て意欲がわかない」といった症状が2

布）
に必要事項を記入し、文部科学省

週間以上続く場合は要注意です。一人

（〒100-8959 東京都千代田区霞が関

でストレスをためていませんか。この

3-2-2 文部科学省生涯学習政策局生

ような症状が出る前に、誰かに相談す

涯学習推進課認定試験第二係）
に郵送

福祉課 ☎（32）8010

（34）3388

▼


よび③に該当する人を除く）

る事がうつ病の予防には有効です。ご

相 談

利用ください。
▼


とき＝午前9時から午後 4 時30分ま
で
（土・日曜日、祝日を除く）

▼


相談方法＝衣浦東部保健所（本所）健
康支援課
（刈谷市大手町1-12）
まで直

（要援護者）
の名前などを登録した台帳
を作り、自主防災会や民生児童委員、
近所の知人などと連携して要援護者と

(34)4189

9月24日（木）に予定していた消費生

就学義務猶予免除者等の中学
校卒業程度認定試験
学校教育課 ☎（32）8026

農政商工課 ☎（32）8015

（34）4379

活相談は9月25日（金）に変更します。
とき＝午前9時から正午まで
ところ＝役場西館1階相談コーナー
相談内容＝通信販売や訪問販売など

近所の人を結び付け、災害時に地域で

就学義務猶予免除者（病弱、発育不

に関するトラブル、不当請求、マル

安否確認や避難誘導ができるように支

完全そのほかやむを得ない理由のため

チ商法、多重債務に関することなど

平成21年９月１日

広報みよし

第955号
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伝言板

災害時にほかの人の助けが必要な人

消費生活相談日の変更

▼ ▼ ▼


接、
または電話で

講座・教室

防週間」
です。自殺の原因の一つとし

催し

詳しくは、ホームページ
（http://www.

災害時要援護者支援制度への登録

募集

推進協議会では、パーク＆ライドの

相談

勤・通学などをしましょう。

受験資格＝①就学義務猶予免除者で

ら3級、視覚・聴覚1、2級）

動すること）
を推進しています。皆さ
んも環境に優しいパーク＆ライドで通

試験場＝愛知県総合教育センター（愛
知郡東郷町大字諸輪字上鉾68）

パーク＆ライド
（最寄りの駅まで自動
車で行き、そこから公共交通機関で移

試験日＝11月4日（水）

る下記のいずれかに該当する人で、
①身体障がい者（体幹・上下肢1級か

名古屋都市圏Ｐ＆Ｒ推進協議会では、

学校卒業程度認定試験」を行います。
▼
 ▼


052（972）4170

しています。

▼ ▼


☎052（972）2774

に中学校を卒業できなかった、または

案内

名古屋都市圏Ｐ＆Ｒ推進協議会事務局から

援する災害時要援護者支援制度を実施
▼


アンド

パ－ク＆ライド通勤の推進

お知らせは裏表紙から
にして、町民活動支援課へはがき

中央図書館 ☎（34）3311

（34）6007

ら、または募集チラシ（町民活動支
援課で配布）に記入し直接
※作品の著作権は三好町に帰属し「男

親子ふれあい遊び

女共同参画啓発事業」に 使 用 し ま す。

なかよし地区子育て支援センター

啓発事業に使用する場合は、性別、年

わかば保育園内 ☎
（34）
1250 （34）
6790

相談

代を掲載させていただきます（氏名は

レクリエーションインストラクター

公表しません）のでご了承ください。

が親子で手軽にできる遊びを紹介しま



す。お子さんと触れ合いながら楽しく

わたしと愛知用水の写真
独立行政法人水資源機構愛知用水総合管理所
総務課から

町内や県内で手作り絵本の創作活動

催 し

ホームページの川柳応募フォームか

☎0561
（39）
5460

0561
（39）
5464

遊びませんか。
とき＝9月25日
（金）
午前10時から11

▼


絵本展開催２０周年記念
手作り絵本三好展作品

（〒470-0295住所不要）、ファクス、

時まで
ところ＝総合体育館柔道場
内容＝親子ふれあい遊び

をしているグループの作品を展示する

対象＝未就園児とその保護者

手作り絵本三好展を開催します。

定員＝抽選で30組

▼

とき＝10月23日
（金）
から11月3日

参加費＝30円（傷害保険料）

（火）
まで
（月曜日を除く）
午前9時か

講師＝レクリエーションインストラ

ら午後 5 時まで

す ず き ま ゆ み

申し込み＝10月17日
（土）
までに中

持ち物＝汗ふき用タオル、お茶

町民活動支援課 ☎
（32）8025

（32）2165

katsudo/senryuu̲ 2009.html

男女がお互いの人権を尊重しつつ責
任も分かち合い、男性も女性も固定的

いるかいけ

さんから、愛知池や入 鹿池、三好池、
そ

う

り いけ

おんたけさん

ま き お

申し込み＝9月7日
（月）
から11日
（金）
までの午前9時から午後5時までに
親子の氏名、年齢、行政区、電話番

佐布里池、御嶽山、牧尾ダムなどを背

号を明らかにして、子育て支援セン

景としたため池の四季や里山などの写

ターへ電話、または直接

真を募集します。
写真の形式＝電子データ
（300万画
素以上）または2Lサイズのプリント
（カラー横写真のみ）写真

演劇出前公演
三好演劇文化推進実行委員会から
教育行政課内 ☎
（32）
8028 （34）
4379

な性別的役割にとらわれず、その個性

※写真は、ほかのコンテストに応募し

昨年開催した戯曲講座の受講生が創

と能力を発揮できる
「男女共同参画社

ていないものに限ります。応募作品は

作した脚本を基に、演劇グループ「遊」

会」の実現に向けたメッセージを五・

返却しません。

による出前公演を開催します。

七・五の川柳に表現してみませんか。

申し込み＝10月31日（土）までに写

ゆう

とき＝9月27日（日）午後1時30分開

▼


講座・教室

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

年を迎えます。これを記念して、皆

▼


男女共同参画社会をテーマに
した川柳

▼


催し

平成23年9月に愛知用水は通水50周

央図書館に作品を持参し、直接

▼ ▼


クターの鈴木真弓さん

▼ ▼


ところ＝中央図書館2階多目的室

場、午後2時開演

の人（作品は自作で未発表のもの。

撮影場所、
日時を明らかにして愛知用

ところ＝中央公民館ホール

1 人 5 点まで）

水総合管理所ま で 郵 送
（〒470-0151

応募方法＝10月 9日
（金）までに川柳

東郷町大字諸輪字方平山 25-25）
、ま

の作品とその内容
（意見）
、住所、氏

たは電子メール（

名、年齢、性別、電話番号を明らか

d.ocn.ne.jp）
で。発表は本人に直接

▼

真裏に住所、
氏名、
電話番号、
コメント、

▼


伝言板

対象＝町内在住、在勤、または在学

25

aichiyousui@rapi

▼ ▼ ▼ ▼
 

募集

▼
 ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

案内

募 集

連絡

演題 =「ここにはいません」
入場料 =500円
申し込み＝公演当日までに教育行政
課、中央公民館、サンアートへ直接

ている人、認知症の家族を介護し疲れ

ところ＝愛知学泉大学豊田図書館

ている人はいませんか。三好町では、

定員＝抽選で12人

に、社団法人
「認知症の人と家族の会」

受講料＝500円

愛知県支部と協働して町内で家族の介
きゅう せ い び

講師＝中国出身の邱靖媚さん

護に携わっている介護者と皆さんとの

申し込み・問い合わせ＝愛知学泉大

交流会を開催します。介護中の皆さん、

学豊田図書館、9月5日（土）午前9時

お気軽にご参加ください。

▼ ▼ ▼


とき＝9月17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 … リ ー ベ
こ う の

し ば き

し

☎（32）8500

▼


▼ ▼


②認知症介護の情報交換

（34）3388

対象＝認知症の（認知症と思われる）

家族が認知症ではないかと気になっ

家族を介護している人

ほ

道
▼

申し込み＝当日、会場へ直接

人権映写会
総合福祉フェスタ内で人権映写会を
実施します。
ところ＝サンアート小ホール
内容＝「ブタがいた教室」
の上映
入場料＝無料
整理券の配布＝9月1日
（火）
から住
民課窓口で配布
（1人5枚まで）

講座・教室
愛知学泉大学豊田図書館から
0565（35）1003

地域の人向けに開講しています
「語
学講座」の体験企画です。

【スナッグゴルフ】
この競技は、ゴルフの基本を学ぶため
のものです。道具は、日本ゴルフ協会か
ら愛知県ゴルフ連盟を通して貸し出しを
していただいたものです。場所は、運動
場、野球場、体育館などどこでもできま
す。ぜひ一度試してみませんか。
前回開催した講習会では女子プロゴル
ファーの指導のもと、行われました。
【さんさんスポーツフェスティバル】
前期の講座で活動したものなどを楽
しく体験できます。エアロビクス、ピ
ラティス、ヨガ、カローリング、スナッ
クゴルフ、テニス、ウオーキング、太
極拳など盛りだくさんです。
とき＝ 9月27日（日）午前9時から正午
まで
ところ＝明越会館ほか

伝言板

中国語ワンコインレッスン

4月から9月までは13種目15 通常講座と、3種目の短期講座を開催。10
月からは、新規の講座も予定しています。
今回は 7 月に講習会を開催したスナッグゴルフを紹介します。

講座・教室

▼ ▼ ▼ ▼ ▼



とき＝9月19日
（土）
午後0時30分開演

【三好さんさんスポーツクラブ】

【三好さんさんスポーツクラブ事務局】 明越会館内 ☎・ （34）
3621

▼

とき＝9月9日
（水）
午前10時30分から
平成21年９月１日

催し

（32）8048

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。

▼


どう

▼

さんげん

津軽三味線合奏・民謡…もてぎ三 絃

募集

総合型地域スポーツクラブで
「笑顔づくり・仲間づくり」

すぎうら たかひろ

第2部独唱…杉 浦隆 宏さん、第3部

☎ 0565（35）7097

内容＝①認知症介護者同士の交流

地域包括支援センター 高齢福祉課内

（河 野あゆみさん・芝 木志 保さん）
、

住民課 ☎（32）8012

ところ＝役場東館3階301会議室

▼


ンサートを行います。

ら3時30分まで

認知症介護家族交流会
「ひまわり」の会

相談

とき＝9月18日（金）午後1時30分か

30分より電話、または直接
サンアートの広いロビーを使ってコ

皆さんの悩みを一緒に考えていくため

（〒471-8532 豊田市大池町汐取1）
▼ ▼ ▼ ▼


（34）4379

案内

教育行政課 ☎（32）8028

正午まで
▼


９月のロビ－コンサ－ト

広報みよし
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お知らせは裏表紙から

定員＝抽選で30人程度

有無(希望する場合は児の名前、生年

受講料＝無料

月日)を明らかにして

持ち物＝動きやすい服装と靴

※1歳以上の未就学児を対象に託児を

▼ ▼ ▼ ▼ ▼


点)、電話番号、希望講座日、託児の

法務局町民講座

申し込み＝9月18日（金）までに電話、 実施します。（託児料340円別途必要）

▼


とき＝10月28日（水）午後1時30分か

生涯学習課 ☎（33）3441

▼ ▼


ところ＝中央公民館視聴覚室
内容＝相続や成年後見制度および遺

（34）1315

ベビーマッサージは赤ちゃんとママ

言について

の楽しいスキンシップです。みんなで

講師＝公証人および法務局職員

楽しい時間を過ごしましょう。

▼ ▼ ▼ ▼


定員＝抽選で50人

▼

とき＝9月25日(金)、30日(水)午前

衣浦東部保健所健康支援課から
☎ 0566（21）4778

0566（25）1470

より良い療養生活のための知識を楽
しく学びましょう。
とき ＝ 9月24日（木）午後1時30分
から3時30分まで
ところ＝衣浦東部保健所3階大会議
室
（〒448-0857 刈谷市大手町 1-12）

申し込み= 氏名、
住所、
電話番号を明

ところ＝学習交流センター

内容＝専門医による講演
「病気の理

らかにして9月7日
（月）
から10月27

▼


10 時から11時30分まで
対象＝2カ 月 から10カ 月 ま で の 児

解と療養の注意点」

日までに名古屋法務局豊田支局へ電

(9 月時点の月齢)と保護者
（町内在

対象＝脊髄小脳変性症および多系統

話、またはファクス

住の人に限る）
選を行い、その結果を9月14日に発送）

催し

▼ ▼
 

受講料＝500円(当日徴収)

地域包括支援センター 高齢福祉課内
（34）3388
☎（32）8500

▼


たけいとう

委 縮症患者とその家族

定員＝各12組( 定員を超えた場合は抽

いきいき健康塾

せきずいしょうのうへんせいしょう

いしゅくしょう

▼


募集

参加費＝無料

やりゅう

講師＝NPO法人わが家流子育て応援
えぐち

とみやす

とみやす ひとし

講師＝冨安医院副院長の冨安斉さん

▼ ▼


相談

ら4時30分まで

悠学カレッジ秋冬講座
「ベビ－マッサ－ジ」

神経系難病患者・家族教室

▼

または高齢福祉課へ直接

0565（35）3837

▼


名古屋法務局豊田支局から

▼ ▼


案内

講座・教室
☎0565（32）0006

対象＝町内在住で65歳以上の人

申し込み＝9月18日（金）
までに衣浦
東部保健所健康支援課地域保健グル
ープへ電話で

団ふりあん理事長の江口このみさん
申し込み＝9月3日(木)から10日(木)

伝言板

の間 (土・日曜日は除く)の午前8時30

●大沢聡が奏でる
「オカリナの調べ」
開催

▼ ▼
 

持ち物＝バスタオル、おむつ、飲み物

▼


と き＝10月1日（木）① 午前11時 か
ら正午まで、②午前1時から午後2

ームページ（http;//www.town.aic

時30分まで

いつまでも元気でいられるよう同世

hi-miyoshi.lg.jp/soshiki/chomin

ところ＝サンアート小ホール

代の仲間と一緒に健康づくりをしませ

kyodo/shogaigakushu.html）
の

んか。気軽にご参加ください。

申し込みフォーム

ところ＝役場西館4階402会議室

りがな)､ 児の生年月日と月齢(９月時

こ

内容

10 月 2日
（金）
13:30～15:30

「寝たきりにならないために」ー廃用症候群を防ぐー

んのオカリナ演奏会
は い よ う しょうこうぐん

い い じ ま

か

よ

講師…看護師の飯島佳代さん

みさんまで電話（☎（36）0173）
、ま

こ う く う

健康寿命を延ばす口腔ケア
講師…歯科衛生士・社会福祉士の中村朱美さん
な か む ら

はやふじ

申し込み＝申し込み担当の早藤きよ

▼


伝言板

23

み

由美子さんとの共演による大沢聡さ

とき

10月30日
（金）
13:30～15:30

しらかみ

内容＝三好町在住のピアニスト白神
ゆ

いきいき健康塾開催内容

2

入場料＝1,000円（未就園児無料）

▼ ▼
 

※②については住所、親子の名前(ふ

1

対象＝未就園児と保護者を中心にど
なたでも可

とき・内容＝下表のとおり

回

▼ ▼


①生涯学習課へ直接②ファクス③ホ

■ ▼ ▼

講座・教室

分から午後5時までに以下の方法で

おおさわさとし

あけみ

たは電子メール（
commufa.jp）で

kiyomi_h@wh.

お知らせの内容変更

キラキラ

広報 8月15日号16ページ
「伝言板」
でお知らせした
「
『 輝 ～キラキラ～』
小学校低学年向け英会話
イベントの開催」
の記事について、申込み期間とホームページアドレスに変更があります。
▼

申し込み＝9月20日
（日）
までにホームページ
（http://kirakira.giving.officelive.com/

default.aspx）
のフォームから。なお、日程や時間、場所などについては変更ありません。

練習日・問い合わせ＝下表のとおり

●リサイクル用品の登録●

ふ く た けいえん

●福田恵苑（せき）と集う書展の開催
さんじゅ

しょうひん

で出店したい人は、お気軽にお問い合

傘 寿を迎えるにあたり旧作品・小品

わせください。詳細についてはホーム

と書に親しむ皆さんの作品を交えて展

ページ(http://one.freespace.jp/

示します。ぜひご覧ください。

差し上げます
（無料）
＝座卓

▼ ▼


を募集します。誰でも出店できますの

（☎ (32)2733）で

譲ってください
（有料）
＝電子ピ
アノ、給湯器、ガスコンロ、レ
ザークラフトの工具、アートフ

と き＝9月21日
（月）
から23日
（水）
ま

▼


auf/）
をご確認ください。

午後4時）
まで

後3時）
まで

ところ＝サンアートレセプション

ラワーの葉脈のこて
譲ってください
（無料）
＝保育園

▼


11時 か ら 午後3時30分
（15日 は 午

の か ばん・帽子・ス モ ッグ・体 操

▼


▼


で の 午前10時 か ら 午後5時
（23日は

ドシート、高校の教科書

問い合わせ＝福田恵苑（せき）さんへ

町大字黒笹字清水 370）

登録期間＝3カ月間

▼
 ▼

入場料＝無料

▼ ▼


▼


ところ＝愛知大学名古屋校舎
（三好

服、ジュニアシート、チャイル

ホール

登 録方法＝譲ります
（有料）
、差

電話、またはファクス
（☎･ （34）

し上げます(無料）
、譲ってくだ

参加費＝無料

3376）で

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

会館 2階 ）
に電話、ファクス
（☎・（36）

行います。どなたでも参加できますの

ど）
を明らかにして、環境課へ電

3464）
、電子メール
（ chee_47z@

で、スポーツの秋をショートテニスで一

話(☎
（32）
8018）
、または直接

yahoo.co.jp)、または直接

緒に楽しみませんか
（無料体験もあり）
。

交 渉の流れ＝①広報みよしに

しちしゅうかい

七 州会生徒募集
からプロの格闘家を目指す人の育成まで
力いっぱい、各師範が相手をしておりま

商品名を掲載②希望者は環境

まで

課へ電話連絡③登録者の氏名・

ところ = 総合体育館

住所･電話番号を確認し、登録

申し込み＝総合体育館に直接

者と直接交渉④結果を環境課

も と の よ し え

問い合わせ = 本 野 義 江 さんへ電話

へ連絡

催し

七州会では、こどもたちの礼儀作法

とき＝毎週木曜日午前10時から正午


▼


日本空手道

●全日本実戦空手道連盟

▼

スポンジボールを使用してテニスを

▼ ▼ ▼

祭事務局
（愛知大学名古屋校舎サークル

わいわい

●Ｙ ² ショートテニス生徒募集

募集

▼ ▼ ▼


定員＝先着で35ブース
申し込み＝10月21日
（水）
までに愛大

相談

とき＝11月14日
（土）
、15日
（日）
午前

※雨天の場合は、室内で行います。

案内

愛大祭でフリーマーケットの出店者

す。お気軽にご連絡ください。
▼


●第63回愛大祭フリーマーケット開催

しちしゅうかい

■

日本空手道七州会日程表
ところ

○少年の部
（4歳から12歳まで）
毎週水曜日18:30～20:00
○一般の部
（中学生以上）
毎週水曜日20:00～21:30

参加費

申し込み・問い合わせ

な り た ごう

入会金10,000円、
師範の成田豪さん
月謝（週1回）3,500円、（水曜 （☎090-3556-3325）
まで電話で
日・金曜日の週2回）4,000円

三好丘交流センター

○少年の部
（4歳から12歳まで）
毎週金曜日17:30～19:00
○一般の部
（中学生以上）
毎週金曜日19:15～20:45

三好道場
（三好字蜂ケ池13）

○少年の部
（5歳から12歳まで）
毎週火曜日、金曜日19:00～20:30
○青年の部
（中学生以上）
毎週火曜日、金曜日20:30～22:00

入会金10,000円、
師範の米良国弘さん
月謝4,000円（1カ月間無料体 （☎090-4796-0055）
まで電話で
験あり）

○少年の部
（5歳から12歳まで）
毎週木曜日19:00～20:30

入会金5,000円、
準指導員の長谷川聖さん
月謝3,000円（1カ月間無料体 (☎090-2949-0520)
まで電話で
験あり）

め

ら くにひろ

平成21年９月１日

広報みよし
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伝言板

は せ が わ せい

福田ふるさと
ふれあいセンター

講座・教室

北中学校武道場

とき

＊町内の外国人登録者数/町全体人口に占める割合：1,801人 ／ 3.1％
（8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.

AIC
H

OSPITA
IH

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
交付金対象事業

よ う ち え ん

にゅうえん う

つ

幼稚園の入園受け付け

Outros=Há sistema de subsídio
mensalidade
（日本語の記事は8月15日号26ページ参照）
※Maiores informações entre em
INSCRIÇÃO PARA
contato com a própria creche, que
MATRÍCULA AO JARDIM
consta na lista abaixo

DA INFÂNCIA

Entrance Information for
Kindergartens

Associação dos Jardins de
Infância particulares de Miyoshi
Em 6 Jardins de Infância
particulares de Miyoshi estão sendo
distribuídos as folhas de pedido
de admissão aos que ingressarão
nos jardins de infância em abril de
2010.
Quando=A partir de 1º de setembro
(terça-feira)
Local=No próprio Jardim de Infância
【Recepção para matrícula ao Jardim
de Infância】
Quando=A partir de 1º de outubro
(quinta-feira)
Local=No próprio Jardim de Infância

Miyoshi Private Kindergarten
Association
The six private kindergartens in
Miyoshi are distributing application
forms for children who will be new
kindergartners in April 2010.
Time＝September 1 (Tue) start
Place＝Kindergarten one wish to
apply for
【Entrance Information For
Kindergarten】
Time＝October 1 (Thu) start
Place＝Kindergarten one wish to
apply for

JardimdeInfância
Nursery

Endereço
Location

Telefone
Phone

Miyoshi Momoyama youchien

Nishijintoriyama 26-1

(32)2500

Higashiyama youchien

Miyoshi Aza Higashiyama

(32)2241

435

Miyoshi Bunka youchien

Miyoshi Aza Iyasaka 40-1

(32)2561

Beru Miyoshi youchien

Miyoshigaoka 4-1-4

(36)1800

Miyoshigaoka Sakura 1-9

(36)8373

Azabu Aza Ikeshita 8-1

(34)3354

Miyoshigaoka Sei Margaret
youchien
Makoto dai ni youchien

（32）8048

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

Others＝There are measures of
subsidies for the tuition
※Please inquire nurseries below for
details.
く が つ

9月のロビーコンサート
（日本語の記事は24ページ参照）

CONCERTO LOBBY DE
SETEMBRO
Setor de Administração Escolar
Tel (32)8028 (34)4379
O concerto será realizado no lobby
maior de Sunart
Quando=17 de setembro (quintafeira) a partir das 19:00h
Local=Sunart lobby 1º andar
Conteúdo=1ª parte dueto de
piano live, 2ª parte solo e piano
Sugiura e outros, 3ª parte coro
Tsugaru Shamisen e Minyo Motegi
Sangendou
Taxa=gratuito

Robby Concert in September
Educational Administration Section
☎
（32）
8028 （34）
4379
The concert will be held in the
large lobby of the Sun Art Cultural
Center.
Time＝September 17 (Thu), 7:00 pm
start
Place＝The Sun Art Cultural Center
(1F Lobby)
Contents＝Part 1: The piano duet /
Liebe; Part 2: Vocal solo with piano
/Sugiura Takahiro, etc; Part 3:
Tsugaru shamisen ensemble, folk
song /Motegi sangendo
Admission＝free

PHONE
9 月の休館日 電話番号
 施設名
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)・17日・24日 ☎(34)3311
中央図書館
（9:00～17:00）……………………………
月(祝日を除く)・24日（木） ☎(34)5000
歴史民俗資料館 …………………………………………
（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
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9 月の休館日 電話番号
施設名
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）

( ８)０２７

( ６)０３０

目指せ３連覇！
﹁第４回愛知県市町村対抗駅伝競争大会﹂
に出場する
三好町代表選手募集
▼問い合わせ＝三好町体育協会
︵スポーツ課内︶
☎

34

日︵土︶に長久手町の愛・地球博記念公園︵モリコロ

市 町 村 対 抗 駅 伝 競 走 大 会 ﹂に 出 場 す る︑ 三 好 町 代 表 チ ー ム

の選手を募集します︒選考は２回の選考会︑または公式競
技会の記録を基に行います︒

10
日︵土︶午後５時から 時まで

▼選考会開催日時＝１回目⁝９月 日
︵土︶︑２回目⁝ 月
26

40

出

出した場合はその記録を基に各区の選手候補者２人を選

▼選考方法＝選考会︵１回の参加でも可︶の記録︑または選
考会に参加できない場合でほかの公式競技会の記録を提

④ジュニア男子・一般男子︵５キロ︶

▼種目＝①小学生男子・女子︵１・５キロ︶②中学生男子・女
子・一般女子︵３キロ︶③ジュニア女子・ 歳以上︵４キロ︶

▼ところ＝三好公園陸上競技場︵体育センター正面スタン
ド集合︶

７

に必要事項を記入し︑総合体育館窓口まで直接

で配布︒スポーツ課ホームページからダウンロード可︶

▼対象
 ＝町内在住︑在勤︑または出身中学校が三好町内の人
▼申し込み＝９月 日︵木 ︶ま で に 申 込書︵ 総 合 体 育 館 窓 口
₂₄

編 集
編編
 後
 記


▼９月に入り日中の気温も下がり︑

夕方になると過ごしやすくなって

きました︒今年は梅雨明けが遅れ

たとはいえ︑夏場の無理がたたっ

て︑夏バテ気味になっていません

か︒夏バテの回復には︑睡眠と栄

養を十分に取ること︒どうしても

疲れが取れないときは︑一度医師

の診察を︒わたしは暑い夏を乗り

切るため︑就寝と起床時間を一定

にして生活リズムを守り︑ぬるめ

のお風呂にゆっくり入浴︒心身を

リラックスさせ汗を流してから寝

ヴ ォ イ ス

ると寝つきがよくなりますよ︒
︵正︶

▼今号の﹁ Voice
﹂のコーナーでは︑
９月１日号に続き︑町内各中学校

で行われた﹁町長と語り合う会﹂の

様子を紹介しています︒生徒代表

の皆さんが︑緊張しつつも積極的

に町長と意見交換︒北中学校の男

子生徒の一人は︑広報の記事を読

んで自分なりに分析し︑さんさん

バスについて提言をしてくれまし

た︒その分析力にも感心しました

が︑広報をよく読んでくれている

ことに目からうろこが落ちる思い

でした︒今後も中学生の皆さんにも

分かる広報を作っていきます︒
︵竹︶

20

第955号

広報みよし

平成21年９月１日

32

http;//www.town.aichi-miyoshi.lg.jp/soshiki/kyouiku/sports.html
月
５

パーク︶で開催される﹁愛知万博メモリアル・第４回愛知県

12
31

