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こちらからお読みください

▲

お知らせ版

ろうあ者の福祉向上を目的に活動を続けている財団法人、全日本ろうあ連盟が創立
60周年を記念して作成した話題の映画をみよしで上映します。ぜひお越しください。
▼ ▼ ▼ ▼ ▼

とき＝平成22年1月9日（土）午後2時から3時45分まで（午後1時開場）
ところ＝サンアート小ホール
対象＝どなたでも可
定員＝400人

チケット販売＝サンアート受付で販売中（前売り券…大人 1,200円・子ども 800 円、

当日券…大人1,500円・子ども1,000円）

まつもと ち づ る

問い合わせ＝午後6時から9時までに問い合わせ担当の松本千鶴さんまで電話（☎090

▼

Hot Line 広報みよし 平成21年11月１日号 №959

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/

財団法人全日本ろうあ連盟創立60周年
記念映画
「ゆずり葉」
を上映します

みちした と し ひ ろ

(5868)4459）、または道下富志広さんまでファクス（N(32)2329）で
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。
Shttp://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 11月 2 日（月）8：00〜、18：00〜
問い合わせ 秘書広報課 ☎（32）8357 N（34）6008

お知らせは裏表紙から

泊分で、全保養所合わせて4泊まで）

教育行政課 ☎（32）8028 N（34）4379

※5泊目からは助成はありません。
申し込み＝協定保養所へ直接

▼


案内

案 内

宿泊から平成22年3月31日までの宿

みよし市成人式

秋の火災予防運動

※宿泊当日、直接利用する保養所の窓

防災安全課 ☎（32）
8046 N（32）2165

口で愛知県後期高齢者医療被保険者証

11月9日から15日までの7日間は
「消
えるまで

ゆっくり火の元

を提示し、利用カードの発行を受理し

にらめっ

ます（初回のみ）。

児童虐待防止推進月間

災予防運動が全国で展開されます。火

子育て支援課 ☎
（32）
8034 N
（34）
3388

のです。大切な命や財産を守るため火

す。新成人の皆さんの参加をお待ちし

{kosodate@town.aichi-miyoshi.lg.jp

の元には十分注意しましょう。なお、

ています。案内状の発送など詳しくは

期間中は防災PR放送や消防団による

12月1 日号の広報でお知らせします。

す。21年度は「守ろうよ

町内巡回などを行う予定です。

ただし、町外の人は事前の申し込みが

める

必要です

し、児童虐待防止のための広報・PR

早期に設置をしましょう。
●火の用心 7 つのポイント
①家の周りに燃えやすいものを置かな
い②寝たばこや、たばこの投げ捨てを
場を離れない④風が強いときは、たき
火をしない⑤子どもにマッチやライタ

とき＝平成 22 年 1 月 10 日（日）

活動などの取り組みを集中的に実施し

ところ＝サンアート大ホール

ます。この機会に家庭や学校、地域社

対象＝平成元年 4 月 2 日から平成2

会全体で、児童虐待問題を考え、深い

年 4 月 1 日までに生まれた人

関心と理解、さらに児童虐待防止対策

講座・教室

保険者の皆さんの健康の保持・増進を

は燃えやすいものを近づけない

目的に、下記の協定保養所に宿泊利用

強調月間です。非行や犯罪、いじめの
多発など子どもたちをめぐる問題は、
深刻になってきています。

保健センター ☎
（34）
5311 N
（34）
5969

（955）
1298
☎052
（955）
1205 N052

い、たこ足配線はしない⑦ストーブに

11月は青少年健全育成県民運動の

献血

愛知県後期高齢者医療広域連合から

愛知県長寿
（後期高齢者）
医療制度被

子育て支援課 ☎
（32）
8034 N
（34）
3388

への積極的な協力をお願いします。

後期高齢者医療制度における
協定保養所利用助成の開始

ーで遊ばせない⑥電気器具は正しく使

青少年健全育成県民運動

小さなひとみ」をスローガンと

とき＝11月24日
（火）
午前10時から午
後1時まで
ところ＝役場東館玄関前

する場合の宿泊費を助成します。

対象＝16歳から69歳までの健康な
人（65歳 以 上 の 人 は、60歳 から64

対象者＝愛知県長寿
（後期高齢者）
医

歳までに献血の経験があること）

療制度被保険者

持ち物＝献血カード、献血手帳
（持っ

▼


催し

しない③天ぷらを揚げるときは、その

未来を見つ

▼


ています。まだ設置していない住宅は

11月は「児童虐待防止推進月間」で


▼ ▼



住宅用火災警報器の設置が義務化され


▼
 ▼ ▼

平成20年6月から、すべての住宅に



平成22年みよし市成人式を開催しま

▼


募集

災の原因のほとんどは不注意によるも

助成内容＝1人1泊につき利用料金か

ている人のみ）
、身分証明書
（運転免

ら1,000円を助成（平成21年6月1日

許証）
など

▼


相談

子」を統一スローガンにして、秋の火

■後期高齢者医療制度における協定保養所利用助成の開始
場所

協定保養所名

電話番号

伝言板

子どもは、社会を映す鏡です。まず

犬山市

レイクサイド入鹿

☎ 0568(67)3811

は大人自身が子どもに手本を示しましょ

桑名市

名古屋市休養温泉ホーム松ケ嶋

☎ 0594(42)3330

う。また地域の子どもたちは、地域で

東浦町

あいち健康プラザ

☎ 0562(82)0235

守り育てるという気持ちで温かく見守

田原市

シーサイド伊良湖

☎ 0531(35)1151

ることも大切です。まず身近なことで

蒲郡市

サンヒルズ三河湾

☎ 0533(68)4696

できることからご協力お願いします。

豊田市

豊田市百年草

☎ 0565(62)0100
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【e-Taxを始めよう！】

順や諸控除額の確認のほか、法定調書
の書き方などについて説明します。
とき＝11月18日（水）午後 1 時30分

フィスからインターネットなどを通じ

☎ 0565（32）3381 N 0565（35）0921

て行うことができます。

から 3 時30分まで

個人事業税の第2期分の納期限は、

特に源泉所得税の毎月納付や消費税
の中間申告・納付など、利用回数の多

ところ＝役場東館3階・研修室

▼
 ▼


Shttp://www.pref.aichi.jp/zeimu/

対象＝法人、個人白色申告者

【青色申告決算等説明会】

11月30日
（月）
です。11月中旬に送付

い手続きに便利です。

する納付書で最寄りの金融機関かコン

※ e-Taxの利用に際しては、住民基
アイシー

決算書の作成および年末調整を行う

本台帳カード（IC カード）の取得（手数

が30万円以下のもの）
、県税事務所で

料が必要）やIC カードリーダライタの

納税をお願いします。

購入など、事前準備が必要となります。

から 3 時30分まで

詳しくは、
e-Taxホームページ
（Shttp://

ところ＝役場東館3階・研修室

上での注意点などを説明します。

ださい。なお、Pay-easy対応のイン

www.e-tax.nta.go.jp）をご覧くださ

▼ ▼

▼


とき＝11月25日（水）午後 1 時30分

ターネットバンキング、またはATM

い。

※事前に郵送される年末調整・青色決

イ

ジ

ー

での納付も可能です
（領収証書が必要

対象＝個人青色申告者

算関係書類を必ず持参してください。

町内の小学生、中学生の皆さんから

相 談

応募いただいた税に関する作品につい

ださい）
。
納税には便利で安全な口座振替をご
利用ください。口座振替を希望する人
は口座を開設している金融機関で手続

て、次のとおり展示しますので、ぜひ
ご覧ください。
とき＝優秀作品展…11月3日
（火）
から

きをお願いします。

12日
（木）
、
16日
（月）
から29日
（日）
まで

※詳しくはホームページをご覧ください。

応 募全作品展…11月14日（土）から

豊田税務署から ☎ 0565（35）7777

女性に対する暴力をなくす運動
町民活動支援課 ☎
（32）
8022 N
（34）
4429

催し

15日
（日）まで
ところ＝優秀作品展…ジャスコ三好

▼


税を考える週間

店 2 階展示場、
応募全作品展…サンアート小ホール

女性に対する
暴力根絶のための
シンボルマーク

ホワイエ
東海税理士協会豊田支部が主催する

内閣府男女共同参画推進本部は、

無料税務相談会を次のとおり行います。 毎年11月12日から25日 ま での2週 間
予約はありませんので直接会場までお

を「女性に対する暴力をなくす運動」

越しください。

と位置付け、女性に対する暴力をな
くすための取り組みを強化しています。

日までを
「税を考える週間」
と定め、さ

10時から午後3時30分まで

この機会に普段の生活の中で、女性の

まざまな広報広聴活動を行っていま

ところ＝ジャスコ三好店2階展示場

人権について考えてみましょう。

化と税」
をテーマに、e-Tax のほか、国
税庁ホームページの
「確定申告書等作成
コーナー」
などの税に関する情報の提供
を行います。

▼


豊田税務署から ☎0565（35）7777

悩みごと相談を下記のとおり行ってい
ます。
相談日＝毎週月曜日、正午から午後

▼


イータックス

また三好町では、電話による女性の

【年末調整等説明会】

4時まで（祝日、年末年始を除く）

年末調整を正しく行うための事務手

相談専用電話＝☎（32）
9539

▼

今年度は昨年に引き続き
「IT化・国際

平成２１年分年末調整等説明会・
青色申告決算等説明会

平成21年11月１日

広報みよし

第959号 30

伝言板

す。

▼


とき＝11月7日
（土）
、8日
（日）
の午前

講座・教室

【無料税務相談会の開催】

国税庁では、毎年11月11日から17

募集

な場合は、金融機関などで納付してく

【税に関する作品展】

▼


ペ

相談

ビニエンスストア（納付書の納付金額

口座振替の人は預金残高をご確認く

案内

国税に関する各種手続きが自宅やオ

愛知県豊田加茂県税事務所から

▼

個人事業税第２期分の納期限

お知らせは裏表紙から

全国一斉「女性の人権ホット
ライン」強化週間

または直接

ホームページからダウンロード可）

そのほか＝お子さん同伴の場合、託

に必要事項を記入し、町民病院管
理課へ郵送（〒470-0224 三好町
大字 三 好 字 八 和 田山15）、 ま た は
直接

相談

夫やパートナーからの暴力、職場な
どにおけるセクシャル・ハラスメント
やストーカー行為といったさまざまな

児料
（傷害保険料）
として30円が必要

防災ボランティアコーディネー
ター養成講座の受講者
防災安全課 ☎（32）8046 N（32）2165

名古屋法務局人権擁護部から
☎ 052（952）8111（内線1470）

▼


案内

相 談

雇用願（町民病院で配布。町民病院

ファミリー・サポート・センター
会員募集と講習会

Shttp://www.town.aichi- miyoshi.lg.jp/bosai/

三好町ファミリー･サポート･センターから
アイモール・ジャスコ三好店内 ☎・N（34）2228

人権問題に関する相談に電話で応じま
す。相談内容の秘密は固く守られます
ので、一人で悩まず気軽にご相談くだ
さい。
大規模災害が発生した際に被災者の

での午前8時30分から午後7時まで

支援活動を円滑に行うため、町はボラ

（ただし、 1 5日
（日）
・21日
（土）
は午前

ンティア支援本部を開設します。この

▼


10時から午後5時まで）

ファミリー・サポート・センターは、

ボランティア支援本部は、被災者から

「子育ての手助けをしてほしい人（依頼

の支援依頼と支援活動をするボランテ

ラ イ ン☎0570（070）810（ 全 国 共

会員）」と「子育ての手助けをしてくれ

ィアとの調整役をするコーディネータ

通）

る人（援助会員）」が助け合いながら子

ーが必要になります。町ではボランテ

育て支援をする組織です。

ィア支援本部を運営する防災ボランテ

☎（33）3300 N（33）3308
S http：//www.hm3.aitai.ne.jp/~miyo-mhp/

平成21年度採用の非常勤
（パート）

おり、大規模災害時に被災者の支援に

を行います。
とき＝11月13日（金）午前 9 時30分

ご協力いただける皆さんを募集しま

から正午まで

す。
とき＝11月27日
（金）
、12月11日
（金）

▼

ところ＝学習交流センター
内容＝①入会説明②講義・テーマ「子
そせい

の2日間、 午前10時 か ら 午後4時 ま

どもの事故予防について」
「心肺蘇生

で

法について」
（依頼会員は入会説明の

ところ＝福祉センター 3 階大ホール

み）

対象＝町内在住、在勤、または在学
で2日間とも受講できる人

採用予定人員＝①薬剤師…1 人②看

生までの子どもを養育していて、育

定員＝抽選で30人（予定）

護師…4 人

児援助を受けたいと思う人、または

勤務日・勤務時間＝面談の上、決定

心身共に健康で育児の援助をしてく

▼

▼


受講料＝無料
申し込み＝11月16日
（月）
までに申込

れる 20 歳以上の人

書
（防災安全課で配布・防災安全課ホ

（月）
から9日
（月）
申し込み＝11月2日

ームページからダウンロード可）
を

許を有する人

までの平日、午前10時から午後5時

記入し、防災安全課へ郵送
（〒 470-

申し込み＝午前8時30分から午後5

までに、住所、氏名、年齢、電話番

0295 住所記入不要）
、ファクス、ま

時まで（土・日曜日、祝日を除く）に

号を明らかにしてセンターへ電話、

たは直接

（職種によって短時間勤務も可）
▼

応募資格＝薬剤師または看護師の免

▼

伝言板

▼ ▼ ▼

対象＝町内在住で 0 歳から小学 6 年

の職員を募集します。

▼


講座・教室

三好町民病院管理課

ィアコーディネーターの養成を進めて

▼ ▼

平成２1年度（随時）採用の三好
町民病院非常勤職員

会員になるための入会説明と講習会
▼


催し

募 集

▼ ▼


▼

相談専用電話＝ 女 性 の 人 権 ホ ッ ト
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▼

募集

とき＝11月15日
（日）
から21
（土）
ま

福祉課 ☎（32）8010 N（34）3388

生まれた人で、それぞれ薬剤師の免

、またはホームページ
（Shttp://www.

許、または看護師の免許を有する人

aihoi.ac.jp）

申し込み＝午前8時30分から午後5

▼

2102）
、
ファクス
（N 0533
（93）
6554）

時まで
（土・日曜日、祝日を除く）に

しします。ただし、教科書代、作業

申込書
（町民病院で配布。町民病院

者の人に技能を習得してもらい、就職

衣代、食費などは実費が必要です。

ホームページからダウンロード可）

や自立を促進し生活の安定を図ること

通校が困難な人は、寄宿舎に入寮可

に必要事項を記入し、町民病院管理

▼


そのほか＝訓練で必要な工具はお貸

愛知障害者職業能力開発校は障がい

を目的として、訓練生を募集します。
▼
 ▼


応募資格＝短期課程、義務教育修了
または、これと同等以上の学力を有

三好町民病院管理課

する人（障害者手帳を有し、症状が

☎（33）3300 N（33）3308

安定しており、訓練と集団生活が可

三好町民病院では、平成21年度中に

験、面接）
▼
 ▼


受験料・授業料＝無料

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）

▼
 ▼ ▼ ▼
  

▼
 ▼


合実務科は適正試験と運動機能試

催 し
小中学生夢の作品展
学校教育課 ☎
（32）
8026 N
（34）
4379

町内小中学校の児童生徒全員がつく

選考場所＝三好町民病院

りあげた夢と創造性にあふれる作品を

選考方法＝面接および適性検査

展示する、平成21年度三好町小中学生

採用予定人員＝①薬剤師…1人②看

夢の作品展を開催します。
とき＝11月14日
（土）
・15日
（日）
午前

護師…3 人

発校
（〒 441-1231愛知県豊川市一宮

採用時期＝面談の上、決定

9時から午後5時まで

応 募資格＝昭和26年4月2日以降に

ところ＝サンアート

▼

▼
 ▼


▼


問 い合わせ＝愛知障害者職業能力開
町上新切 33-14）
へ電話
（☎0533
（93）

情報システム科

パソコンを使った業務システムの運用と
保守に関する知識と技能を習得する

20人

OAビジネス科

事務一般に関する知識と技能を習得する

30人

ＣＡＤ設計科
（機械コース）

機械設計に関する基礎的知識と技能を習
得する

15人

ＣＡＤ設計科
（建築コース）

建設設計に関する基礎的知識と技能を習
得する

デザイン科
（Webコース）

ホームページ・Webコンテンツの作成に必
要な基礎的知識と技能を習得する

20人

デザイン科
（DTPコース）

企画デザイン、印刷、製本関連機械操作、
簡単なホームページ作成に必要な知識と
技能を習得する

10人

物流サービス作業、屋内外管理作業、基礎
会性を身に付ける

募集期間

11月2日（月）から
12月18日（金）まで

11月2日（月）から
11月27日（金）まで

募集人数

15人

15人

平成21年11月１日

選考日

平成22年1月16日
（土）
または
平成22年1月17日
（日）

伝言板

内容

講座・教室

訓練科目

催し

■愛知障害者職業能力開発訓練生募集科目一覧表

総合実務科
学科、体力作り、もの作りなど総合的な訓
（知的障がい者のみ） 練を通じて職業規律を学び、
作業習慣や社

募集

選 考方法＝一般教養試験と面接
（総

三好字八和田山15）、または直接

S http：//www.hm3.aitai.ne.jp/~miyo-mhp/

能な人）
入校日＝平成22年4月7日
（水）

課へ郵送
（〒 470-0224 三好町大字

相談

募集科目＝下表のとおり

（随時）
採用の三好
平成２１年度
町民病院常勤薬剤師看護師

案内

平成22年度愛知障害者職業
能力開発校訓練生

12月6日（日）

広報みよし

第959号 28

お知らせは裏表紙から

☎（32）2501 N（32）2610

13回あゆみ祭」
を開催いたします。
「あ

▼

▼


も可）

ール

定員＝30人（応募者多数の場合は抽

▼


内容＝講演「絵本はともだち」

選、ただし児童・生徒と保護者およ

対象＝町内在住・在勤で幼児を持つ

び協会賛助会員を優先）

保護者

参加費＝ 無 料

定員＝200人

申し込み＝12月1日（火）までに住所、

▼ ▼ ▼ ▼


援ご協力に深く感謝し、今年度も
「第

ところ＝サンアートレセプションホ

なかむら ま さ こ

講師＝児童文学者の中村柾 子さん

氏名、電話番号を明らかにし、協会

参加費＝ 無 料

へ電話、ファクス、電子メール、ま

託児＝30人程度
（傷害保険料として

たは直接

ゆみ会」を身近に感じていただけるよ

1人20円が必要。生後6カ 月 後 以 上

※児童・生徒のみの参加は可能ですが、

う、楽しいイベントをご用意し、お待

の児）申込多数の場合は抽選。結果

申し込みは保護者の人が行ってくださ

ちしております。

は電話または郵便で連絡

い。

所、氏名、電話番号、託児の有無、

ところ＝社会福祉法人あゆみ会しお

託児が必要な場合は子どもの名前、

みの丘
（西加茂郡三好町大字打越字

年齢、性別を明らかにして、教育

新池浦83番地7）

行政課へ電話、ファクス、または

内容＝フリーマーケットや屋台、喫

直接

▼


する手作り品やご家庭で不要となっ

財団法人三好町国際交流協会（MIA）

たリサイクル品を募集

学習交流センター内 ☎
（34）
9000 N（34）
9001

{miyo-in@hm.aitai.ne.jp

▼


問い合わせ＝社会福祉法人あゆみ会

講座・教室

ールで

いきいき子育て講演会
教育行政課 ☎（32）8028 N（34）4379

から午後3時まで
内容＝日進市内の介護施設（さんあ

わおよび愛 泉館）見学、介護者同士

子どもにも分かりやすいように、フ

の交流、介護に関する情報提供

ェアトレードのチョコレートを使っ

対象＝高齢者を自宅で介護している

あいせんかん

て世界を変える方法を学ぶ体験型学

家族

習です。

定員＝先着15人
参加費＝200円
申し込み・問い合わせ＝11月12日
（木）
までに特定非営利活動法人あいち

ら4時30分まで

NPO 市民ネットワークセンターへ

ところ＝学習交流センター201会議

住所、氏名、電話番号を明らかに

室

し て、 電話（ ☎ 090（4164）1606）、

▼

とき＝12月19日
（土）
午後1時30分か

▼

伝言板
27

とき＝11月18日
（水）
午前10時30分

援することができるフェアトレード。

トを試食します。

催します。託児も受け付けますので、

ロンを開催します。

い、のぞみ、グループホームあい

実際にフェアトレードのチョコレー

ニ ー ド

講師＝NIED 国際理解教育センター

▼


12月のいきいき子育て講演会を開

スできる時間を過ごせるように地域サ

買い物で途上国の人々の自立を支



まで電話、ファクス、または電子メ

日ごろの介護の疲れを癒し、リラック

▼


催し

そのほか＝フリーマーケットに出品

☎（32）8500 N（34）3388

高齢者を自宅で介護している家族が、

こどものための国際理解ワー
クショップ

ムなど、

地域包括支援センター 高齢福祉課内

▼

茶、抹茶、フォトカレンダー、ゲー

家族介護者交流会
「第８回地域サロン」

▼

▼


から午後1時30分まで

▼ ▼ ▼

▼


申し込み＝11月25日
（水）
までに、住

▼

募集

（土）
午前10時30分
とき＝11月14日

▼


相談

の地域の皆さん一人一人の温かいご支

対象＝小学生5年生以上
（大人の参加

▼

{ayumikai@hm2.aitai.ne.jp

社会福祉法人あゆみ会では、日ごろ

時30分まで

▼
 ▼

社会福祉法人あゆみ会から

トレードについて学ぶ

▼

第１３回あゆみ祭

内容＝チョコレートを題材にフェア

とき＝12月2日
（水）
午前10時から11

▼ ▼


案内

催 し

お気軽にご参加ください。

ひらの き

え

研究員の平野木惠さん

ま た は フ ァ クス（N（34）6772）ま
で

▼


申し込み＝予約は不要

ファミリーコンサート

☎（32）8500 N（34）3388

教育行政課 ☎（32）8028 N（34）4379

家族が認知症ではないかと気になっ

とき＝11月20日（金）午前10時から
11時まで
ところ＝三好丘交流センター

▼ ▼ ▼ ▼ ▼



ている人、認知症の家族を介護し疲れ
ている人はいませんか。三好町では、

対象＝未就園児とその保護者

に、社団法人「認知症の人と家族の会」

参加費＝30円（傷害保険料）

愛知県支部と協働して町内で家族の介

「ト
講師＝音楽ボランティアグループ

護に携わっている介護者と皆さんとの

ゥティー」
申し込み＝11月9日
（月）
から13日
（金）

▼

スターダスト・レビューが三好町にや

までの午前9時から午後5時までに

とき＝11月27日
（金）
午後1時30分か

けて町民先行発売を行います。スターダ

親子の氏名、年齢、行政区、電話番号

ら3時30分まで

スト・レビューを間近で鑑賞できる機会

を明らかにして、なかよし地区子育て

ところ＝役場東館3階301会議室

をお見逃しなく。

支援センターへ電話、または直接

と き＝平成22年2月21日（日）午後4

▼


▼

差し上げます
（無料）
＝剣道の防
具、顕微鏡

入場料＝5,000円
（全席指定）

豊田加茂歯科医師会から
☎ 0565（35）
8020 N 0565（34）
3394

▼


とき・ところ＝下表のとおり

時から午後2時までサンアート1階研

用スノーボード板・ウェア・くつ・
ゴーグル・グローブ

一般発売＝詳しくは12月1日号広報

譲ってください
（無料）
＝チャイ
ルドシート、高校の教科書、自

で紹介

登録期間＝3カ月間

▼
 ▼

ところ

内容

登 録方法＝譲ります
（有料）
、差

・

「あなたのようになりたい」
8020達成       
豊田市民文化会館 表彰祝賀会
・絵画・標語コンクール表彰式
小ホール
チャレンジ8020表彰式

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11月１日

広報みよし

第959号 26

伝言板

ハチマルニイマル

し上げます(無料）
、譲ってくだ

講座・教室

転車
（男の子用）

ペーハー

10:45～12:00

譲ってください
（有料）
＝子ども

人程度

・
 インフルエンザなんかこわくない！
（お口の清掃
・正しいうがいの仕方）
豊田市民文化会館
・
むし歯なんかこわくない！
B展示室
（フッ素のパワー）
11月8日
（日）
・歯がとけちゃうぞ！
10:00～14:00
※参加無料。参加賞 （飲料物のPHを測ってみよう）
・歯の展示物
あり。
・歯科相談
※歯科検診・フッ化物塗布は行いません

11月8日
（日）

冷蔵庫、小動物の飼育用ゲージ

修室にて窓口販売のみで、先着230

■歯・口の健康フェスティバル開催内容
とき

譲ります
（有料）
＝電 子 レ ン ジ、

催し

歯・口の健康フェスティバル

町民先行発売＝11月29日
（日）
午前10

▼


▼

申し込み＝当日会場へ直接

▼

家族を介護している人

▼


ところ＝サンアート大ホール

●リサイクル用品の登録●

▼


対象＝認知症の
（認知症と思われる）

▼
 ▼
 ▼

時30分開場

▼


②認知症介護の情報交換

▼

▼

▼ ▼


内容＝①認知症介護者同士の交流

募集

って来ます。チケットの一般発売に先駆

お気軽にご参加ください。

相談

定員＝抽選で50組

皆さんの悩みを一緒に考えていくため

交流会を開催します。介護中の人は、

なかよし地区子育て支援センターから
わかば保育園内 ☎
（34）
1250 N（34）
6790

▼


地域包括支援センター 高齢福祉課内

スターダスト・レビューコンサート
町民先行発売

案内

認知症介護家族交流会
「ひまわりの会」

お知らせは裏表紙から

後1時から2時30分まで、3部…午後

午前9時30分から11時30分まで

3時から4時30分まで

ところ＝①中京大学豊田キャンパス

ところ＝中京大学豊田キャンパステ
ニスコート

定員＝抽選でおよそ30人

対象＝成人男女で、各部で3回とも参
加できる人
（複数可）

※応募多数の場合は抽選

申 し込み＝11月10日（火）までに郵

内容＝各部、レベルに応じて段階的

▼


相談

参加費＝1,200円

▼


②愛知県緑化センター
対象＝両日参加できる成人男女

便番号、住所、氏名、年齢、性別、

に指導

電話番号、過去のウオーキング教室

参加費＝500円

への参加回数を明らかにして、中京
皆さんで楽しく調理実習をしながら、

▼


分から11時30分まで②11月28日
（土）

▼

前10時から11時30分まで、2部…午

▼
 ▼
 ▼ ▼


保健センター☎
（34）
5311 N
（34）
5969

とき ＝①11月21日（土）午前9時30

▼ ▼


60歳からの栄養・健康教室

日
（祝）
の3日間
（雨天中止）
、1 部 …午

▼

申し込み＝11月17日
（火）
までに住所、
氏名、年齢、性別、電話番号、希望

栄養・健康について考えてみませんか。

県豊田市貝津町床立101）へはがき、

時間帯、テニスの経験年数を明らか

とき＝11月26日
（木）
午前10時 から

電子メール、またはホームページの

にして、中京大学体育研究所へはが

（受付は午前9時40分から）
午後1時

申し込みフォームで
（Shttp://www.

き、電子メール、またはホームペ

chukyo-u.ac.jp/splab）
で

ージの申し込みフォーム（Shttp://

▼ ▼
 ▼

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

www.chukyo-u.ac.jp/splab）で

テコンド－講座

（男
対 象＝町内在住の60歳以上の人

なかよしクラブ事務局から

性、
または一人暮らしの人は年齢不問）

☎・N（34）1771 Shttp://www.geocities.

参加費＝250円
申 し込み＝11月19日
（木）
までに保

健センターへ電話、または直接

三好町民病院管理課
☎・N0565（46）1271

{taiken@sass.chukyo-u.ac.jp/

韓国武道で国際的なスポーツ
「テコ
ンドー」
で、一緒に運動しませんか。

ワーク・ライフ・バランス推進
セミナー
西三河県民事務所産業労働課から
☎0565（32）3381

仕事と子育てのバランスのとれた働

お気軽にご参加ください。

き方を考えるセミナーです。ぜひ、ご

とき＝毎週火曜日午後2時から3時まで

参加ください。

ところ＝総合体育館武道場

とき＝11月25日（水）午後2時から4

対象＝どなたでも可

時30分まで

参加費＝1回500円（別途、なかよし

ところ＝豊田産業文化センター4階

クラブ入会金とスポーツ安全保険料

大会議室

が必要です）

内容＝①講演「わたしのワーク・ライ

申し込み・問い合わせ ＝ なかよしク

フ・バランス」講師：トヨタ自動車株式

ラブ事務局
（三好中学校北校舎 2 階）へ

会社の御領陽子さん②事例発表
「ワ

電話、または直接

ーク・ライフ・バランスと当社の取

▼


講座・教室

中京大学ノルディックウオーキ
ング教室

jp/nakayoshi_c2004/

▼
 ▼ ▼ ▼


▼ ▼ ▼

催し

定員＝抽選で20人

三好中学校内

▼


まで

▼


▼

募集

大学体育研究所
（〒470-0393愛知

▼


案内

講座・教室

体験しませんか。

ごりょう よ う こ

たかおか

中京大学体育研究所から
☎N0565（46）1271

キング「ノルディックウオーキング」を
25

とき＝12月12日
（土）
、13日
（日）
、23

▼


フィンランド生まれの次世代ウオー

{taiken@sass.chukyo-u.ac.jp

会社、豊田信用金庫
定員＝抽選で100人

▼ ▼ ▼

 

伝言板

中京大学テニス教室

り組み」発表団体：アイシン高丘株式

参加費＝無料

申し込み・問い合わせ＝西三河県民事
務所産業労働課へ電話で

再就職の準備に役立つセミナーです。

精神保健福祉家族教室

▼

とき＝11月27日（金）午前10時から

●ハワイアンフラサークル会員募集

正午まで

内容＝ワークシートを使った自己分析

ところ＝サンヴィッツ宝栄
（三好町大

ます。

字明知字宝108-4）

定員＝先着20人

内容＝生演奏によるハワイアンフラ

▼


対象＝再就職を希望する人
参加費＝無料

ダンスのレッスンも行います

申し込み＝財団法人21世紀職業財団

定員＝女性のみ15人

愛知事務所の電話、またはファクスで
そのほか＝託児あり（1歳以上で小

▼


を深めるための医師の講話を開催し

▼


の毎週火曜日

▼ ▼ ▼
 ▼ ▼

ター（豊田産業文化センター2階）

学校就学前の児、先着8人）まで

相談

病気や家族の対応について、理解

とき＝11月10日
（火）
から12月8日
（火）

▼


▼


ところ＝とよた男女共同参画セン

▼
 ▼ ▼

☎ 0566（21）4778 N 0566（25）1470

案内

伝言板

ぜひご参加ください。

衣浦東部保健所健康支援課から

参加費＝3,000円(全5回分）
わ

だ じょうこ

申し込み＝担当の和 田嬢 子さん（☎
090-4793-5336）まで電話

▼


とき＝11月25日
（水）
午後2時から3

▼

ところ＝三好町保健センター2階運
内容＝「病気の理解と家族の関わり

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。

方について」～地域でよりよく暮ら

【三好さんさんスポーツクラブ
「スナッグゴルフ体験」
】

ころもがはら

かとう

▼


講師＝衣ヶ原病院精神科医師の加藤
豊文さん
とうごうしっちょうしょう

▼

対象＝統合失調症などの精神疾患の

ある人の家族
▼ ▼



申し込み＝当日会場へ直接

問い合わせ＝衣浦東部保健所健康支

再就職準備セミナー

講座・教室

援課へ電話で

催し

とよふみ

スナッグゴルフを通してゴルフの基本
やマナーを学びませんか。9月のフェス
ティバルでは、総合体育館でパット体験
が行われました。
明越会館前の芝生、または緑と花のセ
ンターふれあい広場で体験できます。
とき＝毎週木曜日午後3時30分から午
後5時、第1、3土 曜 日 午前9時から 午
前11時まで
参加費＝無料
※親子または子どもだけでも参加できま
す。

▼

していくため～

▼

▼


動指導室

財団法人21世紀職業財団愛知事務所から
☎ 052（586）7222 N 052（586）7225

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」

時30分まで

【三好さんさんスポーツクラブ「ソフトバレーボール教室」
】

出産・育児・介護などで退職し、将来

【三好さんさんスポーツクラブ事務局】 明越会館内 ☎・N（34）
3621

的に再就職を希望する人を対象にした
平成21年11月１日

広報みよし

第959号 24

伝言板

▼▼▼


▼


ソフトバレーボールは初心者の人も、経験者もレベルに合わせて楽し
むことができるレクリエーションスポーツです。一緒に楽しみませんか。
とき＝金曜日午後7時から午後8時30分
（月3回、
詳しくはさんさんスポーツ
クラブまで）
ところ＝南中学校体育館
対象＝どなたでも可
会費
（入会金2,000円、講座参加費3,500円）
※保険料は別途必要

＊町内の外国人登録者数/町全体人口に占める割合：1,747人／3.0％
（10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 （32）8048
Consultas com intérprete em português.
Dias de atendimento=Todas as terça e sexta-feira (2 vezes por semana).
Distribuição de senhas=das 13:00hrs ás 15:30hrs.
Atendimento=das 13:00hrs ás 16:00hrs.

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

じょせい

たい

ぼうりょく

うんどう

女性に対する暴力をなくす運動
（日本語の記事は30ページ参照）

CAMPANHA PELO FIM DA
VIOLÊNCIA CONTRA AS
MULHERES
Setor de Apoio as Atividades Civis
Tel (32)8022 Fax (34)4429
A sede que promove a participação
com igualdade entre homens e
mulheres no gabinete governamental
promove a campanha anualmente
de 2 semanas entre 12 à 25
de novembro de violência
contra mulheres, crime sexual,
prostituição, assédio sexual e
stalker (perseguição) . Estas
atitudes de violência em relação as
mulheres é imperdoável pois viola
os direitos humanos da mulher.
No município de Miyoshi vem sendo
realizado consultas por telefone em
relação aos problemas femeninos
Dias de consultas＝todas as
segundas feiras das 12:00h às
16:00h (exceto feriados e feriados
de final e início de ano)
Telefone próprio para consulta = Tel
(32)9539

Violence against female
opposition movement
Citizens' Activity Support Division
Tel（32）8022 Fax（34）4429
The Cabinet Office of Promoting
Gender Equality institute the 2
weeks from November 12th to 25th

Violence against female opposition
weeks . Violence, sexual offence,
sex-work, sexual harassment,
stalking, and other violence
against female, are blatant humanrights violation to female, so it is
unforgivable crime. We should take
this chance to think about humanrights of female in common lives.
Moreover, the telephone consultation
about female trouble is being accepted
in Miyoshi.
Counsel date＝every Monday, from
noon till 4:00 pm (Holidays, yearend through New Year holidays)
Counsel telephone＝Tel
（32）
9539
あき

か さ い よ ぼ う う ん ど う

秋の火災予防運動

（日本語の記事は31ページ参照）

CONSULTAS DE MEDIAÇÃO
DE ASSUNTOS CIVIS

Setor de Segurança e Prevenção
contra Acidentes
Tel (32)8046 Fax (32)2165
Durante sete dias, de 9 à 15 de
novembro será realizado em todo
território nacional a Campanha
de Prevenção contra Incêndios
através de único slogan Fique
de olho sem pressa aos focos de
fogos até que se apaguem . A maior
causa de incêndios são devidos aos
descuidos. Tenha maior cautela
aos focos de fogoss para garantir
a sua preciosa vida e bens. Desde
junho de 2008 vem sendo obrigados
as instalações de dispositivos de
alarmes de incêndios em todas

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

as residências. Para aqueles
que ainda não instalaram tomem
providências imediatas. Além disso
durante a campanha os Corpos de
Bombeiros estarão fazendo rondas
no município com transmissão
esclarecendo sobre acidentes.

Fire prevention movement
in Fall
Disaster Prevention and
Security Division
Tel
（32）
8046 Fax
（32）
2165
The 7 days between November 9th
and 15th will be the national fire
prevention week, with the motto
Until it is put out, take time,
keeping an eye on the fire .
Carelessness courses most fires.
We should beware to protect the
precious lives and properties from
the fire. It is made obligatory to set
fire alarm at home since June 2008.
Homes haven t had it set yet should
have it done as soon as possible.
During the period, it will be
cultivation broadcasting of disaster
prevention and firemen will patrol
around in Miyoshi.

PHONE
11 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）
……………………………
中央図書館
（9:00～17:00）
……………………………
月(祝日を除く)・24日（火）
・26日（木） ☎(34)3311
月(祝日を除く)・24日（火） ☎(34)5000
歴史民俗資料館…………………………………………
（9:00～16:30）

（火曜日～土曜日9:00～21:00、日9:00～17:00）･月・☎(34)3131
総合体育館
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

23

11 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）


スタート時刻
9:15
9:20

1 小学生男子

10:00

9:30

2 小学生男子

9：50

3 小学生女子

10:00

マラ
 ソ
 ン


平成 年新春みよし市マラソン駅伝大会を開催します

ジョギング

部
種目
ふれあい
ジョギング
チャレンジ
ジョギング

距離

参加資格・スタート区分
5歳以上で健康な人
1.8km
※2組に分かれてスタート
3.0km 小学生以上で3kmを25分以内で完走できる人
小学生男子
（1～3年生） ※3部と同時スタート
1.8km

22

小学生男子
（4～6年生） ※4部と同時スタート
小学生女子
（1～3年生） ※1部と同時スタート

4 小学生女子

9：50

5 中学生男子

10:10

小学生女子
（4～6年生） ※2部と同時スタート

6 中学生女子

10:20

7 一般男子A

10:10

8 一般男子B

10:10

40歳以上の男性

9 一般女子

10:20

中学生以下を除く女性

10 一般フリー

10:30

中学生男子

※7部・8部と同時スタート

中学生女子

※9部と同時スタート

（中学生以下を除く）
5.4km 39歳以下の男性
※5部・8部と同時スタート
※5部・7部と同時スタート
※6部と同時スタート

10.0km 10kmを70分以内で完走できる男女
（中学生以下除く）

●1.8kmコース

陸上競技場スタート⇒三好池本堤防⇒陸上競技場ゴール

●3.0kmコース

陸上競技場スタート⇒三好池周回道路（カヌーセンター折り返し）⇒三好池本堤防⇒陸上競技場ゴール

●5.4kmコース

陸上競技場スタート⇒三好池周回道路（約1周）
⇒陸上競技場ゴール

●10.0kmコース

陸上競技場スタート⇒三好池周回道路（約2周）
⇒陸上競技場ゴール
1 地区対抗一般
町（市）
内在住で中学生以下を除く6人

2 地区対抗中学

駅 伝

町（市）
内在住の中学生6人
各部ともチームに女性
10:20
18.6km 中学生以上6人
※（町）
市内在住・在勤、
または在学の人 を 2 人以上含むこと
3 一般フリー
が1人以上参加すること。
ただし、
中学
生・高校生のみで構成するチームは除く
●区間距離／1区
（3.4km）
・2区（3.7km）
・3区（4.0km）
・4区
（1.3km）
・5区
（1.6km）
・6区
（4.6km）
●駅伝基準タイム
（基準タイムをオーバーした時点で繰り上げスタートとする）
第1中継点（スタート20分後）
・第2中継点（スタート40分後）
・第3中継点
（スタート60分後）
・
第4中継点（スタート70分後）
・第5中継点（スタート80分後）

編 集
編編
 後
 記


▼先日︑新聞でチンパンジーは別

たとえ何も見返りがなくても手助

︶６０３０

広報みよし

のチンパンジーから要求されれば︑

▼問い合わせ＝スポーツ課

けする実験結果が発表されたとい

32

︵


う記事を読みました︒わたしの３

人の娘も︑今のところ何も見返り

平成21年11月１日

34

☎
︵ ︶
８０２７

年新春みよ

22

﹁早春のみよしを駆け抜けろ！﹂をキャッ

チフレーズに開催する︑平成

も近いのでは⁝︒困っている人が

いれば︑たとえ見返りがなくても

助けるべきだと頭では分かってい

ても︑ついつい計算高くなってし

まうのが人の常︒チンパンジーの

行動を見習いたいものです︒︵瀧︶

▼三好カントリー倶楽部で行われ

た プ ロ ゴ ル フ 大 会﹁ コ カ・コー ラ

東海クラシック﹂を取材しました︒

話題の石川遼選手が出場し︑しか

も優勝したとあって日本中が注目︒

多数のメディアに︑﹁三好﹂の名前

が何度も紹介され︑全国に流れま

した︒ＰＲ効果大で︑町としては

願ったりかなったりです︒取材後︑

ゴルフの練習で︑石川選手のプレ

ーをまねて自分のスイングを見失

い︑大スランプに⁝︒あの時の集

中力をゴルフではなく広報の原稿

作りに生かしたいものです︒︵森︶

を求めず︑素直に従ってくれます

40

し市マラソン駅伝大会の参加者を募集しま

31

が︑いずれ見返りを求めてくる日

40

す︒自分の走力に合った種目で︑気持ちの

０ 22

いい汗を流しませんか︒

４

▼とき＝平成 年１月 日 日( 午)前８時
分から午後 時 分まで︵雨天決行︶

12

▼ところ＝三好公園陸上競技場︑三好池周
辺道路および市内一般道路

▼競技区分＝上表のとおり
▼参加費＝次のとおり

①ジ
 ョギング・マラソンの部
一般⁝１︑５００円

中学生以下⁝５００円

４

②駅伝の部

11

１チーム⁝９︑０００円

▼申し
 込み＝ 月 日︵ 水 ︶か ら 月 日
︵金︶までに︑申し込み用の郵便振替用紙

︵ 総 合 体 育 館︑ 役 場 教 育 行 政 課︑ サ ン ネ

ッ ト で 配 布 ︶に 必 要 事 項 を 記 入 し︑ 参 加

費を添えて総合体育館内スポーツ課︑ま

たは郵便局へ直接︒ただし︑地区対抗駅

伝は各行政区で取りまとめて申し込み

1

※ 当 日 は 通 行 規 制 を 実 施 し ま す︒︵ 詳 細 は

広報１月 日号に掲載予定︶

※スタート時間は予定時刻です。

第959号 22

