2009.12.1

こちらからお読みください

▲

お知らせ版

年末年始の粗大ごみ収集は
早めの予約にご協力をお願いします
年末の粗大ごみ収集は、12月25日（金）が最終日です。年末年始は粗大ごみ収集の受け
22年1月15日（金）からです。
▼

受付期限＝収集日（毎週金曜日）の 1 週間前まで
年末：12月25日（金）収集分…12月18日（金）まで
年始：平成22年1 月15日（金）収集分…平成22年 1 月 8 日（金）まで

▼

受付時間＝平日の午前 9 時から午後 5 時まで（年末年始は12月29日から平成22年1月
3 日まで休み）

※受け付けできる件数には限りがあります。申し込みが集中した場合には、期限前でも
受け付けを締め切り、収集を翌週以降に変更することがありますのでご了承ください。
予約先＝三好町粗大ごみ受付センター（10120-344-530）

▼ ▼

Hot Line 広報みよし 平成21年12月１日号 №961

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/

付けが集中しますので、早めの予約をお願いします。年始の粗大ごみの収集は、平成

問い合わせ＝環境課 ☎（32）8018 N（32）2585

※年末年始のごみ収集に関しては23ぺージをご覧ください。
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）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 12月 7 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

●グリーン・クリーンふじの丘
（豊田市

利用資源以外は有料）

藤岡飯野町大川ケ原 1161-89）

持ち物＝町内在住であることが証明

▼


▼


ないごみ、再利用資源、粗大ごみ（再

できるもの（運転免許証など）

 ①年末…12月30日（火）まで

環境課 ☎（32）8018 N（32）2585

※

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

を搬入する場合は、役場環境課で利

相談

年末年始のごみ収集指定日は、各行政

で

に一般廃棄物を乗せて申請に来てく

ず収集日当日の午前8時30分までに、指

■各地区の年末年始ごみ収集の日程表

定のごみ袋で集積場所に出してください。

地区名

▼


各地区の年末年始のごみ収集日程＝

募集

自で処理場へ搬入してください。
【自己搬入受け入れ先】
●リサイクルステーションみよし
（ト
ヨタ生協メグリア三好店駐車場内、グリ
ーンステーション三好西側駐車場内）
▼


搬入期限＝次のとおり

催し

 ①年末…12月28日
（月）
まで
②年始…平成22年1月4日（月）から
▼


搬入時間＝午前10時から午後5時ま
で

▼


搬入できるもの＝再利用資源
（詳し

講座・教室

くは広報みよし毎月15日号の
「ごみ
収集の日」
、または環境課ホームペ

なかよし1

なかよし2

郷町大字諸輪字百々 51-23）
▼

搬入期限＝次のとおり
①年末…12月30日
（火）
まで
②年始…平成22年1月4日
（月）
から

▼


伝言板

搬入時間＝月曜日から金曜日まで…
午前8時30分から正午までと午後1
時から4時30分まで
土曜日（燃やすごみ・再利用資源のみ）

…午前8時30分から11時30分まで
※日曜日は搬入できません。
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最終12月 29日（火）

みなよし

利用資源（再利用資源以外は有料）

30日（水）

23日（水） 25日
（金）

6日（水）

13日（水） 15日
（金）

17日（木）

24日（木） 25日
（金）

7日（木）

14日（木） 15日
（金）

最終12月 29日（火）

30日（水）

16日（水） 25日
（金）

開始1月 5日（火）

13日（水）

6日（水） 15日
（金）

最終12月 30日（水）

東山・好住・上ケ池 開始1月 6日
（水）
明知上・明知下・
打越・山伏

搬入できるもの＝燃えないごみ・再

再利用資源
燃やすごみ 燃えないごみ
※粗大ごみ
（びん・かん）

新屋・西一色・福田・
平池・三好上の一部
（スペクトル三好） 開始1月 5日
（火）

最終12月 29日（火）

30日（水）

23日（水） 25日
（金）

莇生・福谷・黒笹・ひ
ばりケ丘・あみだ堂 開始1月 5日
（火）

6日（水）

13日（水） 15日
（金）

きたよし2

30日（水）

16日（水） 25日
（金）

13日（水）

6日（水） 15日
（金）

最終12月 29日（火）

30日（水）

23日（水） 25日
（金）

三好丘緑・三好丘桜 開始1月 5日
（火）

6日（水）

13日（水） 15日
（金）

最終12月 28日（月）

29日（火）

22日（火） 25日
（金）

開始1月 4日（月）

5日（火）

12日（火） 15日
（金）

最終12月 28日（月）

18日（金）

25日（金） 25日
（金）

開始1月 4日（月）

15日（金）

8日（金） 15日
（金）

最終12月 29日（火）

30日（水）

16日（水） 25日
（金）

開始1月 5日（火）

13日（水）

6日（水） 15日
（金）

最終12月 29日（火）

17日（木）

24日（木） 25日
（金）

開始1月 5日（火）

7日（木）

14日（木） 15日
（金）

きたよし1

最終12月 28日（月）

三好丘・三好丘旭・
三好丘あおば・黒笹
（月）
の一部（第3地区） 開始1月 4日

ージをご覧ください。
）
●尾三衛生組合東郷美化センター
（東

搬入時間＝午前8時30分から4時ま

てください。その際に、環境課で廃

年末年始はごみの量が多いため、必

※指定日以外でごみを出す場合は、各

※土・日曜日と祝日はお休みです。

用許可申請書を記入してから搬入し

区ごとに異なりますのでご注意ください。 棄物を確認をしますので、搬入車両

右表のとおり

②年始…平成22年1月4日（月）から
▼


chominseikatsu/kankyo.html.

事業所から廃棄された一般廃棄物

搬入期限＝次のとおり

▼


年末年始のごみ出し

ださい。

▼


案内

案 内

搬入できるもの＝燃やすごみ、燃え

きたよし3

三好上
三好下
高嶺
中島

※粗大ごみの受付期限は、収集日の1週間前までとなっています。

い切り、火の気のない風通しの良い場

利用できる手続き＝①個人住民税…

▼


所で穴を空けて、ガスを抜いてから出

ができます。

してください。

環境課 ☎（32）8018 N（32）2585

給与支払報告、特別徴収に係る給与

中身の入っているもので使い切れな

所得者異動届出、特別徴収義務者の

い場合は専門の処理業者へ依頼してく

所在地・名称変更届出など

ださい。

②法人町民税…中間申告、予定申告、
確定申告、法人設立設置届出、法人

エルタックス
（地方税電子申告
システム）
の利用開始

異動届出など
告、増加資産・減少資産申告、修正申
告
申し込み・利用方法＝エルタックスの

▼


10月28日（水）に燃えないごみの収集
中、ごみ収集車の荷台から出火、火災

利用についての詳細は社団法人地方

事故が発生しました。

税電子化協議会のエルタックスのホ

中身が残ったまま、スプレー缶やカ

ームページ（S http://www.eltax.
jp）
を参照

ごみとして出しますと、爆発や火災の

男女共同参画川柳入賞作品

平成22年1月4日からみよし市では

ステーションみよし（トヨタ生協メグ

町民活動支援課 ☎（32）8025 N（32）2165

エルタックス
（地方税電子申告システ
ム）
がご利用いただけます。

男女共同参画社会の実現に向けた川

エルタックスとは、地方税の申告や

ステーション三好西側駐車場内）
へ出

申請・届け出の手続きを、インターネ

してください。

ットを利用して行うことができるシス

柳を募集したところ、798人の人から
1,108点の応募をいただきました。
審査の結果、以下の6点が入賞され

テムです。

いていなくても回収しています。

ました。三好町の男女共同参画社会の

これにより事業所や自宅からインタ
ーネットで地方税の手続きを行うこと

ＰＲに広く活用していきます。
入賞作品＝下表のとおり

▼


燃えないごみに出す場合は、必ず使

催し

リア三好店駐車場内、またはグリーン

リサイクルステーションでは穴が開

募集

セットコンロ用ガスボンベをそのまま

中身を使い切ったあと、リサイクル

相談

③固定資産税
（償却資産）
…全資産申

税務課 ☎（32）8003 N（32）2585

原因となります。

案内

使用後のスプレー缶、
カセット
コンロ用ガスボンベの出し方

■

男女共同参画川柳入賞作品

最優秀賞

作品
「わたしやる」 それが参画
レジ袋
つくろうよ
永遠の
分担し
参画は

持って夫は

絆をちかう
疲れ半分

男女をつなぐ

玉田

いいみよし
参画だ

笑顔2倍
まほうの輪

彩織さん
（北中学校2年）

はまうえ

濱上

主婦の顔

男女みんなで
きずな

第一歩

さおり

こじま

り さ

小島

理沙さん（三好中学校3年）

ながさか

永坂
ふくた

福田
みかみ

三上

かつこ

勝子さん
（一般）

ゆうか

優果さん（南中学校1年）

ゆいの

唯乃さん（三好丘中学校3年）
ゆうき

祐葵君（三好丘中学校3年）

平成21年12月１日

広報みよし

第961号 22

伝言板

優秀賞

応募者氏名
たまだ

講座・教室

区分

お知らせは裏表紙から

固定資産の状況調査
税務課 ☎（32）8003 N（32）2585

でに電話連絡の上、履歴書を持参し

定員＝各50人程度

て豊田税務署総務課へ直接

持ち物＝無料クーポン券、バスタオ
ル
（乳がん検診を受ける人のみ）、健
康手帳
（持っている人のみ）

防災安全課 ☎（32）8046 N（32）2165

ンターへ電話または直接

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

▼


民生委員・児童委員の委嘱

福祉課 ☎（32）8010 N（34）3388
み ず の つね

平成21年中に、家屋を取り壊した人や
取り壊し予定の人
（いずれも一部取り
か お く めっしつ

chominkyodo/bosai.html.



民生委員・児童委員として、水 野恒
かず

和さん
（中島行政区）が厚生労働大臣か
ら新たに委嘱されました。民生委員・

をお願いします。また土地や家屋の利

児童委員は、地域住民の実情を把握し、

用方法を変更した場合も税務課までご

生活困窮者や児童などの保護・指導が

連絡ください。固定資産の所有者が死

主な仕事です。三好町には現在65人

三好町では福谷地内に交通防犯活動や

亡した場合、その法定相続人の皆さん

の民生委員・児童委員がおり、地域福

防犯パトロール隊の拠点施設として平成

は相続が確定するまでの間、納税など

祉増進のための自主的な活動を行って

22年3月末までに
「
（仮称）
三好町安心ス

に関する書類を受領する代表者
（1人）

います。

テーション」
を設置します。みなさんに

募 集

定届」
の提出をお願いします。
▼

用紙配布および提出先＝税務課窓口
ド可）

保健センター ☎（34）5311 N（34）5969

豊田税務署総務課から
7777
（自動音声案内
「2」
より）
☎ 0565（35）

は在学の人（小学生以上）
結果発表＝採用の人には事前に通知
し、平成22年1月下旬に名称発表後、
ホームページで発表
応募方法＝12月1日
（火）
から12月28

日
（月）
までに①名称②名称の選定理

31日
（水）
までの月曜日から金曜日ま

由③住所④氏名⑤年齢⑥職業
（在勤・

で
（土・日曜日、祝日を除く）

在学の人は勤務先、または学校名）

勤務時間＝午前9時から午後3時30分

⑦電話番号を明らかにして、防災安

まで
（休憩1時間、勤務時間は相談可）

全課まで郵送
（〒470-0295
（住所不要）

勤務場所＝豊田税務署
（豊田市常盤

三好町役場防災安全課）
、ファクス、

町1－105－3）

ホ ームページ上の申し込みフォーム、

業務内容＝税務事務補助（書類整理、

または直接

▼
▼

データ入力など）

※郵送による応募は12月28日の消印
有効。また採用の人には、賞状と副

とき＝平成22年1月19日
（火）
、2月16

卒業見込みの人も可）

賞として図書カード1万円分をお送

日
（火）
、子宮頸がん検診…9時15分か

定員＝40人程度

りします。
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▼

▼

対象＝18歳から45歳までの人（高校

は無料がん検診を受けてみませんか。
▼


伝言板

がんを早期に発見するために、まず

応募資格＝三好町在住、在勤、また

勤務期間＝平成22年1月中旬から3月

▼

講座・教室

けい

子宮頸がん検診・乳がん検診

豊田税務署アルバイト

▼

（税務課ホームページからダウンロー

愛され親しみやすい名称を募集します。
▼

催し

を 指 定 し て い た だく
「相続人代表者指

うきがい

▼

募集

壊しを含む）
は
「家屋滅失申告書」
の提出

▼


相談

定資産の状況を毎年調査しています。

「
（仮称）
三好町安心ステーショ
ン」
の名称

申し込み＝12月8日（火）から保健セ

年1月1日現在の土地や家屋などの資産
町では、課税を適切に行うために、固

申し込み＝平成22年1月29日
（金）
ま

対象＝無料クーポン券対象年齢の人

soshiki/chominseikatsu/zeimu.html.

の所有者に対して課税されます。三好

▼ ▼ ▼

ところ＝保健センター

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

固定資産税および都市計画税は、毎

選考方法＝面接申し込み後（随時）
賃金＝時給890円
（交通費別途支給）

時まで
▼
 ▼ ▼ ▼
 

案内

案 内

ら10時まで、乳がん検診…9時から11

務局まで電話、ファクス、または電

す。 緑に触れ、 楽しみながら園芸技術

子メールで

を学んでみませんか。
▼

とき＝12月12日
（土）
午前9時から正

催 し

午まで
▼

ところ＝三好公園（三好池カヌーセ

☎（34）1234 N
（34）5799

スターダスト・レビューコンサート
(一般発売)

内容＝あじさいの植え付けや枝切り
などの維持管理方法の講習と実技
お お の みつ

講師＝樹木医会愛知県支部の大野光
よし

な か た みつひろ

義さん、中田光弘さん

テレビやラジ

対象＝どなたでも可

▼ ▼ ▼

オでお馴染みの

定員＝30人程度

スターダスト・レ

申し込み＝12月10日（木）までにみ

ビューがみよし
市にやって来ま

どりの推進課へ電話、ファクス、ま

日（日）
まで、保田ケ池センター駐車場

す。チケットの

たは電子メールで

にて開催する
「イルミネーションライ

一般発売を行い

ティング」に合わせて、ご家庭で飾り

ます。スターダスト・レビューを間近で

付けをしているイルミネーションを対

鑑賞できるこの機会をお見逃しなく。

長賞2点、青年部長賞3点

▼

譲ります
（有料）＝電子レンジ、

▼

▼

犬用ゲージ
（中型）
冷蔵庫、小動物の飼育用ゲー

ところ＝サンアート大ホール

ジ

入場料＝5,000円
（全席指定）

譲ってください
（有料）
＝子ども

から①サンアート受付、②サンネッ

ーグル・グローブ、三好文化幼稚

審査方法＝応募いただいた写真をも

ト受付、③チケットぴあ受付(Pコー

園の制服一式、ワープロ

とに書類審査を行い、書類審査で選

ド…339-285）

譲ってください
（無料）
＝自転車

▼

登録期間＝3カ月間

部ホームページにて発表し、 後日表

みどりの推進課 ☎
（32）
8024 N
8024
（34）

彰

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

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・

▼

申し込み＝12月7日
（月）
まで
（必着）
に

住所・電話番号・商品名とその詳

、応募用紙
（商工会青年部事務局で配

細情報（品質状態、購入年月日

Shttp://www.miyoshi-scs.jpからダ

へ 電話(☎（32）8018）、 ま た は

ウンロード可）
に2L版サイズ
（127㎜

直接

×
 178㎜）
の写真3枚以内を添えて商

交渉の流れ＝①広報みよしに

▼

など）を明らかにして、環境課

商品名を掲載②希望者は環境

工会青年部事務局へ郵送
（〒470-0224
三好町大字三好字大慈山2-11）、

三好町ではあいち森と緑づくり事業を
平成 21 年度より実施しています。その

aichiskr.or.jp）
で

事業の一環として、あじさいの植え付

問い合わせ＝三好町商工会青年部事

けと維持管理方法の勉強会を開催しま

▼

または電子メール
（{m i y o s h i＠

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12月１日

広報みよし

第961号 20

伝言板

布、または商工会青年部ホームページ

講座・教室

発表＝12月下旬、三好町商工会青年

（男の子用）

あじさい勉強会

▼
 ▼

▼

ばれたものを直接現地で審査

▼

用スノーボード板・ウェア・靴・ゴ

イルミネーション

▼

一般発売＝12月20日（日）午前10時

催し

対象＝町内の個人の住居・庭・店舗の

差 し上げます
（無料）
＝顕微鏡、

▼

▼

表彰内容＝グランプリ1点、商工会

時30分開場、5時開演
▼ ▼
 ▼

テスト」
を行います。

とき＝平成22年2月21日
（日）
午後4

●リサイクル用品の登録●

募集

11月29日
（日）
から平成22年1月31

象に「クリスマスイルミネーションコン

相談

教育行政課 ☎（32）8028 N（34）4379

ンター周辺）
▼

保田ケ池センター内

▼

三好町商工会青年部事務局から

案内

クリスマスイルミネーション
コンテスト

お知らせは裏表紙から

トヨタ自動車株式会社企業ＰＲ部から

ている人、認知症の家族の介護で疲れ
ている人はいませんか。
三好町では、皆さんの悩みを一緒に
考えていくために
「社団法人認知症の
人と家族の会」愛知県支部と協働して
町内で家族の介護に携わっている介護

▼


内容＝下表のとおり

講座・教室
あのねっとクラブ

▼


を対象にした遊びのクラブです。わく

ところ＝役場東館 3 階 301 会議室

■トヨタ会館クリスマスイベントの内容

▼ ▼
 

募集

あのねっとクラブは子どもと保護者

催し

▼


イベント

▼

どもの年齢・電話番号を明らかにして、
愛知県児童総合センターに電話で

とき

ジグソーパズルに挑戦するクイズラリー
9:30 ～ 17:00

クリスマス
プレゼント配布

小学生以下子どものみ
①9:30 ～ 11:00、②12:00 ～ 13:30、③14:30～15:30、
④16:00～17:00

トヨタパートナーロボットによるクリスマスメドレーの演奏（1回
トヨタパートナ の演奏時間はおよそ5分）
ーロボット演奏
①9:50 ②10:50 ③11:50 ④13:20 ⑤14:20 ⑥15:20
（7 回）
⑦16:30

入場料＝1,000円
（全席自由、3歳未
満は無料）
チケット販売＝12月1日
（火）
から教

▼

伝言板

▼ ▼

申し込み＝12月15日
（火）
から平成

クイズラリー

▼


講座・教室

ところ＝サンアート小ホール

ター入館料300円が必要）

①
「ほっとハーモニー」
による楽器演奏…12:00 ～ 12:45
②
「レインボー」
によるオカリナ演奏…15:30 ～ 16:00

劇公演を行います。多くの皆さんのお

後1時30分開場、2時開演

参加費＝無料（ただし児童総合セン

コンサート

教育行政課内 ☎（32）8028 N（34）4379

開場、6時30分開演。2月7日
（日）
午

定員＝15組
（応募多数の場合は抽選）

ものづくり体験

三好演劇文化実行委員会演劇
公演ミュージカル

とき＝平成22年2月6日
（土）
午後6時

目はお父さんも参加できる人に限ります。

ボランティアサークルによるリースや門松、ペットボトル工作な
どのものづくり体験
※リースと門松づくりには抽選券が必要
①10:00 ～ 12:00（9:30 ～ 10:00 抽選券配布）
②13:00 ～ 15:00（12;00 ～ 12;30 抽選券配布）

申し込み＝当日、会場へ直接

越しを心待ちにしています。

※4回連続の講座に参加できる人で3回

大道芸人パフォ バルーンショー…①10:00 ～ 10:30、②11:00 ～ 11:30
ーマンスショー ジャグリングショー…③13:30 ～ 14:00、④14:30 ～ 15:00

家族を介護している人

一般公募で集まった劇団員による演

まれ）の児とその親

22年1月7日
（木）
までに住所・氏名・子

から 3 時30分まで

三好演劇文化推進実行委員会から

▼


対象＝
（平成19年2月から19年7月生

介護中の人は気軽にご参加ください。

対象＝認知症の
（認知症と思われる）

（長久手町大字熊張字茨ケ廻間乙 1533-

町 1）
、駐車場840台あり

☎ 0561（63）1110

②認知症介護に関する情報交換

ところ＝愛知県児童総合センター
1愛・地球博記念公園内）

者と皆さんとの交流会を開催します。

内容＝①認知症介護者同士の交流

30分から正午まで

と ころ＝トヨタ会館
（豊田市トヨタ

愛知県児童総合センターから

とき＝12月25日（金）午後 1 時30分

20日（土）、 24日（水）の午前の10時

▼


相談

家族が認知症ではないかと気になっ

から午後5時まで

とき＝平成22年2月3日
（水）
、
10日
（水）
、

▼ ▼
 

☎（32）8500 N（34）3388

とき＝12月19日
（土）
午前9時30分

▼


地域包括支援センター 高齢福祉課内

☎ 0565（29）3355 N 0565（23）5712

▼


認知症介護家族交流会
「ひまわりの会」

で楽しく遊びませんか。

▼


トヨタ会館クリスマスイベント

わくするような感覚遊びを中心に親子

▼


案内

催 し

サンネット受付にて販売

育行政課、中央公民館、サンアート、
19

チャイルドシートの必要性などを学ぶイベント
トヨタ・チャイル 10:30 ～ 12:00
ドセーフティ講
※事前予約制
（12 月 4 日までにトヨタ会館まで電話、またはファ
習会
クス）

▼


対象＝どなたでも可

ところ＝黒笹公民館ホール

参加費＝1回1,200円（材料費込み）

いきいき健康塾

申し込み・問い合わせ＝開催日の前々日

地域包括支援センター 高齢福祉課内
☎（32）8500 N（34）3388

までにノルウェーローズマリング、 ド
イツバイエルンマーレライのペイン
ふじもと ゆ

き

こ

（☎・N
ティング講師の藤本由紀子さん

代の仲間と一緒に健康づくりをしませ

4099）
に電話、またはファクスで
（36）

んか。気軽にご参加ください。
▼


とき＝①平成22年1月12日
（火）
午後1

●エアロマザーズ会員募集

▼ ▼


内容＝①食生活から介護予防を考

参加費＝月額2,000円
申し込み＝会場へ直接（活動日のみ）
問い合わせ＝エアロマザーズまで電
co.jp）

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。

募集

える②高齢者のための健康づくり～

定員＝先着20人

総合型地域スポーツクラブで
「笑顔づくり・仲間づくり」

2月22日
（月）
午後1時30分から3時30分
ところ＝役場西館4階402会議室

対象＝女性（お子さん連れも可）

子メール
（{aeromothers@yahoo.

見学・無料体験
（1回のみ）
もできます。

時30分から3時30分まで、②平成22年

内容＝エアロビクス

【なかよしクラブ
「水泳教室」
】

み ず の りゅういち

②柔道整復師の水野隆市さん
▼


対象＝町内在住のおおむね65歳以上
の人でなるべく2回とも参加できる人
受講料＝無料
持ち物＝動きやすい服装と靴
申し込み＝12月18日
（金）
までに電
話、または高齢福祉課へ直接

●トールペイント体験レッスン開催

とき＝毎週土曜日①午前9時から10時まで、②午前10時から11時まで
ところ＝三好スイミングアカデミープール（三好字天王 26-3）
内容＝水慣れから25ｍクロー
ル・背泳ぎ完泳を目標に、楽し
く水泳上達を目指す
参加費＝17,500円
（別途スポーツ
保険料は600円、入会金は1,000

円が必要）
申し込み＝平日
（月曜日と祝日
を除く）の午後1時から5時まで、

講座・教室

伝言板

ています。専門のコーチによる指導なので安心して楽しく習えます。

催し

▼ ▼ ▼ ▼


定員＝抽選で30人程度

現在、1教室およそ60名の小中学生がレベル別のコースに分かれて受講し
▼ ▼ ▼
  

▼


講師＝①管理栄養士の平井恵子さん

▼


ひ ら い けい こ

▼


転倒を防ぐために～

相談

いつまでも元気でいられるよう同年

▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼
 

10 時から11時まで

▼ ▼ ▼ ▼
 

ところ＝三好丘桜集会所

案内

講座・教室

とき＝毎週月曜日と金曜日の午前

日
（水）
の午前10時から正午まで

土・日曜日の午前9時から正午、
午後1時 から5時 ま で に な か よ
しクラブ事務局へ直接
※料金などの詳細はホームページ、
または事務局にお問合せ下さい。
【受講者の声】
いとうあやな

伝言板

伊藤綾南ちゃん
（三好丘小学校3年）
「泳ぐのは気持ちがよくて、とても
家具や日用品にアクリル絵の具でペイ
ントするトールペイント。クリスマス用
にインテリアアクセサリーを作ります。

楽しいです」
【なかよしクラブ事務局】 三好中学校北校舎2階 ☎・N（34）
1771
Shttp://www.geocities.jp/nakayoshi_c2004/index.htm

▼


とき＝12月8日
（火）
、11日
（金）
、16
平成21年12月１日

広報みよし

第961号 18

＊町内の外国人登録者数/町全体人口に占める割合：1,720人／3.0％
（11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

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

住民課 ☎（32）8012 N（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.

フレンドシップ継承
交付金対象事業

ねんまつねんし

そ だ い

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

しゅうしゅう

年末年始の粗大ごみ収集

（日本語の記事は裏表紙を参照）

COLETA DE LIXO DE
GRANDE PORTE NO
FINAL E INÍCIO DE ANO
Setor de Meio Ambiente
Tel (32)8018 Fax (32)2585
25 de dezembro (sexta) será o
último dia da coleta de lixos de
grande porte no final do ano.
Pedimos para que antecipem suas
reservas, pois nesta época são
comuns os congestionamentos.
A recolha no ano novo terá início
a partir de 15 de janeiro de 2010
(sexta).
Periodo para solicitação=A solicitação
para a recolha do lixo de grande
porte no final de ano será até 18
de janeiro (sexta) e no início de
ano a partir de 8 de janeiro
Horário de atendimento=De segundas
às sextas feiras das 9:00h
às 17:00h (exceto sábados,
domingos, feriados e de 29 de
dexembro (seg) à 3 de janeiro de
2009 (sexta) )
Local de recepção=Centro de lixos
de grande porte Miyoshi (free dial
0120（344）530)
※Haverá limite no volume a
serem aceitos.Excedendo o nº de
solicitações, poderá ter a data
de encerramento antecipada,
portanto pedimos a vossa
compreensão.

Collection of Bulky waste
during the year change
period
Environment Division
Tel(32)8018 Fax(32)2585
The bulky waste collection period
will be closed on 25th December.
Making an earlier reservation is
recommended, as receptions will
gather. The collection will be start
on 15th Jan 2010.
Reception period= For collection
on 25th Dec,by 18th Dec. For
collection on 15th Jan,by 8th Jan.
Office Hours=9:00〜17:00, Monday〜
Friday (Excludes Saturdays, Sundays,
public holidays, and the period
between 29th Dec and 3nd Jan)
Office=Bulky Waste Reception
Center Miyoshi
(Free phone 0120-344-530)
※The application is limited in
number, in case there are too many,
there is a chance applications cannot
be made even before the deadline.
かいさい

みよし市成人式の開催
（日本語の記事は16ページを参照）

CERIMÔNIA DE MAIORIDADE
Setor de Administração Escolar
Tel (32)8028 Fax (34)4379
No dia 10 de janeiro de 2010 com
início às 10:00h no Hall maior do

Sunart será realizada a Cerimônia
de Maioridade Miyoshi 2010 (a
recepção terá início às 9:20h.
Público alvo = Aos que nasceram
entre 2 de abril de 1989 á 1 de
abril de 1990
Inscrição = Será enviado até o dia
5 de dezembro (sexta), aviso as
pessoas que completam a
maioridade, mas caso não receber
o comunicado ou não possuir o
registro no município de Miyoshi,
mas desejam participá-los,
inscrevam-se até o dia 12 de
dezembro (sexta) no Setor de
Administração Escolar.

Notice of Coming-of-age
ceremony
Education Administration Division
Tel(32)8028 Fax(34)4379
The 2010 Coming-of-age
ceremony will be hold at Sunart
Hall, 10:00 a.m. on 10th Jan,
2010 (reception begins at 9:20
a.m.).
Object= People born between 2nd
Apr 1989 and 1st Apr 1990.
Application= In case you don t get
the invitation, or you want to
attend, but haven t done the
resident registration in Miyoshi yet,
please request form Education
Administration Division by 5th
Dec (Fri).

PHONE
施設名
12 月の休館日
電話番号
施設名
12 月の休館日
電話番号
（8:30～16:00）
…………………………
三好町役場
（8:30～17:15）
……………………………
土・日・祝・29 日（火）～ ☎(32)2111 三好町民病院
土・日・祝・29 日（火）～ ☎(33)3300
（8:30～17:15）
…………………………
サンネット
（10:00～19:00）
…………………………
土・日・祝・29 日（火）～ ☎(34)5311
火・30日（水）～31 ☎(33)4150 保健センター
（8:30～17:15）
…………………………
サンアート
（9:00～21:00）
……………………………
月（祝日を除く）･29日（火）～31 ☎(32)2000 福祉センター
土・日・祝・29 日（火）～ ☎(34)1588
（8:30～17:15）…
 土・日・祝・29
………………………
日（火）～ ☎(34)1988
中央公民館
（9:00～21:00）
……………………………
月（祝日を除く）･29日（火）～31 ☎(32)2162 生きがいセンター「太陽の家」
（9:00～17:00）…………………………
中央図書館 ………………………………………………
月（祝日を除く）・17日（木）･29日（火）～ ☎(34)3311 さんさんの郷
月 ･29 日（火）～ 31 ☎(34)6111
学習交流センター（8:30～17:15）……………………………
（9:00～17:00）
土・日・祝・29 日（火）～ ☎(33)3441
歴史民俗資料館 …………………………………………
月（祝日を除く）･29日（火）～31 ☎(34)5000 （ただし、三好町国際交流協会は日・月・祝・29日（火）～31日（木））
勤労青少年ホーム………………………………………
（9:00～16:30）
月 ･29 日（火）～ 31 ☎(32)3044
総合体育館 ………………………………………………
月 ･29 日（火）～ 31 ☎(34)3131 （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）
…………………………
（火曜日～土曜日9:00～21:00、日9:00～17:00）
月 ･29 日（火）～ 31 ☎(34)3370
月 ･29 日（火）～ 31 ☎(32)8558 きたよし地区公園管理事務所…………………………
月 ･29 日（火）～ 31 ☎(36)8625
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 …………………
月 ･29 日（火）～ 31 ☎(34)6641 （受付9:00～17:00）
学校給食センター（8:30～17:15）…………………………
土・日・祝・29日（火）～31 ☎(32)0100
（8:30～17:15）

※各施設の年末年始の休館日は、広報12月15日号でお知らせします。
17

大人への第一歩︑門出を祝う

▼問い合わせ＝教育行政課 ☎︵ ︶８０２８
４３７９
︵ ︶

編 集
 後
 記


▼今年も残すところ１カ月︒ 月

は忘年会やクリスマスなどでお酒

を飲む機会が多くなります︒無理

をして体調を崩し︑せっかくの正

月を寝床の中でということのない

ようにしたいもの︒わたしも以前︑

会場にお越しいただき︑受け付けを済ませてか

中で過ごした苦い経験があります︒

年末に風邪をひいて正月を布団の

対象の新成人の皆さんには案内状を発送し

これからだんだんと寒くなります

※案内状が届かない人や三好町に住民登録のな

賀状を印刷しています︒機械的で

あて名と短いコメントだけは︑相

月

でに①住所︵郵便番号︶
・新成人氏名︵ふりがな︶
・

いるわけではありませんが⁝︵
︒竹︶

月４日以降に届くことを想定して

っています︒出すのが遅れて︑１

始まる自分の新住所を書こうと思

住所︒年賀状には﹁みよし市﹂から

出します︒市になると変わるのが

みよし市として新たな一歩を踏み

１月４日には︑いよいよ市制施行︒

手のことを思いながら自分で書く

することができませんのでご注意ください︒

事前申し込みのない人は︑成人式当日に参加

してください︒

ス︑電子メール︑または直接参加の申し込みを

︵〒４７０ー０２９５住所不要︶︑電話︑ファク

ち ら か ︶を 明 ら か に し て ︑ 教 育 行 政 課 へ 郵送

④ 案 内 状 の 送 付先︵新成人住 所か 家 族 住 所 の ど

性別・生 年 月日・電 話 番号 ② 家 族 の 住所︵ 郵 便 番

11

ように心掛けています︒年が明け

12

号︶
・世 帯 主 氏 名・電 話 番号 ③ 住 ん で い た 行 政 区

い人で参加を希望する場合は︑

味気ない感じがするので︑せめて

▼毎年自宅のパソコンを使って年

うがい︑手洗いも忘れずに︒︵正︶

お試しあれ︒とはいえ︑帰宅後の

邪をひきにくくなるとか︒一度︑

にさらすことで肌が強くなり︑風

が︑少々寒い季節でも素肌を外気

らご入場ください︒

年４月１

10

２

▼案内状の発送＝ 月４日︵金︶
までに発送

▼対象＝平成元年４月２日から平成
日までに生まれた人

時から

ますので︑必要事項を記入して返信してく
ださい︒

10

▼ところ＝サンアート大ホール

20 22

第961号 16

広報みよし

12

ださい︒不参加の場合もその旨返信してく

また︑当日は大変混雑しますので︑お早めに

kyouiku@town.aichi-miyoshi.lg.jp

32

年みよし市成人式を開催 し ま す︒

22

▼とき
 ＝平成 年１月 日 日( 午)前
︵午前９時 分受付開始︶

平成

N
34

日︵金︶ま

12

平成21年12月１日

平成 年みよし市成人式を開催します
22

