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お知らせ版

い

こちらからお読みください

い

生き活き農業塾を開催します

▼
▼ ▼
▼ ▼▼ ▼
▼

Hot Line 広報みよし 平成22年3月１日号 №967

発行・みよし市／編集・秘書広報課 電話0561（32）
2111（代）
〒470-0295愛知県みよし市三好町小坂50番地
ホームページ S http://www.city.aichi-miyoshi.lg.jp/

農業を始めてみたい、または生きがいにしたいという皆さんを対象に、実習体験
を通じて、農業技術を習得するための講座を開催します。
とき＝4月17日から7月24日までの土曜日、 午前9時から（開塾日は毎月1回、
そのほかは作業相談日）
ところ＝みよし市打越町山ノ間地内の畑
（国道153号打越インター北側）
内容＝ナス、トマトの栽培
（変更の場合あり）
、収穫した野菜は受講生が持ち帰り
可
対象＝市内在住、または在勤の人
定員＝先着15人
受講料＝5,000円
（種子・肥料・農薬代含む）
申し込み＝3月5日
（金）
から19日
（金）
まで
（土・日曜日を除く）
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
（明知町西ノ口84-3）
へ直接
問い合わせ＝ＪＡあいち豊田三好営農センター ☎
（32）
1006 N
（34）
6667

市政番組を放送中

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〜金曜日放送
初回放送 17:45 以降8回程度リピート放送
※みよし市ホームページで、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。
S http://www.city.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）
市長ホットライン 4月5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

案内

案 内

２５年ぶりに年間交通死亡事故ゼロを達成
防災安全課 ☎
（32）
8046 N
（32）
2165

昨年1年間、みよし市（旧三好町）
内での交通死亡事故が0件であった
ため、みよし市安全なまちづくり推
進協議会に対し、愛知県警察本部長
から感謝状が贈られました。
今後も交通ルールを守り、交通事
故の無い、安全で住み良いまちづく
りにご協力お願いします。

みよし市障がい者自立支援
協議会全体会の傍聴
福祉課 ☎（32）8010 N（34）3388

「障がいがあってもなくても普通に
した
「みよし市障がい者自立支援協議
会」
の全体会を開催します。
▼

とき＝3月18日
（木）
午後1時30分か
ら（午後1時から受け付け）

ひんこう

ます。ご理解、ご協力をよろしくお願

である②心身ともに健康で、品 行

いします。

方正である③保護者が市内に1年以

ほうせい

【火の用心 7 つのポイント】

上在住である④ほかの団体からの奨

①家の周りに燃えやすいものを置かな

定員＝先着20人程度

い②寝たばこや、たばこの投げ捨てを

※平成22年度から高校生で授業料の

申し込み＝当日、会場へ直接

しない③天ぷらを揚げるときは、その

免除を受けている人も奨学金支給の対

場を離れない④風が強いときは、たき

象となります。

防災安全課 ☎
（32）
8046 N
（32）
2165

火をしない⑤子どもにマッチやライタ
ーで遊ばせない⑥電気器具は正しく使

大学生…月額8,000円

い、たこ足配線をしない⑦ストーブに

申し込み＝3月31日（水）までに申請

は燃えやすいものを近づけない

書（教育行政課で配布）に必要事項を

催し

民生委員・児童委員の委嘱
ふじの み

民生委員・児童委員として、藤 野美
つ

こ

津子さん
（三好丘旭）が厚生労働大臣か
ら新たに委嘱されました。
民生委員・児童委員は、地域住民の

農政商工課 ☎
（32）
8015 N
（34）
4189

大規模小売店舗立地法に基づく届け
出がありましたので、その内容を縦覧
します。
縦覧期間＝5月26日（水）までの午前

実情を把握し、生活困窮者や児童など

の元 にらめっ子」
。火災の原因のほと

の保護・指導が主な仕事です。みよし

8時30分から午後5時15分まで
（土・

んどは不注意によるものです。大切な

市には現在65人の民生委員・児童委員

日曜日、祝日は除く）

生命や財産を守るため、火の元には十

がおり、地域福祉増進のため自主的な

ところ＝農政商工課

分注意しましょう。

活動を行っています。

現在、すべての一般住宅に住宅用火
災警報器の設置が義務化されています。

教育行政課 ☎
（32）
8028 N
（34）
4379

▼ ▼

大規模小売店舗の名称＝三好町ショ
ッピングセンター
（アイモール・ジャ
スコ三好店）
届出内容＝①大規模小売店舗の所在

支給期間＝ 4 月から学校卒業まで

地②大規模小売店舗を設置する者の

対象＝高等学校、大学に在学、また

住所および代表者の氏名③大規模小

な訪問販売には十分ご注意ください。

は 4 月に入学予定の人

売店舗において小売業を行う者の氏

また期間中、消防団による防火ＰＲ放

応募資格＝次のすべてに該当する人

名または名称および住所並びに法人

①成績優秀で、経済的に修学が困難

にあっては代表者の氏名

願いします。
なお、消防署員の名前を語った悪質

送や市内巡回などを行う予定をしてい
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▼ ▼

伝言板

まだ設置が済んでいない人は設置をお

平成２２年度みよし市奨学金制度

▼

統一標語は、
「消えるまで ゆっくり火

▼

講座・教室

火災予防運動が全国で展開されます。

記入し、教育行政課へ直接

大規模小売店舗立地法に基づく縦覧

福祉課 ☎（32）8010 N（34）3388

3月1日から7日までの1週間、春の

支給額＝高校生…月額6,000円、

▼

春の火災予防運動

学金を受けていない

▼

▼ ▼ ▼

募集

ところ＝市役所東館 3 階研修室

▼

相談

暮らせる地域づくり」を目指して設置

し市民病院

写真 2 枚(縦 3 cm×横 2.5cm、上半
身脱帽正面向き、 撮影から 3 カ月以

募 集

保健センター ☎
（34）
5311 N（34）
5969

内のもの)を添えて、収納課に直接、
または郵送（〒470-0295住所不要。
申込期限内必着）で

みよし市納税推進員

みよし市ウオーキング協会の会員

収納課 ☎
（32）
8051 N
（32）
2585

みよし市ウオーキング協会事務局から

勤務時間＝週 5 日、午前 8 時30分か

総合体育館内 ☎（32）8027 N（34）6030

▼

納税推進員を募集します。

協会の事業推進にご支援、ご協力い

日のみ 4 時間）、1カ月の勤務時間は

ただける会員を下記期間内、募集しま

144時間

す。ウオーキングを通して気軽に健康

内容＝市税未納者（国民健康保険税

づくり、仲間づくりをしましょう。

▼

センターで、子宮頸がん検診や乳がん

ら午後 9 時までの時間帯で 8 時間（1

対象＝市内在住、在勤、または在学

負担金の払い戻しがあります。まだ申

納分の税の徴収を行う

で協会の趣旨に賛同する人

請をしていない人はお急ぎください。

対象＝日本国籍のある昭和17年4月 2

会費＝年額500円

日から昭和40年 4 月 1 日までに生まれ

対象＝平成21年9月に子宮頸がん検

た人で、地方税などに滞納がなく、平

（土）まで（月曜日を除く）に申込書

診または乳がん検診の無料クーポン

日の夜間や土・日曜日、祝日にも勤務

（総合体育館で配付）に必要事項を記

券を配布された人のうち、平成21年

ができ、次のすべてに該当する人

入し、事務局へ直接

4月1日から9月30日までに市内実施

①地方公務員法第16条のすべての規

そのほか＝会員には協会主催の事業

診助成金支給申請書」
（保健センターで

の自動車損害保険に加入している

配布。ホームページ（Shttp://www.

自家用自動車を使用して訪問業務

city.aichi-miyoshi.lg.jp/hoken̲c/s̲ku-

ができる
⑤身元を保証する人がいる

料クーポン券、検診票、領収書、申請

募集人員＝1人

者の振込先の口座番号が分かるもの、

▼ ▼

からダウンロード可）に対象となる無

賃金＝基本月額 161,280円（徴収金
額などに応じ能率報酬を加算）

へ直接または郵送（〒 470-0224 三好

委嘱期間＝委嘱の日から平成23年3

町陣取山 54 番地）で

▼

印鑑（認め印）を持参して保健センター

月31日まで（勤務成績などにより継

間に合わない恐れがあります。なるべ

選考方法＝書類および面接（面接日

▼

市内実施医療機関＝子宮頸がん検診

は応募者に文書で通知）
申し込み＝3月15日（月）まで（土・日

▼

く直接お越しください。

▼

続勤務可）

…たなかマタニティクリニック、花

曜日を除く）の午前 8 時30分から午

レディースクリニック、森脇レディ

後 5 時15分までに、応募用紙（収納

ースクリニック。乳がん検診…みよ

課で配布）に必要事項を記入し、顔

平成22年３月１日

広報みよし

第967号
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伝言板

※郵送での申請に不備があると期限に

差し上げます
（無料）
＝石油ファ
ンヒーター、電子オルガン
譲ります（有料）＝ ま こ と 第 二 幼
稚園の制服など一式、三好スイミ
ングアカデミーのＴシャツ、ガ
スファンヒーター（都市ガス用）
登録期間＝3カ月間
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、住所・
氏名・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

講座・教室

④高校卒業程度の学力がある

●リサイクル用品の登録●
▼

③普通自動車運転免許を持ち、任意

▼

申請方法＝「子宮頸がん及び乳がん検

▼

②官公庁の税金などの滞納がない

催し

を受け、自己負担金を支払った人

ponnkennsinn/jyoseikupontop.html）

▼

の割引や各種行事の案内を送付

▼ ▼

定に該当しない

申し込み＝3月9日
（火）
から4月3日

▼

▼ ▼

申請期限＝平成22年3月31日まで

募集

▼ ▼

▼

を含む）宅を訪問し、納付指導と未
▼

検診を受けた下記の対象者には、自己

医療機関または保健センターで検診

相談

市内のがん検診実施医療機関や保健

案内

女性特有のがん検診
（無料クー
ポン）
の自己負担金の払い戻し

お知らせは裏表紙から

※年齢・国籍は問いませんが、日本語
が分かる人が優先になります。また勤
務日や勤務時間、賃金、保険などの詳

臨時職員

細は業種によって異なります。

みどりの推進課 ☎（32）8024 N（34）4189
スポーツ課 ☎（32）8027 N（34）6030

みよし市審議会委員

相談

都市計画課 ☎(32)8021 N(34)4429
環境課 ☎(32)8018 N(32)2585

内容＝下表のとおり
申し込み＝3月19日（金）必着で、そ
れ ぞ れ 下 記 申 し 込 み 先へ郵送
（〒
470-0295 住所不要 ）、 フ ァ ク ス、
電子メール、または直接
そのほか＝募集人数に満たない場合
でも、選考基準に達していない場合
は採用しない

■

広く市民の皆さんの意見を審議に取
みよし市審議会委員の募集内容

す。
▼ ▼

案内

募 集

り入れるため、審議会委員を募集しま

▼

保険加入。書類提出の後に面接あり

附属機関名 みよし市都市計画審議会
任期

国内の急激な経済情勢の悪化により、

募集

非正規労働者など雇用環境は非常に厳
しい状況になっています。これを受け
みよし市では、緊急雇用創出事業とし
て下記のとおり臨時職員を募集します。
▼ ▼

内容・人数・期間など＝下表のとおり

対象＝離職を余儀なくされた非正規労
働者または中高年齢者などの失業者

▼

催し

必要書類＝失業していることを証明
できるもの
（離職証明書や廃業届な
ど）
、普通自動車免許証、申込書
（み
どりの推進課・スポーツ課で配布）

▼

申し込み＝3月15日（月）から23日（火）

講座・教室

までの午前8時30分から正午まで、
および午後1時から5時までに申込
書に必要事項を記入し、都市公園作
業員はみどりの推進課
（土・日曜日、
祝日を除く）、運動施設作業員は総
合体育館内スポーツ課
（月曜日を除
く）
へ直接
▼

そのほか＝作業服の貸与あり。社会

伝言板

■臨時職員募集
募集内容
都市公園作業員…公園施設の
点検、整備、清掃など
運動施設作業員…運動施設の
点検、整備、清掃など
21

平成22年4月1日から平成24年3月31日までの2年間
道路や公園、緑地などの都市施設や地区計画など市が定める都市計画に
審議内容 関する事項を、市長の諮問などに応じて調査・審議し、答申する。
※会議は年4回程度で1回当たりおよそ2時間
① 都市計画に関心のある人
② 市内在住で満20歳以上の人
応募資格 ③ 平日昼間に開催する審議会に出席できる人
④ 国家公務員および地方公務員でない人
⑤ みよし市
（旧三好町）
都市計画審議会委員の経験がない人
募集人員 2 人
選考方法 書類
（申込書、レポート）
による選考
①申込書
（様式自由）
に住所、氏名、電話番号、職業、生年月日、志望理由（簡
潔に記入）
、地域活動経験などの自己アピールを記入②レポート
（1,000
提出書類
字程度、テーマ
「わたしの考える
『住み続けたいまちみよし』
とは」）
※申込書およびレポートは返却しません。
申し込み先・ 都市計画課 ☎ (32)8021 N(34)4429
問い合わせ {toshi̲k@city.aichi-miyoshi.lg.jp
附属機関名 みよし市環境審議会
任期

委嘱の日から平成24年3月31日まで
環境の保全、環境美化、環境衛生について、市長の諮問などに応じて調査・
審議内容
審議し、答申する。※会議は年3回程度で1回当たりおよそ1時間30分
① 環境について関心のある人
② 市内在住で満20歳以上の人
応募資格 ③ 平日昼間に開催する審議会に出席できる人
④ 国家公務員および地方公務員でない人
⑤ みよし市
（旧三好町）
環境審議会委員の経験がない人
募集人員 3 人
選考方法 書類
（申込書、レポート）
による選考
①申込書
（様式自由）
に住所、氏名、電話番号、職業、生年月日、環境関
提出書類 係の審議委員の経験の有無を記入②レポート
（1,000 字程度、テーマ「わ
たしが望むみよしの環境」
）
※申込書およびレポートは返却しません。
申し込み先・ 環境課 ☎ (32)8018 N(32)2585
問い合わせ {kankyo@city.aichi-miyoshi.lg.jp

募集人数

雇用期間・勤務時間

各2人

4月1日から9月30日まで（土・日曜日、第2・第
4金曜日を除く）の午前8時30分から午後5時
15分までの中で契約する時間
4月1日から9月30日まで（日・月曜日、第2・第
4土曜日を除く）の午前8時30分から午後5時
15分までの中で契約する時間

賃金

申し込み

時給1,139円 みどりの推進課
※65歳以上
の作業員は時 総合体育館内
給1,025円
スポーツ課

この猿投古陶の復元にチャレンジし

申し込み＝3月13日（土）までに総合

とき＝3月20日（土）午後2時から4時
まで
ところ＝サンアートレセプションホ
対象＝どなたでも可

▼

とき＝3 月19日（金）午後1時30分か

市長杯テニス大会

とき＝ 4 月11日（日）午前 9 時から

▼

参加費＝500円（当日）

（予備日25日）

あかふだいち

刑務所作業製品「赤札市」

ところ＝三好公園テニスコート

名古屋刑務所作業部門から
☎（36）2260 N（36）3452

種目＝男子・女子ダブルス
試合方法＝1セットマッチ
対象＝市内在住、在勤、または在学

ら 3 時30分まで

の人、およびテニス協会会員

内容＝認知症介護者同士の交流、認

参加費＝ 1 組2,000円。平成22年度

▼

▼ ▼

ところ＝市役所東館 3 階301会議室

協会会費 1人500円（登録者を除く）

対象＝認知症の
（認知症と思われる）

申し込み＝3月24日（水）までに総合

▼

▼

知症介護の情報交換

▼

申し込み＝当日、会場へ直接
どのある製品を訳あり製品として、通
常価格より値下げして提供します。
とき＝3月12日（金）午後1時から4時
まで、13日（土）午前9時から午後4
時まで、14日（日）午前9時から午後

料館では、その長久手の戦いに関する

ばりケ丘1-1）庁舎前駐車場

講座を開催します。

▼ ▼

▼ ▼

ところ＝中央公民館講義室

インドアソフトテニス大会

内容＝テーマ「長久手の戦いについ

みよし市ソフトテニス連盟から

て」

冨岡勝男さん ☎・N（34）
0444

講師＝愛知大学教授の山田邦明さん

とみおかかつお

とき＝中学生の部… 3 月20日（土）、
一般の部…3月21日(日）、 午前 9 時

や ま だ くにあき

▼ ▼ ▼

時代にかけて国内最高の陶器生産地で

3時まで

▼

はおよそ1,000基、奈良時代から鎌倉

とき＝3月7日（日）午後1時30分から

▼

▼

と こ ろ ＝名古屋刑務所（みよし市ひ

参加費＝無料
申し込み＝当日会場へ直接

平成22年３月１日
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伝言板

猿投山の西南に点在する
「猿投古窯」
群

近年、事実上の天下分け目の戦いと
して注目されている長久手の戦い。資

そのほか＝駐車場500台あり

置し、およそ200基の古窯があります。

歴史民俗資料館 ☎（34）5000 N（34）5150

3時まで

内容＝刑務所作業製品の展示即売

みよし市は、猿投古窯群の中心に位

歴史講座

講座・教室

みよし猿投古窯研究会から
まきうち の り お
（36）
4599
牧内則雄代表 ☎・N

講座・教室

刑務所作業製品の在庫品や一部傷な

▼

さなげこよう

催し

体育館（月曜日を除く）へ直接

家族を介護している人

猿投古窯の魅力を語る
おおいしのりよし
「大石訓義氏講演会」

募集

開催します。気軽にご参加ください。

体育館（月曜日を除く）へ直接

みよし市テニス協会から
ながやまいえひさ
（34）
2598
長山家久会長 ☎・N

▼ ▼

は、皆さんの悩みを一緒に考えていこ

介護に携わっている皆さんの交流会を

▼ ▼

古窯」
の魅力をお話いただきます。

▼

一般の部… 1 人1,000円

ール

愛知県支部と協働して、市内で家族の

参加費＝中学生の部… 1 人200円、

ている陶芸家、大石訓義 さ んに
「猿投

れている人はいませんか。みよし市で
うと「社団法人認知症の人と家族の会」

ナメント戦（予定）
▼

ことが分かっています。

内容＝予選はリーグ戦、決勝はトー

▼ ▼ ▼ ▼

ている人や、認知症の家族の介護で疲

の中でも窯跡が最も多く存在していた

相談

家族が認知症ではないかと気になっ

ところ＝総合体育館アリーナ

▼

地域包括支援センター 高齢福祉課内
☎
（32）
8500 N
（34）
3388

官窯でした。みよし市内には、古窯群

▼

認知症介護家族交流会
「ひまわりの会」

から（受付は午前 8 時30分から）

案内

催 し

あり、須 恵器から灰 釉陶 器を生んだ

＊市内の外国人登録者数/市全体人口に占める割合：1,691人 ／ 2.9％
（2月1日現在）
ご つうやく

がいこくじんそうだん

しみんか

ポルトガル語通訳による外国人相談

市民課 ☎（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.
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︒

AIC
H

お知らせは裏表紙から

がいこくごじょうほう

外国語情報ひろば
MIA

フレンドシップ継承
交付金対象事業

りんじしょくいん

ぼしゅう

臨時職員の募集

（日本語の記事は21ページ参照）

RECRUTAMENTO DE
FUNCIONÁRIOS TEMPORÁRIOS
Setor de Promoção do Verde
Tel (32)8024 Fax (34)4189
Setor de Esportes
Tel (32)8027 Fax (34)6030
①Funcionários para Parques
Urbanos
Nº de funcionários recrutados=2
pessoas
Conteúdo do serviço=patrulha nas
instalações, vistoria, manutenção
assim como limpezas
Período de contrato e Carga horária=1
de abril(quinta) à 30 de
setembro(quinta) com folgas às
segundas e quartas sextas feiras do
mês num total de 9 dias a cada 2
semanas(carga horária de 8 horas
por dia)
②Funcionários em Parques
Esportivos
Nº de funcionários recrutados=2 pessoas
Conteúdo do Serviço=patrulha nas
instalações do Parque Esportivo,
vistoria, manutenção assim como
limpezas e capinar nas instalações
públicas esportivas
Período de contrato e Carga horária=1
de abril(quinta) à 30 de
setembro(quinta) com folgas aos
segundos e quartos sábados do mês
num total de 9 dias de trabalho a
cada 2 semanas. Carga horária de 8
horas por dia
①,② Igual
Salário=￥1,139 a hora
Para funcionários acima de 65 anos
￥1,025 a hora
Público alvo ao recrutamento=
funcionários não regulares
que perderam o emprego e

desempregados com idades médias
e avançadas
※Não há restrição de idades ou
nacionalidades, mas daremos
preferência aos que entendem o
idioma japonês
Documentos necessários=Atestado
de desempregado, atestado de
fechamento de um negócio ou
ainda algum documento que
comprove desemprego,Carteira
de Habilitação normal,Formulário
de inscrição(distribuído no Setor
de Promoção do Verde e Setor
Esportivo)
Outros=Haverá uniforme,Inscrição
no Seguro Social、
Após a entrega
dos documentos, haverá entrevista
※Conforme atividades podem haver
divergências quanto aos dias de
trabalho, carga horária, salários e
seguros
Inscrição=Diretamente no Setor de
Promoção do Verde ou Setor de
Esportes entre 15(seg) à 23(terça)
de março das 8:30h às 12:00h
e das 13:00h às 17:00h(excetos
sábados, domingos e feriados)
mediante o formulário devidamente
preenchido

Temporary Workers recruitment
Greenery Promotion Division
℡(32)8024 FAX(34)4189
Sports Promotion Division
℡(32)8027 FAX(34)6030
①City-Park worker
Number anticipated＝2 people
Work contents＝Circuiting park
facilities, inspection, maintenance
and cleaning
Employment duration /working hours＝
From April 1st(Thu) to September
30th(Thu), with the second and
fourth Friday off(9 days in two

MIYOSHI INTERNATIONAL
ASSOCIATION

☎（34）9000 N（34）9001

weeks, 8 hours one day work)
②Sports park worker
umber anticipated＝2 people
Work contents＝Circuit of the sports
facilities, inspection, cleaning,
maintenance, mowing social sports
facilities, and so on
Employment duration /working
hours＝From April 1st (Thu) to
September 30th (Thu), with the
second and fourth Friday off (9
days in two weeks, 8 hours one day
work)
①,② mutual
Wages＝1,139 yen per hour
※1,025 yen per hour for workers
over 65
Recruitment Target＝non-regular
workers who are forced to quit
their job, or middle-aged and older
unemployed persons
※Indifferent toward age or
borders, yet people who have
Japanese proficiency are preferred
Documents required＝Certificate
of Unemployment・Closure notice・
Other documents that can
prove the unemployment,Car
license,Application form(distributing
in Greenery Promotion Division /
Sports Promotion Division）
Others＝Loan of work wear is
given、Social insurance policy,After
the submission, there will be an
interview
※Day of duty, working hours,
wages, insurance, etc. vary with
types of work
Application＝From March
15th(Mon) to 23th(Tue), between
8:30 to the noon, and between
1:00 pm to 5:00 pm except
weekends and holidays. Fill in the
application form and submit it to
Greenery Promotion Division /
Sports Promotion Division

PHONE
施設名

3 月の休館日

電話番号

みよし市役所
（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）……………………………
（32）
2000
月
（祝日を除く） ☎
☎
（32）
2162
中央公民館（9:00〜21:00）………………………………
月
月（祝日を除く）
・23（火）
・31（水） ☎
（34）
3311
中央図書館
（9:00〜17:00）
…・
・…………………………
月（祝日を除く）
・23（火） ☎
（34）
5000
歴史民俗資料館 …………………………………………
（9:00〜16:30）
（34）
3131
総合体育館（火曜日〜土曜日
……………………………………………
9:00〜21:00、日 9:00〜17:00） 月 ☎
三好池カヌーセンター
（8:30〜17:15）………………
月
☎
（32）
8558
月
☎
（34）
6641
保田ケ池カヌーポロ競技場管理事務所 ………………
（8:30〜17:15）
土・日・祝
学校給食センター
（8:30〜17:15）……………………
☎
（32）
0100
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施設名

3 月の休館日

電話番号

土・日・祝
みよし市民病院
（8:30〜16:00）………………………
☎
（33）
3300
保健センター
（8:30〜17:15）…………………………
☎
（34）
5311
土・日・祝
福祉センター
（8:30〜17:15）…………………………
☎
（34）
1588
土・日・祝
☎
（34）
1988
生きがいセンター「太陽の家」
（8:30〜17:15）…………………
土・日・祝
☎
（34）
6111
さんさんの郷
（9:00〜17:00）…………………………
月
☎
（33）
3441
土・日・祝
学習交流センター
（8:30〜17:15）……………………
（ただし、
国際交流協会は日・月・祝）
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）

平成22年度総合型地域スポーツクラブ会員募集
みよし市内では、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。平成22年度の会員募集を行います。仲間と楽しみながら運動してみませんか。
なかよしクラブの募集内容

■

【なかよしクラブ】
▼▼
▼

開催日

水泳教室
ちびっこ
スポーツ教室
一般コース
ジュニア・一般
チケットコース
ショートテニス
グラウンド・ゴルフ
カローリング
いきいき健康塾

【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/
nakayoshi̲c2004/

講座名

卓球

募集内容＝右表のとおり
参加費
（1年間）＝入会 金（大人2,000
円、中学生以下1,000円）
、スポーツ
保 険料（65歳以上800円、高校生から
64歳まで1,600円、 中 学 生 以下600
円）
申し込み＝ 3 月7日
（日）
以降の平日
（月
曜日を除く）
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時までに参加費を添えてなか
よしクラブ事務局へ直接
※定員など詳しくはホームページ、また
は事務局まで

太極拳
健康体操
ソフトエアロビ
ピラティス
テコンドー

【三好さんさんスポーツクラブ】

ところ

対象

受講料（半期）

三好スイミング
土曜日9：00〜、9：45 アカデミー（三 小中学生 17,500円
〜
好町天王26−3）
年長園児と 1回400円
水曜日・金曜日17：00 三好公園
小学生
〜
木曜日（月3回）13：00 三好公園総合 大人
4,000円
体育館
〜
日曜日（月3回）9：30 三好中学校卓球 小学校4年 1回大人300円、
場
生以上
子ども200円
〜
日曜日（全10回）9：30 中部小学校体育 小学生以上 １回大人300円、子ど
も200円、親子400円
館
〜
三好中学校グラウ どなたでも可 1回大人200円、
日曜日9：30〜
ンド
子ども100円
第1・第3土曜日9：30
1回大人300円、子ど
〜
中部小学校体育館 どなたでも可 も200円、親子400円
または半期3,000円
水曜日19：00〜
第1木曜日19：30〜
1種目4,000円（年間）
第2木曜日19：30〜
2種目以上6,000円
三好下公民館
どなたでも可（年間）
第4木曜日19：30〜
または1回400円
第3土曜日19：30〜
三好中学校武道場 どなたでも可 1回500円
木曜日19：00〜

■

さんさんスポーツクラブの募集内容
講座名

▼ ▼

募集内容＝右表のとおり
参加費
（1年間）
＝入会金2,000円、講座
参加費6,000円
（子ども割引・家族割引

開催日

ソフトバレーボール

小学生以上

バレーボール
月曜日（毎週）19：30〜
ピラティス(託児あり） 第2・4火曜10：00〜

南部小学校体育館
明知上公民館

一般
一般

火曜日（月3回）19：00〜
木曜日（月3回）13：30〜

ゴルフ

▼

申し込み＝ 3 月16日（火）以降（日・月曜

対象

南部小学校体育館

もあります）
、保険料1,600円
（65歳以
上800円、
中学生以下600円）

ところ

月曜日（毎週）18：30〜

土曜日（月3回）14：30〜

コンフォートゴルフクラ
ブ三好
中学生以上
（明知町小浦88−1）

短期料理教室

短期講座水曜日（全8回） 明越会館

太極拳

水曜日（毎週）19：30〜

打越公民館

一般

までに、参加費を添えてクラブ事務所

ヨガ(夜の部）

第1・3水曜19：30〜

明知上公民館

一般

へ直接

エアロビクス(託児あり） 第1・3木曜10：00〜

明知上公民館

一般

フラダンス

第2・4木曜10：00〜

サンヴィッツ宝栄

一般

ニュースポーツ

金曜日（月3回）
19：00〜

南中学校体育館・武道場

小学生以上

ソフトバレー

金曜日（月3回）
19：00〜

南中学校体育館・武道場

一般

短期ヨガ

短期講座金曜日（全8回） 明越会館

硬式テニス

土曜日（毎週）9：00〜

南部コミュニティ

一般

フットサル

土曜日（月4回）
9：00〜

さんさんの郷ふれあい広場

一般

日、 祝日を除く）
の午前 9 時から正午

※先着順で受け付けます。定員や参加費
など詳しくはホームページ、または事務
局まで

一般

ウオーキング

第2・4土曜9：00〜

明越会館集合

どなたでも可

スナッグゴルフ

土曜日（月4回）
14：30〜

さんさんの郷ふれあい広場

年長園児以上

中学生バレーボール

日曜日（毎週）18：30〜

南中学校体育館

中学生

▼ 年 齢 の せ い か︑ 最 近︑ 時 の 流

広報みよし

れ が 速 く 感 じ ら れ︑ そ の 速 さ も

年々増しているように感じていま

す︒﹁１年の計は元旦にあり﹂とい

うほど大げさなものではありませ

んが︑今年は１日１日を大事にし

たいなと思っています︒しかし﹁１

月は行く︑２月は逃げる︑３月は

去 る ﹂と い わ れ る よ う に︑ す で に

３月︒多くの人に支えられて過ご

す毎日︒３月が去ってしまわない

うちに︑やがて開花する桜のよう

に︑さまざまな成果が花開く年と

なるようにしたいものです︒︵正︶

▼ひなまつりの時期に︑この地域

で 昔 か ら 作 ら れ て き た 食 べ物﹁ お

こ し も の ﹂を ご 存 知 で す か︒ 米 粉

に熱湯を加えてこねて︑鯛や扇な

どの形をした木型に入れて型抜き

してつくるお菓子︒白い米粉に赤

や緑︑黄色の食紅をまぜたもので

色付けして彩りにします︒わたし

の実家では︑色紅の代わりに︑黒

砂糖や蓬︑イチゴをそれぞれまぜ

て︑味の違いも楽しめるおこしも

のを作りました︒毎年のおこしも

のとは一味違ったおこしものを試

してみてはいかがでしょう︒︵竹︶

平成22年３月１日
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編 集 後 記

【三好さんさんスポーツクラブ事務局】
明越会館内 ☎・N（34）
3621
Shttp://miyoshisansan.web.fc2.
com/

一般
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