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こちらからお読みください

▲

お知らせ版

総合福祉フェスタへ行こう
▼

▼
▼

▼ ▼ ▼


Hot Line 広報みよし 平成22年9月1日号 №97９

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 Shttp://www.city.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、みよし市社会福祉大
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18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、サンアート市民広場・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＝市内の障がいがある人と地域の人たちが触れ合う、市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 N(34)3388

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～土曜日放送
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（8：00～8：09）
みよしイブニングニュース 月曜日～金曜日放送（18：
00～18：09）
市長ホットライン 9月6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

おでい

汚泥肥料の無料配布
道路下水道課 ☎（32）8022 N（34）4429

育行政課、またはサンネットへ直接

などの汚水を下水道管に流すことによ

② 9 月中に在籍する学校から申請書が

り、溝からの悪臭防止、ハエや蚊の発

届いた場合…同封の案内のとおり

生を減らせるなど、衛生的で快適な生

※ み よ し 市 役 所 は土・日 曜日・祝 日 休

活環境をつくることができます。

み、サンネットは火曜日休みです。

また、汚水は浄化センターで適切に
処理され、きれいな水となって河川な
どに放流されることから、生態系や水

不法投棄防止対策
環境課 ☎（32）8018 N（32）2585

相談

質の保全に貢献することができます。

市内で多発する不法投棄への対策と

快適な環境づくりには皆さんのご理

して、不法投棄防止パトロールを実施

解とご協力が必要です。下水道整備区

しています。パトロール実施中は低速

域内の皆さんには早期の接続をお願い

での走行となることがあるため、市民

します。

の皆さんにご迷惑をお掛けすることが

なお接続工事の申し込みは、みよし

ありますが、きれいなまちづくりのた

泥を乾燥処理した、し尿汚泥肥料
「み

市下水道排水設備指定工事店へ申し込

めにご理解とご協力をよろしくお願い

よしのゆうきくん」
を無料配布します。

みください。詳しくは道路下水道課へ

します。

生産業者保証票の内容＝①登録番号

▼


…生第91162号②肥料の種類…し尿
汚泥肥料③肥料の名称…みよしのゆ

お問い合わせください。

私立高等学校等授業料の一部補助

なお、不法投棄された物の処理につ
いては、不法投棄された土地の所有者
や管理者に処理責任が発生します。そ

教育行政課 ☎
（32）
8028 N（34）
4379

のため、土地所有者の皆さんには不法

主な成分＝ 窒 素 …3 ％、 り ん 酸

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

投棄されない環境づくりをお願いしま

…4.8 ％、 カ リ …0.5 ％ 未 満、 銅 …

soshiki/kyouiku/gyosei.html

す。

配 布場所＝緑と花のセンター
「さん
さと

さんの郷」
第2駐車場内物置
※肥料は随時追加されますので、ご自

私立高校などに在籍する生徒の授業
料を補助します。
受付期間＝10月1日（金）から10月

▼

重量＝10kg

▼
 ▼


31日
（日）まで
対 象＝市内在住で、10月1日現在、
私立高校（全日制）、または私立専修

注意事項＝以下のとおり

不法投棄は犯罪です。絶対にしない
ようにしましょう。捨てている人を見
た人は警察に通報してください。

事業計画変更案の縦覧
都市計画課 ☎
（32）
8021 N（34）
4429

三好ケ丘第三特定土地区画整理事業

▼


高等学校等課程に在籍している生徒

①この肥料だけではカリの成分が不足

の保護者

の事業計画変更案の縦覧を行います。

補
 助額＝年額1人12,000円（対象者

この土地区画整理事業における利害関

が学校に納める授業料が補助額に満

係者は、事業計画変更案についての意

たない場合は、授業料相当額）

見を愛知県知事に提出することができ

申し込み＝下記のとおり

ます。

②施 用量の目安は10㎡あたりに 3.5
ｋｇ
（年間）
にすること
③土壌とよく混ぜてから数日後に作付
けすること

伝言板

④使い残りの肥料は空け口を閉め、冷
暗所で保管すること

下水道（汚水）早期接続のお願い
道路下水道課 ☎（32）8022 N（34）4429

9月10日は下水道の日です。下水道
31

① 9 月中に在籍する学校から申請書が
届かない場合…申請書
（教育行政課

縦覧期間＝9月2日
（木）
から9月15日

▼


すること

（水）
までの午前8時30分から午後5

およびサンネットで配布。ホーム

時まで

ページからダウンロード可）に必要

縦覧場所＝都市計画課、または日直

▼


講座・教室

由にお持ち帰りください。

▼

催し

571mg/kg、炭素窒素比…７

▼

▼


うきくん④原料の種類…し尿汚泥

▼

募集

農業集落排水処理施設で発生する汚

事項を記入し、10月 1日以降に発行

室（閉庁日）

された在学証明書、認め印、振込先

意見の提出＝9月29日（水）
までに愛

の口座番号が分かるものを持って教

▼


案内

案 内

が整備されるとトイレや台所、洗濯水

知県知事（〒460-8501住所不要）
へ

題については、誰かに相談することが

請求を忘れていませんか？

近藤武利会長☎（32）1223

中学校3年生までのお子さんを養育し
ている人に子ども手当を支給しています。
まだ申請していない人は、お早めに

相談を行っていますので、ぜひ、ご利
用ください。
とき＝ 午前9時 か ら 正 午、 午後1時

▼


こんどうたけとし

から4時30分まで（土・日曜日、祝日

申請してください
（申請した翌月から

を除く）

の受給となります）
。なお、公務員の

相談方法＝衣浦東部保健所（本所）
健

▼


対象＝中学校3年生までの子どもを

話、または直接

養育している人

称とラベルデザインの募集には、愛称

養としている人が請求者となります。

の

称が
「みよし梅ワイン あざみ野」
に決定

▼


して 13,000 円 / 月
申請に必要なもの＝①認め印②請求

しました。愛称・ラベルデザインの最優

者名義の普通預金通帳（ゆうちょ銀

秀作品の作者は、11月7日
（日）の産業

行以外の金融機関）③請求者の健康

フェスタみよし2010にて表彰させて

保険証の写しまたは年金加入証明書

今年の健康診断はお済みですか

子育て支援課へ電話、または直接
平成22年4月1日現在、みよし市に住

所があり、子ども手当の設立により受
給資格が発生した人は、9月30日
（木）

保険年金課 ☎（32）8011 N（32）2585

までに上記書類を添付して請求すれば、

高齢福祉課 ☎（32）8009 N（34）3388

4月分まで、さかのぼって受給すること

能評価などを無料で行っています
（乳

ができます。

花器・花瓶・剣山、照明器具
譲ってください
（有料）
＝剣道の
防具、三好文化幼稚園の制服、
ズボンプレッサー、まこと第二
幼稚園の制服一式
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

▼

みよし市では特定健康診査や生活機

校の制服・体操服、生け花用の

自殺予防週間

品名を掲載②希望者は環境課へ

対象の人以外のがん検診・節目歯科健

衣浦東部保健所健康支援課から

電話連絡③登録者の住所･氏名・

診は自己負担あり）
。10月以降は医療

☎ 0566（21）4778 N0566（25）1470

電話番号を確認し、登録者と直

機関が込み合いますので、お早めに受
診してください。
しの特集記事や各月15日号広報みよ
しの保健ガイド、またはホームページ

は
「自殺予防週間」
です。自殺の原因の
一つとして、うつ病が潜んでいる場合
があります。
「眠れない」
「食欲がない」
「だるくて意欲がわかない」
といった症

（Shttp://www.city.aichi-miyoshi.

状が2週間以上続く場合は要注意です。

lg.jp/soshiki/kenkofukushi/

一人でストレスをためていませんか。

center.html）
をご覧ください。

このような症状が出る前に、深刻な問

接交渉④結果を環境課へ連絡
注意事項＝①住所、電話番号な
どを希望者に教えることができ
ない人は登録できません②登録
品は広報掲載期間中、登録者の
責任で保管してください③登録
が不要になったときは、必ず環
境課へ連絡してください

平成22年９月１日

広報みよし

第979号

30

伝言板

なお、詳しくは5月15日号広報みよ

9月10日
（金）
から16日
（木）
の1週間

▼

がん・子宮頸がん検診で無料クーポン

講座・教室

保健センター ☎（34）5311 N（34）5969

差し上げます
（無料）
＝豊田北高

催し

内のスーパーなどでお求めください。

問い合わせ＝申請書類など詳しくは

▼


梅ワインは現在好評発売中です。市

（厚生年金に加入している人のみ）

※

いただきます。

入浴用いす、家具調トイレチェア

募集

がありました。厳正な審査の結果、愛

支給額＝支給対象の子ども1人に対

▼


47点、ラベル23点という多数の応募

譲ります
（有料）
＝介護用ベッド、

▼


の子どもを税法上の扶養や保険証の扶

▼

一環として実施しました梅ワインの愛

●リサイクル用品の登録●

▼


※夫婦共働きなどの場合は、支給対象

▼
 ▼

みよし市の農産物ブランド化事業の

相談

康支援課
（刈谷市大手町 1-12）
へ電

人は勤務先へ申請してください。

案内

有効です。衣浦東部保健所では、心の

子育て支援課 ☎
（32）
8034 N
（34）
3388

あざぶ梅栽培振興協議会から

▼


梅ワインの愛称が決定！

お知らせは裏表紙から
▼


前9時から午後5時30分まで
（祝日、

試 験会場＝愛知県総合教育センター

ところ＝愛知県豊田加茂総合庁舎

もろわ

じょうぼく

（東郷町大字諸輪字上鉾68）

▼


年末年始を除く）
2階豊田加茂産業労働・山村振興グ

合格発表＝12月10日（金）

ループ（豊田市元城町4-45）

受験資格＝①就学義務猶予免除者で

費用＝無料

ある人、または就学義務猶予免除者

▼
 ▼

福祉課 ☎（32）8010 N（34）3388

とき＝月曜日から金曜日までの午

試験日＝11月2日（火）

▼
 ▼

災害時要援護者支援制度への登録

中学校卒業程度認定試験を行います。

▼
 ▼

案内

案 内

は就学困難と認められた人）を対象に

問 い合わせ＝豊田加茂産業労働・山

相談

で あ っ た 人 で、 平成23年3月31日

村振興グループへ電話
（労働相談専

までに満15歳以上になる人②保護

用ダイヤル☎ 0565
（32）
6119）で

者が就学させる義務の猶予または

募 集

免除を受けず、かつ、平成23年3月
31日ま で に満15歳 に 達 す る 人 で、
災害時にほかの人の助けが必要な人

その年度の終わりまでに中学校を卒

を作り、自主防災会や民生児童委員、

と見込まれることについてやむを得

近所の知人などと連携して要援護者と

ない事由があると文部科学大臣が認

市民活動支援課 ☎
（32）8025 N（32）2165

近所の人を結び付け、災害時に地域で

めた人③平成23年3月31日までに、

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

安否確認や避難誘導ができるように支

満16歳以上になる人（①および④に

katsudo/senryuu_ 2010.html

援する災害時要援護者支援制度を実施

該当する人を除く）④日本国籍を有

男性も女性も固定的な性別役割にと

しています。この制度への登録を希望

し な い 人 で、 平成23年3月31日 ま

らわれず、男女がお互いの人権を尊重

する人は下記までご連絡ください。

でに満15歳以上になる人

しつつ責任も分かち合い、その個性と

申し込み＝9月7日（ 火）まで（消印有

能力を発揮できる「男女共同参画社会」

難で個人情報を自主防災会や民生児

効）
に出願書類
（学校教育課で配布）

の実現に向けたメッセージを五・七・五

童委員などに開示することを同意す

に必要事項を記入し、
文部科学省（〒

の川柳に表現してみませんか。

る下記のいずれかに該当する人で、

100-8959 東京都千代田区霞が関

まだこの制度に登録されていない人

3-2-2 文部科学省生涯学習政策局

未発表のもの。1人5点まで）

①身体障がい者
（体幹・上 下肢1級 か

生涯学習推進課認定試験第二係）へ

応募方法＝10月 8日（金）までに作品、

ら3級、視覚・聴覚1、2級）②知的障

郵送

たいかん

講座・教室

がい者
（療育Ａ判定）
③一人暮らし高
齢者④在宅の要介護認定者
（要介護
3から5）⑤上記に準じる人
（潜在的
な要援護者、難病患者を含む）
▼

申し込み＝随時、福祉課へ直接

▼


住所、氏名、年齢、性別、電話番号

相 談
労働相談
西三河県民事務所から（豊田加茂総合庁舎内）

伝言板

就学義務猶予免除者等の
中学校卒業程度認定試験

対 象＝どなたでも可
（作品は自作で

▼


対象＝災害時に家族などの援護が困

▼


催し

業できない（④に該当する人を除く）

▼


募集

男女共同参画社会をテーマに
した川柳

（要援護者）
の名前などを登録した台帳

☎0565（32）
7498 N0565（32）6470

を明らかにして、市民活動支援課へ
はがき（〒470-0295住所不要）
、フ
ァクス、ホームページの川柳応募フ
ォーム、または募集チラシ
（市民活
動支援課で配布）に記入し直接
※作品の著作権はみよし市に帰属し
「男女共同参画啓発事業」に使用します。

西三河県民事務所では労働相談を実

ＰR事業に使用する場合は、年代、性

施しています。解雇・賃金・労働時間・

別を掲載させていただきます
（氏名は

就学義務猶予免除者
（病弱、発育不

就業規則・労働契約・労使関係など、職

公表しません）のでご了承ください。

完全、そのほかやむを得ない理由のた

場での悩みごとや困りごとをお気軽に

※審査を行い、入賞作品には記念品を

めに中学校を卒業できなかった、また

ご相談ください。秘密は厳守します。

贈呈します。

学校教育課 ☎（32）8026 N（34）4379

29

大統領の活躍を描いた実話の物語
入場料＝無料

ところ＝三好公園テニスコート

▼ ▼
 ▼ ▼

▼
 ▼

（予備日10月17日（日））

内容＝南アフリカ共和国、黒人初の

種目＝男子団体戦・女子団体戦
試合方法＝トーナメント制

▼
 ▼


市民病院管理課 ☎
（33）
3300 N（33）
3308

ところ＝サンアート小ホール

案内

平成23年度採用のみよし市民
病院職員
（作業療法士）

整 理券の配布＝9月6日（月）
から市

民課窓口で配布
（1人5枚まで）

対 象＝市内在住・在勤・在学、 ま た
はテニス協会会員

▼

参加費＝1 組 3,000円、ほかに本年

認知症介護家族交流会
「ひまわり」の会

度協会会費1人500円
（既登録者は除
▼


申し込み＝9月15日（水）までに総合

☎（32）8500 N
（34）3388

体育館へ直接

平成23年度採用のみよし市民病院

家族が認知症ではないかと気になっ

常勤職員(作業療法士)を次のとおり募

ている人、認知症の家族を介護し疲れ

集します。

ている人はいませんか。皆さんの悩み

社会福祉協議会から

を一緒に考えていくために、市内で家

福祉センター内 ☎（34）1588 N（34）5860

1人

昭和27年4月2
日以降に生まれ、
作業療法士の資
格を有する人、
または同免許取
得見込みの人

んとの交流会を開催します。介護中の
皆さん、お気軽にご参加ください。
とき＝9月24日（金）午後1時30分 か
ら3時30分まで
ところ＝市役所東館3階301会議室

内容＝①認知症介護者同士の交流

選考方法＝面接試験および適正検査

②認知症介護の情報交換

申し込み＝9月24日(金)までの午前

対象＝認知症の
（認知症と思われる）

とお話をしながらゲームなどをしませ

8時30分から5時まで（土・日曜日、

家族を介護している人

んか。一緒に楽しい時間を過ごしま

祝日を除く）
に申込書（ 市 民 病 院 で

申し込み＝当日、会場へ直接

しょう。

▼

採用日＝平成23年4月1日

市内の催し

▼

▼

▼

▼

ところ＝サンアートレセプションホ
ぼ た が い け

テニス協会から

ール・保田ケ池周辺

長山家久会長 ☎・N
（34）
2598

内容＝保田ケ池周辺の散歩、ビンゴ

ながやまいえひさ

▼


病院管理課へ直接

から正午まで（雨天決行）

ゲームなどを通しての交流
対象＝障がいのある人、このイベン
トに関心のある人（ボランティア）

人権映写会

▼


申し込み＝障がいのある人を含む2
人以上のグループで（障がい者のみ

総合福祉フェスタ内で人権映写会

でも可）グループ名、参加人数、ペ

（映画タイトル…インビクタス 負けざ

アを組むボランティアに伝えたいこ

開演

とを明らかにして、9月17日
（金）ま

ームを作って楽しく参加してみませんか。

でに社会福祉協議会（福祉センター

とき＝10月3日（日）午前9時から

▼

▼


とき＝9月18日（土）午前11時30分

団体戦のテニス大会を開催します。チ

内）へファクス、または直接

平成22年９月１日

広報みよし
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伝言板

市民課 ☎（32）8012 N
（32）8048

る者たち）を開催します。

講座・教室

ー ド 可）に必要事項を記入し、市民

と き ＝ 10月16日（土）午前9時30分

第1回みよし市テニス協会
会長杯テニス大会

▼

配布。ホームページからダウンロ

障がいのある人やボランティアの人

催し

▼
 ▼ ▼

試験日＝10月6日(水）

族の介護に携わっている介護者と皆さ

▼


作業
療法士

受験資格

募集

職種区分 採用予定人数

第2回ふれあいバード

▼ ▼


▼

募集内容＝下表のとおり

相談

く）

地域包括支援センター 高齢福祉課内

お知らせは裏表紙から
までの午前10時から午後5時まで
（9
月は午後6時まで）

入園料＝無料（駐車場料金500円）

ところ＝岡崎市美術博物館（岡崎市

▼

開園時間＝午前9時から午後5時まで

▼ ▼
 

案内

市内の催し

（幡豆郡幡豆町大字東幡豆字南越田3）

こうりゅうじちょうあざとうげ

コンサートを行います。
▼ ▼ ▼

ところ＝サンアート 1 階ロビー
こじましげこ

内容＝ヘルマンハープ…児島重子さ

▼

る場合は、その翌日）

げんげんさいそうしつ

裏千家11代玄々斎宗室生誕200年記
念展
茶の湯の文明開化～茶人玄々斎の生
涯と奥殿藩松平家～

リ

とよた産業フェスタ2010
とよた産業フェスタ2010実行委員会事務局
（豊田商工会議所内）☎0565(32)4596

ピアノ…ＤＵＯさん、第 3 部ピアノ
ュ

の介助者は無料）

岡崎市美術博物館から ☎ 0564(28）5000

デ ュ オ

ジ

円
（各種障がい者手帳を持つ人とそ

おくとの

んほか8名、フォークギターと歌と
あけぼのなつめ

ソロ…Ｊｕｒｉさん

観覧料＝一般800円、小・中学生400

Shttp://www.toyota.or.jp/festa

▼

曙棗

げんげんさいこのみ

入場料＝無料

環境・観光・健康づくり・ものづくり・

▼

玄々斎好

募集

はちだいそうてつ

市外の催し

八代宗哲作

まちづくりをテーマとした、豊田市の

（嘉永6年）

産業 PR ストリート、農産物特産品
の展示販売、リユース
（再利用）バザ
まつだいらのりとも

三河国奥殿藩主松平乗友の子として
生まれ、幕末から明治にかけての激動

ー、各種ものづくり体験などを行いま
す。ぜひ、ご参加ください。

催し

愛知こどもの国管理課から

の時代に茶道を通じて日本文化の復興

☎ 0563（62）4151 N0563（62）4155

に尽力した裏千家11代玄々斎精中宗

の午前10時から午後4時まで

愛知こどもの国では毎月、家族で参

室の生誕200年を記念して、京都・裏

ところ＝豊田スタジアム、名鉄豊田

加できるさまざまな楽しい催し物を行

千家の資料を中心に、その事跡と幕末

市駅周辺市街地

っています。

･明治の茶を通観するとともに、奥殿

※

愛知こどもの国９月の催し

豊田スタジアムへは名鉄豊田市駅東

藩松平家の歴史について紹介します。

側コモ・スクエアとスタジアムを結ぶ

▼ ▼



とき・内容など＝下表のとおり

とき＝9月11日
（土）
から11月7日
（日）

▼

ところ＝愛知こどもの国

▼


とき＝10月2日
（土）
から3日
（日）
まで

▼


相談

とき＝ 9 月16日
（木）
午後7時から

休館日＝毎週月曜日（祝日に該当す

▼

サンアートから ☎（32）2000 N（32）3232

サンアートの広いロビーを使って

高 隆寺町字峠1番地）

西三河の催し

９月ロビーコンサート

無料シャトルバスをご利用ください。

講座・教室

■愛知こどもの国9月の催し
教室名
牛乳パックで船を
作って遊ぼう

伝言板

自然を楽しむ会
（6回目）

みどぽんと遊ぼう

27

と

き

9月5日
（日）
11:00～15:00

ところ

内

プール
（あさひが丘）

容

牛乳パックを使って船を作り、
プールに浮べて遊びます。

申し込み・参加費
当日受付（雨天中止）
無料

年間を通して毎月指定
9月12日
（日）
園内
「自然を楽しく学ぼう」
をテーマ
日に実施
（会員優先です
13:30～15:30
（集合：中央管理棟内 に園内を散策。今月のテーマは
が人数に余裕があれば
（13：30までに集合） こども自然博物館）「秋の七草と万葉植物との会話」
当日受付も可）
・無料
9月18日
（土）
～20日
（祝）
10:00～16:00

中央広場

・みどぽんとふれあい写真撮影会
当日受付
（雨天中止）
・無
・みどぽんのぬり絵コーナー
料
（ただしキーホルダー
・地面にらくがきしちゃおう
作りは先着50名で参加
・みどぽんのキーホルダー作り
費100円が必要）
（18日（土）、19日（日）の2日間）

しゃほうきゅう

秋葉まつり

はちまん

かみしも

昼間は、市内

裃に大小の刀を差した武者姿の若者が、

やまやしき

6町
（西町・山屋敷

厳しい作法にのっとり、東西へ白羽の

やま

町・宝町・山町・

矢を放ちます。放たれた矢は、見学者

ほん

は

中新町・本町）の

ま

や

が争うように拾い、破魔矢として家に

たまばこ

若衆が玉箱をか

☎（34）5311 N（34）5969

リフレッシュしながらママ友を作り
ませんか。
とき・内容＝下表のとおり

飾る風習があります。

ながもちうた

つぎ、長持唄を

とき

▼

ところ＝①八幡社
（高浜市八幡町四

ます。夕方になると知立神社に宮入り

丁目 名鉄吉浜駅下車東へ徒歩5分）

をし、勇壮な手筒花火を披露します。

②神明社（高浜市芳川町二丁目 名鉄
吉浜駅下車南へ徒歩20分）

ところ＝知立神社（知立市西町神田

ください。

名鉄知立駅下車徒歩10分）
ほ

か
▼

問い合わせ＝知立神社へ電話（☎0566

（81）
0055 ）で

講座・教室

ところ＝三好丘交流センター
対 象＝未就園児の母親
（第1子・初参

「ことば」
と
「映像」
で伝えるセ
ミナー＆交流会

高浜まつり
☎0566(52)1111

市民活動支援課 ☎
（32）8025 N（32）2165

団体活動の輪を広げることを目的に、
特定非営利活動法人
「あいちＮＰＯ市民
ネットワークセンター」
との協働事業と
してセミナーと交流会を開催します。

加者を優先）※託児あり
定員＝ 20人（定員を超えた場合は
抽選）
申し込み＝ 9月17日(金)必着で、往
復はがきにて保健センター
「子育て
ママのリフレッシュ教室係」
へ
【往復はがきの書き方】
（往信の表）

▼


とき＝10月6日（水）午前10時 から


▼


（学習交流センター1階）
▼


内容＝団体を紹介する映像作りの

法被に地下足袋姿の若者が、円形に組
んだ馬場で、鈴飾りや造花を背負い疾走

基本を学ぶ
対象＝市内で公益的な活動を行う

▼


じ か た び

なって駆け回る勇壮なお祭りです。

定員＝先着10組（20人）

8時から午後5時まで
かすが

はっけん

▼

ところ＝春日神社、八劔社
（高浜市春
日町二丁目
へ徒歩5分）

名鉄三河高浜駅下車西

講師＝ NPO 法人ボランタリーネイ

保健センター
「子育てママのリフレ
係  あて
ッシュ教室」

（返信の表）
〒申込者の
     郵便番号
返信

バーズ
参加費＝無料

▼ ▼


▼

とき＝10月2日
（土）
から3日
（日）
午前

▼ ▼


市民活動団体

みよし市三好町陣
取山54番地

申し込み＝市民活動支援課へ電話、

申込者の住所・
氏名

（往信の裏）
・参加者氏名
・住所
・託児を希望する
児の氏名
生年月日
（第○子）
・電話番号

または直接
平成22年９月１日

広報みよし
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伝言板

する馬に向かって飛びつき、人馬一体と

〒 470‐0224
往信

ところ＝市民活動サポートセンター

【おまんと】

（返信の裏）

講座・教室

11時45分まで

催し

高浜市文化スポーツグループから

11月18日(木） クラフトテープで
10:00～11:30 干支づくり
▼ ▼


▼

※公共交通機関をご利用の上、ご来場

10月21日(木）
フットセラピー
10:00～11:30

募集

まで
（手筒花火）

9月30日(木）
Let'sフラダンス
10:00～11:30

▼


▼

とき＝9月19日
（日）
午後7時から9時

相談

（日）
の日の出から午後1時30分まで

子を合わせ、威勢よく町内を練り歩き

はっぴ

内容

とき＝ ① 10月9日
（土）② 10月10日

歌いながら、調

地内

ヘルスパートナー 保健センター内

▼

なかしん

▼

たから

として約350年の歴史を誇るお祭りで、

子育てママのリフレッシュ教室

案内

知立市観光協会から ☎0566（83）1111

にし

しんめい

八 幡社と神 明社に
「お弓奉納の儀」

▼


【射放弓】

あきば

お知らせは裏表紙から

申し込み＝ 10月1日(金)までに市民

定員＝先着500人
参加費＝無料

けいなん

「矢作川・東海（恵南）豪雨10年」
シンポジウム

市民活動支援課 ☎
（32）8025 N
（32）2165

国土交通省豊橋河川事務所から

▼



と き＝10月14日 から12月2日 ま で

さんほか
申し込み＝申込用紙（ホームページ

（Shttp://www.cbr.mlit.go.jp/toyo

☎0532（48）8107 N0532（48）8100

の毎週木曜日、午前10時から11時

しだわらまさとし

講師＝愛知工業大学教授の四俵正俊

▼


活動支援課へ電話、または直接

日本語ボランティア入門講座

▼ ▼ ▼
  

スカッションなど

▼
 ▼


講座・教室

案内

受講料＝無料

h
 ashi/information/toukaigouu/top
.html）からダウンロード可）
に必要事

ところ＝学習交流センター

豪雨の恐ろしさを風化させることなく

項を記入して電話、またはファクスで

講 師＝東海学園大学非常勤講師、日

次世代へ伝えることを目的に、シンポ

▼
 ▼


ど い はるみ

ジウムを開催いたしますので、ぜひ、

対象＝日本語指導ボランティアに興

ご参加ください。

▼



本語指導ボランティアの土肥治美さん
味があり、講座終了後、市が主催す

愛知学泉大学豊田学舎就職課から

▼


とき＝9月11日（土）午後1時30分 か

希望する人

ところ＝豊田市福祉センター
テーマ・内容＝「矢作川・東海（恵南）
豪雨から10年～洪水の教訓を次世代

※申し込みが15人に満たない場合は

、基調講演、パネルディ
に伝える～」

開校しない場合があります。

ところ＝愛知学泉大学豊田学舎内


▼ ▼
 

募集

ら4時まで

の活動はすべて日本語で行います。
▼


定員＝抽選で12人

☎0565（35）1009 N0565（35）7499

とき・内容など＝下表のとおり

る日本語教室でボランティア活動を
※講座および日本語指導ボランティア

2010年資格講座

▼ ▼ ▼
 

相談

地域住民の防災意識の向上と、東海

30分まで(全8回)

定員＝各講座、先着で35人

■ 2010年愛知学泉大学資格講座の内容
講座名

催し

日商簿記検定3級

とき

受講料

申し込み締め切り

試験日

9月4日（土）までに申込用紙（愛知
9月11日から10月16日までの
18,000円
毎週土曜日
学泉大学豊田学舎就職課で配布。）11月21日
（日）
（テキスト代含む）
10時から16時10分まで
に必要事項を記入し就職課へ直接

講座・教室

9月18日から10月9日までの
17,000円
秘書技能検定2級 毎週土曜日
（テキスト代含む）
10時30分から16時10分まで

11月14日
（日）

9月18日から10月9日までの
ビジネス能力検定
15,500円
毎週土曜日
12月5日
（日）
3級
（テキスト代含む） 9月10日
（金）
までに申込用紙
（愛知
10時30分から15時40分まで
学泉大学豊田学舎就職課で配布。
）
に必要事項を記入し就職課へ直接

伝言板

9月18日から10月16日までの
カラーコーディネー
21,000円
毎週土曜日
ター3級
（テキスト代含む）
10時30分から16時10分まで

9月18日から12月4日までの
ファイナンシャル・
毎週土曜日
28,500円
プランニング（ＦＰ）
（10月23日、30日は休み） （テキスト代含む）
技能検定3級
10時30分から15時40分まで
25

12月5日
（日）

平成23年
1月23日
（日）

しクラブ」では、後期水泳教室を開催

60歳からの栄養・健康教室

とき＝10月から平成23年3月までの

●笑顔のコーチング講座

▼

皆さんで楽しく調理実習をしながら、

ださい。

栄養や健康について、一緒に考えてみ

土曜日。1部…午前9時から9時45分

ませんか。

まで、 2部…午前9時45分から10時

誰もが自然に笑顔になれて、毎日を
楽しく過ごせるプログラムです。

後1時まで
（受付は午前9時45分から）

ところ＝三好スイミングアカデミー

午まで

ところ＝保健センター

プール
（三好町天王 26-3）

ところ＝サンアート研修室

内容＝健康についての講話と調理実習

対象＝小・中学生
（ある程度泳げる人）

▼ ▼

▼

▼ ▼ ▼
 

定員＝ 1部・2部とも若干名

い人

参加費＝ 17,500円（非会員は別途

定員＝抽選で50人

▼ ▼ ▼

▼ ▼ ▼


対象＝家庭や職場で笑顔を増やした

ス ポ ー ツ 保 険 料 600 円、 入 会 金

参加費＝250円

1,000 円が必要）

申し込み＝ 9月21日
（火）
までに保健

申し込み・問い合わせ＝9月14日
（火）

リテーターの中田あいさん

から9月26日（日）の平日（月曜日を

申し込み＝9月20日（月）までに住所、

参加費＝300円
講師＝笑顔のコーチング認定ファシ
なかた

除く）
の午後1時から5時まで、土・日

氏名、電話番号、参加人数を明らか

曜日の午前9時から正午まで、午後

にしてはがき（〒 470-0224 みよし市

なかよしクラブ事務局から

1時から5時までになかよしクラブ

三好町東山 11-13 川原洋子さん）ま

みよし中学校内 ☎・N（34）1771

事務局
（三好中学校北校舎2階、☎・

たは電子メール（{whitetree1123@

（34）1771）へ直接
N

yahoo.co.jp）で

なかよしクラブ水泳教室

総合型地域スポーツクラブ
「なかよ

募集

▼


▼

▼ ▼ ▼

定員＝抽選で20人

センターへ電話、または直接

相談

やひとり暮らしの人は年齢を問わず）

とき＝10月6日
（水）
午前10時から正

▼

30分まで

▼

とき＝ 9月30日
（木）
午前10時から午

対象＝市内在住の60歳以上の人
（男性

案内

伝言板

します。ぜひ、友達と一緒にご参加く

保健センター ☎
（34）
5311 N
（34）
5969

かわはら よ う こ

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」
みよし市内では、 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。

【三好さんさんスポーツクラブ「チアリーディング」
講座】

▼ ▼ ▼ ▼

 

▼


講座・教室

笑顔のスポーツ！ チアリーディング。あふれる笑顔、明るい掛け声、全身で
スピード感あふれる技を元気いっぱいに軽快な音楽に乗せて、踊ってみませんか。
とき＝9月11日から11月13日までの毎週土曜日（10月2日、23日は除く）
午前11時から正午まで
ところ＝打越公民館
対象＝小学校2年生以上
参加費＝会員4,000円、非会員6,000円（非会員のみ別途、保険料が必要）
申し込み＝午前9時から正午（日・月曜日および祝日を除く）までに三好さ
んさんスポーツクラブ事務局へ電話で
【チアリーディング参加者の声】

伝言板

まつざわ か ほ

松澤華歩さん（写真右）
「ぽんぽんをもって踊れるのが楽しいよ」
こじま さ き の

小嶋沙希乃さん（写真左）
「いろいろなポーズをやって、ポーズの名前も教えてくれるので面白いよ」

【三好さんさんスポーツクラブ事務局】 明越会館内 ☎・N（34）
3621
平成22年９月１日

広報みよし

第979号

24

＊市内の外国人登録者数/市全体人口に占める割合：1,654人 ／ 2.9％
（8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

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

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.  

がいこくごじょうほう

外国語情報ひろば
フレンドシップ継承
交付金対象事業

請求を忘れていませんか？
（日本語の記事は30ページ参照）
Não está esquecendo do
requerimento?
Setor de Apoio ao Sustento Infantil
Tel(32)8034  Fax(34)3388
Estamos fornecendo subcídio à
pessoas com crianças menores de
15 anos (9ªsérie).
Aqueles que ainda não fizeram
o requirimento, favor requirir-lo
rapidamente. (o pagamento será
feito no mês seguinte do
requirimento).
Aos funcionários públicos, favor
entregar os papéis no local de
trabalho.
Valor fornecido (mensal)＝￥13,000
por crianças que podem receber-lo
Documentos necessários＝①Inkan
(carimbo pessoal);②Caderneta
bancária do solicitante; (bancos
além do Yucho Guinko)＜Pessoas
que possuem pensão social＞③
Cópia da carteira de seguro de
saúde ou certificado de inscrição à
pensão social.
※Averá casos em que serão
necessários outros documentos, em
maiores informações favor se dirigir
ao Setor de apoio ao sustento
infantil.
Outros = Pessoas que moram em
Miyoshi neste momento (desde 1°de

abril de 2010) e que tem o direito
ao subsídio, poderão receber o
subsídio do mês de abril em caso
fazer o requerimento e entregar
os documentos até o dia 30 de
setembro.
Don’t forget to apply for
your allowance.
Childcare Support Division
Tel(32)8034 Fax(34)3388
The allowance is available for
fosterers whose child is younger
than the 3rd grade of middle
school.
Please hurry if you haven’
t applied
yet. (The allowance will be provided
in the next month of application.)
Civil servants should submit at work.
Amount(monthly)=13,000 yen / child
Document to present=①Seal (Signet)
②Ordinary deposit bankbook
(Excluding Japan Post Bank
Company）
<For Who join Employees' Pension
Plan>
③Copy of Applicant’
s health
insurance card or pension
certificate
※Additional document will be
required depend on the condition.
Please refer to the Childcare
Support Division
Other=Residence of Miyoshi who
was eligible as of April 1, 2010,

can receive it ascend to April,
if application is done before
September 30.

９月ロビーコンサート
（日本語の記事は27ページ参照）
Lobby Concert de setembro
Sun Art Tel(32)2000  Fax(32)3232
Teremos um concerto na grande
entrada do Sun Art.
Data＝ Dia 16 de setembro (sextafeira) às 19:00 p.m.
Local＝Sun Art, entrada do 1°
andar
Conteúdo＝1ª parte: Hermann Harp
／Shigueko Kojima e outros
2ª parte: Acoustic Guitar e música／
ＤＵＯ
3ª parte: Piano Solo／Ｊｕｒｉ
Taxa＝Gratuíto.
September Lobby Concert
ESunart

Tel(32)2000 Fax(32)3232

A concert will be held using the
large lobby of SUNART.
Time＝September 16th (Thu) 19:00～
Place＝SUNART 1F Lobby
Content＝Part 1…Hermann Harp／
Shigeko Kojima within 8 people
Part 2…Folk Guitar and Vocal／DUO
Part 3…Piano solo ／Juri
Admission＝Free of charge

PHONE
9 月の休館日       電話番号
施設名
    9 月の休館日    電話番号
  施設名
土・日・祝
☎
（32）
2111 みよし市民病院
みよし市役所
（8:30～17:15）…………………………
土・日・祝
（8:30～16:00）………………………
☎
（33）
3300
☎
（33）
4150 保健センター
サンネット
（10:00～19:00）
  …………………………
土・日・祝
（8:30～17:15）…………………………
☎
（34）
5311
火
☎
（32）
2000 福祉センター
サンアート
（9:00～21:00）……………………………
☎
（34）
1588
（8:30～17:15）…………………………
土・日・祝
月
☎
（32）
2162 生きがいセンター「太陽の家」
中央公民館（9:00～21:00）………………………………
☎
（34）
1988
（8:30～17:15）…………………
月
土・日・祝
（20日は開館）
、
16日
（木）
、
21日
（火） ☎
（34）
3311 さんさんの郷
中央図書館  ・
・月
……………………………………………
☎
（34）
6111
（9:00～17:00）…………………………
月
土・日・祝
（9:00～17:00）
☎
（33）
3441
学習交流センター
（8:30～17:15）……………………
☎
（34）
5000 勤労青少年ホーム  ………………………………………
歴史民俗資料館  ………………………………………
☎
（32）
3044
月
（20日は開館）
、
21日
（火）
月
（9:00～16:30）
（火曜日～土曜日 13:00～21:00、日曜日 9:00～17:00）
（34）
3131 明越会館
総合体育館     ……………………………………………
（火曜日～土曜日 9:00～21:00、日 9:00～17:00） 月 ☎
☎
（34）
3370
（受付9:00～17:00）…………………………
月
三好池カヌーセンター
（8:30～17:15）………………
☎
（32）
8558 きたよし地区公園管理事務所  …………………………
月
☎
（36）
8625
月
月
☎
（34）
6641 （受付9:00～17:00）
保田ケ池カヌーポロ競技場管理事務所  ………………
  
（8:30～17:15）
学校給食センター
（8:30～17:15）……土・日・祝……☎
（32）
0100
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「第５回愛知県市町村対抗駅伝競走大会」
みよし市選考会を開催します
▼問い合わせ＝みよし市体育協会 ☎

( ６)０３０
34

月

日（ 土）に 長 久 手 町 の愛・地 球 博 記 念 公園

Shttp;//www.city.aichi-miyoshi.lg.jp/soshiki/kyouiku/sports.html

N

日（土）、
時まで

７ 25

回目…
2

月

10

23

大会」に出場する、みよし市代表チームの選手を
募集します。
▼とき＝ 回目…９月
日（土）午後 時から
５

編 集 後 記

▼８月６日に西三河９市の広報研

暑さも落ち着いてきましたが、ま

だまだ油断はできません。こまめ

なるので、こまめに水分を取るよ

うにして、取材に望みます。（幸）

22
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広報みよし

究会が安城市で行われました。み

よしは、今年の１月に市制施行し

たため４月から入会し、広報に関

する情報交換を行っています。今

回の内容は安城市の七夕まつりを

取材し、撮った写真を講師に指摘

してもらうもの。ほかの参加者が

撮った写真を見たり、講師からア

ドバイスを聞いたりと、とても勉

強になりました。今回学んだこと

を生かして、みよしのすばらしさ

を、写真を通してみなさんにお届

▼連日のように猛暑日が続く８月。

けできるように頑張ります。（中）

全国各地で昨年の最高気温を塗り

替え、熱中症で倒れる人が相次ぎ

▼種目＝①小学生男子・女子（１・２キロ）②中学生
男子・女子・一 般 女子（ ３ キ ロ）③ ジ ュ ニ ア 女子・
（５キロ）

内での熱中症。健康面に配慮して

ました。特に今年急増したのが室

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

扇風機やうちわで暑さをやり過ご
▼対象＝市内在住、在勤、出身中学校、または県
内の小・中・高校生で保護者の居住地が市内

に水分を取ることが大切です。わ

そうとして、倒れてしまうケース

▼申し込み＝９月 日（木）ま で に 申 込書（ 総 合 体
育館窓口で配布。スポーツ課ホームページから

たしも９月は屋外での取材が多く

が多かったようです。立秋を過ぎ、

ダウンロード可）に必要事項を記入し、総合体

とに、選手候補者各区２人を選出

式競技会の記録を提出した場合はその記録をも

４ ０ 歳 以上（ ４ キ ロ）④ ジ ュ ニ ア 男子・一 般 男子

▼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）

1

育館窓口まで直接

23

平成22年９月１日

32

４

で開催される「第５回愛知県市町村対抗駅伝競走

12

