2011.11.1

こちらからお読みください

▲

お知らせ版

「伝えよう

ひろがる夢

未来へつながる創造力」をテーマに、平成23年度みよし

市小中学生夢の作品展を開催します。市内小中学校の児童生徒が作り上げた、夢と
創造性にあふれる作品を展示します。
▼ ▼ ▼

Hot Line 広報みよし 平成23年11月１日号 №1007

環境に優しい植物油インキを使用

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
古紙配合率 100％再生紙を使用
ホームページ Shttp://www.city.aichi-miyoshi.lg.jp/

小中学生夢の作品展

とき＝11月19日
（土）
・20日（日）午前9時から午後5時まで
ところ＝サンアート
問い合わせ＝学校教育課 ☎(32)8026

N(34)4379

{gakko@city.aichi-miyoshi.lg.jp
市政番組を放送中
●ケーブルテレビ
さんさんチャンネル【123ch】
コミュニティ放送【デジタル 12ch】
【三好丘地区 VHF6ch】
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。
Shttp://www.city.aichi-miyoshi.lg.jp

●コミュニティ FM
ラジオ・ラブィート【78.6MHz】
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 11月7日
（月）
、
12月5日
（月）
8：00
〜、
18：00〜
問い合わせ 秘書広報課 ☎（32）8357 N（34）6008

࠾▱ࡽࡏࡣ⾲⣬ࡽ
ふきあげ

館吹 上ホール（名古屋市千種区吹上

する納付書で最寄りの金融機関やコ

2-6-3）

ンビニエンスストア
（納付書の納付金

ᲬᲭ࠰Ў࠰ᛦૢሁᛟଢ˟ȷ
᩷ᑥဎԓൿምሁᛟଢ˟
豊田税務署 ☎0565（35）7777

【年末調整等説明会】

で納税をお願いします。口座振替の人
は預金残高をご確認ください。なお、
ペ

イ

ジ

ー

Pay-easy対応のインターネットバン
キング、またはATMでの納付も可能

入場料＝無料

児童虐待防止推進月間
子育て支援課 ☎
（32）
8034 N
（34）
3388
{kosodate@city.aichi-miyoshi.lg.jp

11月は「児童虐待防止推進月間」で

です
（ただし、領収書が必要な場合は、

す。本年度は「守るのは 気づいたあな

順や各控除額の確認の他、法定調書の

金融機関などで直接納付してくださ

たの その勇気」をスローガンに、児童

書き方などについて説明します。

い）
。

虐待防止のための広報・PR活動など

▼

とき＝11月21日（月）午後 1 時30分

納税には便利で安全な口座振替をご

さまざまな取り組みを集中的に実施し

利用ください。口座振替を希望する人

ます。これを機会に、家庭や学校、地

ところ＝市役所東館3階研修室

は口座を開設している金融機関で手続

域など社会全体が、児童虐待問題に対

対象＝法人、個人白色申告者

きをお願いします。

して考えることにより、深い関心と理

※詳しくはホームページ
（Shttp://www.

解、さらに防止対策への積極的な協力

pref.aichi.jp/zeimu/）
をご覧ください。

をお願いします。

子育て応援の日
（はぐみんデー）
普及推進強化月間

ʴࡸ

▼ ▼

から 3 時30分まで

決算書の作成および年末調整を行う
▼

上での注意点などを説明します。
とき＝11月24日（木）午後 1 時30分

▼

から3時30分まで
ところ＝豊田市民文化会館小ホール

教育行政課 ☎（32）8028 N（34）4379

平成24年成人式を開催します。新成
人の皆さんの参加をお待ちしています。

愛知県では、毎月19日を
「子育て応

案内状の発送など詳しくは12月1日号

※事前に郵送される年末調整・青色決

援の日
（はぐみんデー）」と定め、社会

の広報みよしおよびホームページでお

算関係書類を必ず持参してください。

全体で子育てを応援するための県民運

知らせします。

対象＝個人青色申告者

個人事業税第２期分の納期限

講座・教室

愛知県豊田加茂県税事務所
Ⴤൟᆋȷʙಅᆋǰȫȸȗ
☎ 0565（32）7482 N 0565（35）0921

個人事業税の第2期分の納期限は、
有料広告

伝言板
31

動を展開しています。11月は強化月
間です。

ただし、市外の人は事前の申し込み
が必要です。

【あいち はぐみんフェスタ】
とき＝11月3日
（祝）
の午前10時から

▼ ▼ ▼

催し

▼

（豊田市小坂町12-100）

子育て支援課 ☎
（32）
8034 N
（34）
3388
{kosodate@city.aichi-miyoshi.lg.jp

▼

募集

【青色申告決算等説明会】

とき＝平成24年1月8日（日）
ところ＝サンアート大ホール
対象＝平成3年4月2日から平成4年4

午後4時まで
▼

相談

年末調整を正しく行うための事務手

額が30万円以下のもの）
、県税事務所

▼

案内

11月30日
（水）です。11月中旬に送付

ところ＝名古屋市中小企業振興会

月1日までに生まれた人

問い合わせ＝秘書広報課 ☎(32)8357 N(34)6008

お詫びと訂正
広報みよし10月15日号
（第1006号）
22ページ「第22回みよし市体育協会総合体育大会」の案内記事の中で、
バレーボール女子の開催場所に誤りがありました。正しくは次のとおりです。お詫びして訂正します。

中部小学校体育館 → 三好中学校体育館
行うことができます。ぜひ、お試し

税を考える週間

豊田公共職業安定所雇用保険課

豊田税務署 ☎ 0565（35）7777

ください。
※ e-Taxの利用には、住民基本台帳
アイシー

☎0565
（31）
1400 N 0565
（31）
1972

カード
（IC カード）の取得（手数料が必

案内

і̬ᨖǁƷьλ

要）やIC カードリーダライタの購入な
ど、事前準備が必要となります。詳
しくは、e-Taxホームページ
（Shttp://
www.e-tax.nta.go.jp）
をご覧くださ
【作品展示】
11月11日（金）から17日（木）までは
「税を考える週間」です。

スターの作品展示を行います。ぜひご

国税庁では、申告・納税における納税

皆さんは、労働保険（労災保険・雇用保

イータックス

覧ください。
▼

労働者を1人でも雇用する事業主の

市内の小学生の税に関する習字やポ

険）に加入しなければいけません。加

者の、利便性の向上を図るため、e-Tax

入すると、次の場合に給付を受けるこ

や確定申告書等作成コーナーなど、 IT

…中部・三好丘小学校の児童作品、11

とができます。

化を通じた納税環境の整備を進めてい

月9日
（水）
から14日
（月）
まで…南部・

①労働者が不慮の業務上災害・通勤災害

ます。

三吉 小 学 校 の 児 童 作 品、11月16日
学校の児童作品、11月23日
（祝）
から

nta.go.jp）の確定申告書等作成コーナ

28日
（月）
まで…天王・黒笹小学校の児

ーでは、24時間いつでも確定申告書や

童作品

青色決算書、収支内訳書などの作成が

⑤自ら職業に関する教育訓練を受けた

できます。

【無料税務相談会】

各項目の入力を行うと、税額などが

場合

ところ＝イオン三好店2階展示場
東海税理士会豊田支部が主催する無

自動計算され、プリントアウトすると

料税務相談会を次のとおり行います。

各種助成金の対象となり、手続きは労

申告書が完成する便利な機能です。ぜ

秘密は厳守しますので、気軽にご相談

働保険事務組合や社会保険労務士を活

ひ、お試しください。

ください。

【e-Tax】

とき＝11月12日
（土）
、13日
（日）
の午

所得税や法人税の申告などの手続

は、すぐに労働保険への加入の手続き

きが、税務署に足を運ばなくても、自

をお願いします。

宅やオフィスからインターネットで

有料広告

前10時から午後3時30分まで
▼ ▼

まだ加入していない事業主の皆さん

ところ＝イオン三好店2階展示場
申し込み＝不要。当日、会場へ直接

問い合わせ＝秘書広報課 ☎(32)8357 N(34)6008

新築・リフォーム 住まいのことなら

申し込み＝掲載を希望する発行号の6カ月前から2カ月
前までに、申込書
（秘書広報課で配布。ホームページ

（Shttp://www.city.aichi-miyoshi.lg.jp）
からダウンロ
ード可）
に必要事項を記入し、広告案を添えて、秘書広
報課へ直接
（申込時に広告データの受け渡しが必要）
平成23年11月１日 広報みよし 第1007号 30

伝言板

▼ ▼

広告主募集中
掲載料＝10,000円/1枠あたり

みよし市明知町小石山 45 番地１

講座・教室

用することもできます。

▼

また、労働保険は事業主の皆さんも

催し

④育児休業および介護休業の場合

▼

続して働いている場合

（水）
から21日
（月）
まで…北部・緑丘小

国税庁ホームページ
（Shttp://www.

②失業した場合
③高年齢で、賃金が低下した状態で継

と き＝11月2日
（水）
から7日
（月）
まで

募集

【確定申告書等作成コーナー】

を被った場合

相談

い。

࠾▱ࡽࡏࡣ⾲⣬ࡽ
②身体障がい者手帳1級・2級､ 療育手

案内
子ども・若者育成支援県民運動
子育て支援課 ☎
（32）
8034 N
（34）
3388

子どもたちを取り巻く社会環境は、

帳A判定・B判定､ 精神障がい者保健

の調整を行います。

福祉手帳1級・2級を持っている人が

※詳しくはNEXCO中日本ホームページ

いる世帯
③要支援・要介護認定者のみで構成す
る世帯
④母子世帯
（中学生以下の子どもとそ
の母親のみで構成する世帯）

（Shttp://www.c-nexco.co.jp/）
を
ご覧ください。
▶工事期間＝12月6日
（火）
・7日
（水）
午
後8時から翌日午前6時まで
（12月8
日
（木）
は予備日）

※過去にこの事業を実施した世帯につ

た問題に対して、市では県とともに11

いては対象外です。

田東ICから東海環状自動車道豊田松

月を
「子ども・若者育成支援県民運動」

平ICまで

の強調月間として、青少年健全育成を
推進しています。運動のスローガンは

定員＝抽選で20世帯
費用＝無料
申し込み＝11月7日
（月）
から30日
（水）
までに、申請書
（防災安全課で配布）
に

子」です。この機会に大人が地域の子

必要事項を記入し、防災安全課へファ

ども・若者が健やかに成長できるよう

クス、または直接

に地域での保護育成活動について考え
てみましょう。例えば、子どもたちが
遊ぶ地域の公園などに不審な人物が近

豊田都市計画区域内の南台地区計画
の原案を次のとおり縦覧します。

動の推進にご協力をお願いします。

縦覧期間＝11月16日（水）から30日

豊田都市計画都市再開発の方針に係

（水）午前8時30分から午後5時15分

る変更案を次のとおり縦覧します。こ

まで
（土・日曜日、祝日を除く）
縦覧場所＝建築指導課

縦覧期間満了の日までに愛知県に対し

その他＝縦覧期間中、区域内の土地

て意見書を提出することができます。

地震対策を推進するため、タンスや冷

所有者および利害関係人は、原案に

▼

の変更
（案）
について、意見のある人は

蔵庫など家具4点までを限度に、転倒

ついて市長に意見書を提出可

災害時要援護者世帯の家庭における

講座・教室

防止器具の取り付けを無料で行います。
なお固定する家具などは、住宅内のも
のに限ります。
また、あいち防災協働社会推進協議
会では「家具や書庫等の転倒防止」
をテ
ーマにPRを進めています。詳しくは、

伊勢湾岸自動車道・東海環状自動車
道豊田東ジャンクション通行止め
中日本高速道路株式会社
☎ 0120
（922）229

2014 年開通予定の、新東名高速道路
と東海環状自動車道が接続する、豊田東

ム ペ ージ（Shttp://www.pref.aichi.

ジャンクションの橋桁を架設するための

jp/0000003405.html）をご覧くださ

工事を行います。

い。
▼

伝言板

あいち防災協働社会推進協議会のホー

東海環状自動車道で長距離を移動する

縦覧期間＝11月8日
（火）
から22日
（火）

（土・日曜日を除く）
愛知県 は 午前8
時45分 か ら 午後5時30分 ま で、 み
よし市は午前8時30分から午後5時
15分まで
▼

催し

防災安全課 ☎（32）8046 N（32）2165

都市計画課 ☎（32）8021 N（34）4429

建築指導課 ☎（32）8023 N（34）4429

近なところで、できることからこの運

ܼφሁ᠃͂᧸ഥ֥φӕ˄ʙಅ

都市計画の変更（案）の縦覧

地区計画の原案の縦覧

▼

寄らないよう、見守りをするなど、身

▶通行止め区間＝伊勢湾岸自動車道豊

縦覧場所＝愛知県建設部建築担当局
住宅計画課
（県庁本庁舎5階）
および
みよし市経済建設部都市計画課
（市
役所東館2階）

▼

募集

「育てよう 自分に勝てる子 負けない

▼ ▼

相談

ど、深刻になってきています。こうし

▼ ▼ ▼

いじめや非行、犯罪に巻き込まれるな

道路料金が割高にならないように料金

意見書の提出＝11月22日（火）
まで
に〒460−8501（住所不要）愛知県
建設部建築担当局住宅計画課または、

対象＝市内在住で、次のいずれかに

人は、東名高速道路へ迂回をお願いしま

〒470−0295（住所不要）みよし市

該当する世帯

す。また、一般道に迂回し、再度同一

経済建設部都市計画課に郵送、また

方向の高速道路に乗り継ぐ人は、高速

は直接

①満65歳以上の人のみで構成する世帯
29

お詫びと訂正
広報みよし10月1日号
（第1005号）
と10月15日号（第1006号）ページのカレンダーで、第18回愛知県中学
校カヌー大会新人戦の開催日時に誤りがありました。正しくは次のとおりです。お詫びして訂正します。

10月17日
（月）→ 10月30日
（日）
生活相談を多重債務相談会とし、債務

愛知県被災者用賃貸住宅借上
愛知県建設部建築担当局

めの、家計相談や消費者金融などから

農政商工課 ☎（32）8015 N（34）4189

公営住宅課県営住宅管理室

借金をして返済に困っている人などか

☎052(954)6579

らの相談に、司法書士や相談員が応じ

島県、宮城県、岩手県から避難した人

助成金を受給している事業主の皆さん

に、災害救助法に基づく応急仮設住

に対する補助事業を行っています。こ

宅として民間賃貸住宅などを借り上げ

の補助事業は23年度末で終了となり

て提供します。詳しくは、ホームペ

ますので、対象となる事業主の皆さん

ージ（Shttp;//www.pref.aichi.jp/

前9時から正午まで
ところ＝学習交流センター2階202
会議室
相談方法＝面談
（予約制）

▼

まで

申し込み＝開催前日までの午前8時
30分から午後5時15分までに農政
商工課へ電話、または直接

申 し 込 み ＝ 平成24年3月 末 ま で に

※ただし、災害救助法の適用範囲内

必要書類
（農政商工課ホームページ

（2年以内）
の期間で再契約ができます。

（Shttp://www.city.aichi-miyoshi.

また、既に入居済みの人で一定の条件

lg.jp/nouseisyoko/roudou/

を満たす場合は、愛知県の借り上げ契

ック、自転車、レーザーカラオ

koyouanteihojyokin.html）
でダウ

約に変更することができます。

ケ、フィルム式カメラ

ンロード可）および添付書類を持参

▼

入居期間＝平成24年3月31日
（土）
まで

避難し、一定の条件を満たす人

い
（有料・無料）
に分け、住所・ 氏

愛知県被災地域支援対策本部

名・電話番号・商品名とその詳細

多重債務で悩んでいませんか

情報
（品質状態、購入年月日など）

農政商工課 ☎（32）8015 N（34）4189

を明らかにして、環境課へ電話

▼

交渉の流れ = ①広報みよしに商

を実施するとともに、これまで住んで

品名を掲載②希望者は環境課へ

いた被災自治体からの情報を提供する

電話連絡③登録者の住所･氏名・

ことを目的に
「愛知県受入被災者登録

電話番号を確認し、登録者と直

制度」を導入しています。ぜひ、ご登

接交渉④結果を環境課へ連絡

▼

録ください。登録方法についてはホー

注意事項 = ①住所、電話番号

ム ペ ージ
（Shttp://www.pref.aichi.

きない人は登録できません②登

となり、年収の3分の1以上の借り入れ

録品は広報掲載期間中、登録者

援課

が制限される総量規制がされました。

の責任で保管してください③登

対象＝東日本大震災および福島原子

既に年収の3分の1以上の借り入れが

録が不要になったときは、必ず

力発電所の事故に伴う原子力災害に

ある人は、新規の借り入れができませ

環境課へ連絡してください

より、愛知県に避難した人

ん。11月21日、28日の月曜日の消費
平成23年11月１日 広報みよし 第1007号 28

伝言板

▼

などを希望者に教えることがで

昨年6月に改正貸金業法が完全施行

登録場所＝市役所西館2階市民活動支

▼

講座・教室

(☎
（32）
8018）
、または直接

日本大震災の被災者に適切なサポート

jp/saigaijoho）
をご確認ください。

▼

上げます(無料）
、譲ってくださ

催し

登録方法=譲ります
（有料）
、差 し

被災者受入対策プロジェクトチーム

愛知県では、県内に避難している東

譲ってください
（有料）
= 自転車
登録期間=3カ月間

愛知県受入被災者登録制度

☎052(954)6724

譲ります
（有料）
= 保育園のスモ

▼ ▼ ▼

の上、農政商工課へ直接

対象＝福島県、宮城県、岩手県から

●リサイクル用品の登録●

募集

▼

事業主

受付期間＝11月1日
（火）
から30日
（水）

▼

▼

成金を受けた、市内に事業所がある

とき＝11月21日（月 ）、28日（月）午

相談料＝無料

は申請を忘れないようにお願いします。 saigaijoho/）をご確認ください。
対象＝国の中小企業緊急雇用安定助

▼

休業をし、国の中小企業緊急雇用安定

ます。

▼

愛知県では、東日本大震災により福

相談

本大震災の影響による生産調整などで

▼ ▼ ▼

市では、長引く不況に加えて、東日

者のさらなる借金問題を未然に防ぐた

案内

緊急経済対策中小企業雇用安
定補助金の申請をお忘れなく

▼

࠾▱ࡽࡏࡣ⾲⣬ࡽ
申し込み＝不要。当日、各会場に直

案内

とき＝11月14日（月）から20（日）ま
での午前8時30分から午後7時まで

愛知県県民生活課県民相談・調整グループ

（ただし、19日
（土）
、20日
（日）
は午
前10時から午後5時まで）
▼

愛知県多重債務者
無料法律相談会

相談専用電話＝女性の人権ホットラ

イン☎0570
（070）
810
（全国共通）

接
▼

▼

相談ください。

問い合わせ＝名古屋家庭裁判所事務
局総務課庶務係へ電話で

※ただし、③については名古屋家庭裁
判所一宮支部庶務課へ電話
（☎ 0586
（73）3191）で

☎052（954）
6163 N052
（972）
6001

相談

11月は
「愛知県多重債務者相談強化

無料調停相談

月間」です。愛知県では、無料相談会

名古屋家庭裁判所事務局総務課庶務係

を開催します。消費者金融やクレジッ

☎ 052(223）0994

愛知万博記念「第6回愛知県市
町村対抗駅伝競走大会」応援者

トなどの借金でお悩みの人に、弁護士、
司法書士、相談員などがお答えします。

体育協会 総合体育館内
☎（32）8027 N（34）6030

秘密は厳守しますので、お気軽にご
とき＝11月13日
（日）午前10時から
午後4時まで
▼

募集

▼

相談ください。

ところ＝西三河県民生活プラザ
（岡
売掛代金の請求、自動車事故などによ
って生じた民事上のもめ事や、夫婦間

問い合わせ＝西三河県民生活プラザ

の問題、遺産相続などをめぐる家庭内、

へ電話（ ☎ 0564
（27）
0800）
で

親族間の問題を円満に解決するための

μɟ૪žࣱڡƷʴೌțȃȈ
ȩǤȳſࢍ҄ᡵ᧓
ӸӞދඥѦޅʴೌઢᜱᢿ

講座・教室

☎ 052（952）8111（内線1450）

愛知万博の開催を記念して、市町村

手段として調停を行っています。今回、 対抗駅伝競走大会が開催されます。会
名古屋地方・家庭裁判所の後援の下、

場でみよし市の代表選手を応援しま

調停委員の団体である名古屋民事・家

しょう。

事調停協会連合会が主催して、無料調
停相談を開催します。

なお、会場へは無料の送迎バスが出
ます。

秘密は厳守しますので、お気軽にご

とき＝12月3日(土)午前10時30分

相談ください。

までに三好公園第4駐車場
（三好モー

▼

催し

相談方法＝面談、または電話で

▼

▼ ▼

舎1階）

裁判所では、宅地や家屋の貸し借り、

とき＝①11月8日（火）午前9時30分

タース向かい側）
へ集合
（雨天決行）、

から午後3時まで②11月16日（水）午

午後4時帰着予定

前9時30分から午後3時まで③11月

▼

崎市明大寺本町1-4 西三河総合庁

ところ＝愛・地球博記念公園（長久手
くまばり

ところ＝①ウィルあいち
（愛知県女

伝言板

夫やパートナーからの暴力、職場な

性総合センター）
2階セミナールーム
かみたてすぎ

どにおけるセクシュアルハラスメント

6
（名古屋市東区上 堅杉町1）②北名

やストーカー行為といった、さまざま

古屋市役所西庁舎分館3階コミュニ

な人権問題に関する相談に電話で応じ

ティセンター大会議室
（北名古屋市

いばらがばさまおつ

町大字熊張字茨ケ廻間乙1533-1）
▼ ▼ ▼ ▼

▼

25日
（金）午前10時から午後4時まで

対象＝どなたでも可
定員＝先着で50人
参加料＝無料
申し込み＝11月8日
（火）
から25日
（金）
までに氏名、電話番号を明らかにし

にしのほう し み ず だ

ます。

西之保清水田17）③一宮市スポーツ

て体育協会事務局へ電話、ファクス、

ますみだ

秘密は厳守しますので、お気軽にご
27

文化センター
（一宮市真清田1-2-30）

または直接

秋の宿泊体験会

自衛官

子育て支援課 ☎
（32）
8034 N
（34）
3388

障がい者福祉センターひかりの丘みよし

自衛隊豊田地域事務所

{kosodate＠ city.aichi- miyoshi.lg.jp

☎ (34)5012 N(34）5017

☎・N0565（32）7384
たいひ

{oka-mi@hm10.aitai.ne.jp

障がい者福祉センターでは、心身に

もが人間としての生き方や基礎を培う

障がいのある人にいろいろな体験を

ための最も大切な教育の場でもありま

してもらおうと開催する、宿泊体験会

す。家族
（家庭）
に対して、日ごろ伝え

の参加者を募集します。

ることのできないあなたの思いを言葉

▼

内容＝買い物、夕食作り、レクリエ

なかよし地区子育て支援センター

ーション、入浴、宿泊体験など

わかば保育園内 ☎
（34）
1250 N（34）
6790

対象＝市内在住、在勤、または在学

（高校生以上）の知的または体に障

川柳・会話・手話文など形式は問いま

がいのある人で、基本的に身の回り

せん）

のことが自分でできる人

応募資格＝市内在住、在勤、または

※宿泊場所には、エレベーターはあり

在学の人。ただし、作品は個人によ

ません。

るもので、自作かつ未発表のものに

30日
（水）までに応募作品、郵便番
号、住所、氏名、年齢、性別、電話

内容＝
「おはながわらった」
「うんさ
か ほんさか どっこいしょ」

定員＝6人
（未成年の人は保護者の
承諾が必要で、応募者多数の場合は

対象＝未就園児とその保護者
定員＝抽選で50組
参加費＝30円（損害保険料）

選考により決定）
▼ ▼

▼

応 募 期間・方 法＝11月1日
（火）
から

ら11時10分まで

参加費＝3,000円

講師＝人形劇サークル
「ぐ・ちょき・ぱ」

申し込み＝11月14日（月）ま で に 申

申し込み＝11月14日（月）から18日

（金）までの午前9時から午後5時ま

および学年、または勤務先）を明ら

センターで配布）に必要事項を記入

でに、親子の氏名、年齢、行政区、

かにして、子育て支援課
「家庭の日

して、福祉課（〒 470-0295 住所不

電話番号を明らかにしてなかよし地

家族へのメッセージ」係あてにはが

要）または障がい者福祉センターへ

区子育て支援センターへ電話、また

き（〒470-0295 住所不要）
、ファク

郵送、または直接

は直接

※テーマ以外の作品も受け付けます。

■

込用紙（福祉課または障がい者福祉

自衛官の募集内容
区分

受験資格

受付期間

講座・教室

番号
（市内在勤・在学の人は、学校名

ス、電子メール、または直接

催し

限る

とき＝12月5日
（月）
午前10時30分か
ところ＝三好上公民館

▼

▼

に30字程度にまとめたもの
（短歌・

ぜひ、お越しください。

募集

もを持って知った親の心」をテーマ

観劇会「人形劇を観よう！」

▼

からもらった励ましへの感想」
「子ど

（〒470-0224 三好町陣取山39-1）

▼ ▼

思い」
「父母や子どもへの感謝」
「家族

ところ＝障がい者福祉センター2階

▼ ▼ ▼ ▼ ▼

応募内容＝
「家族に伝えたい自分の

喜多町3-5）へ直接

から26日
（土）
午前9時まで

▼

▼

える機会にしませんか。

申し込み＝豊田地域事務所
（豊田市

とき＝11月25日（金）午後4時30分

▼

にして伝え、家族や家庭の大切さを考

募集内容＝下表のとおり

相談

連帯感を深める場所です。また、子ど

▼ ▼

貸費学生を募集します。

▼

家庭は家族がお互いの心に触れ合い、

案内

ܼࡊƷଐܼ᳸ଈǁƷȡȃǻȸǸ᳸

試験日

なお、応募作品の著作権はみよし市に
帰属し、返却はしません。作品は
「青
の場合は氏名・年代・性別を掲載します
のであらかじめご了承ください。公表
を希望しない場合は、応募の際に必ず
仮名、または匿名希望と記入してくだ

貸費学生
（技術）

さい。
平成23年11月１日 広報みよし 第1007号 26

伝言板

少年健全育成啓発事業」に使用し、そ

大 学 の 理 学 部、 工 学
部の3・4年 次 ま た は、
大学院修士課程在学
12月1日
（木）
〜
（正規の修業年限が終
平成24年2月4日（土）
平成24年1月
わ る 年の4月1日 現 在
※合格発表は平成24年4
13日
（金）
で26歳未満
月下旬
※大学院修士課程在
学者は28歳未満

࠾▱ࡽࡏࡣ⾲⣬ࡽ
※フリーマーケットに出品する手作り
品を募集しています。なお、フリーマ
ーケットで得た収益は、あゆみ会の福

バドミントン連盟

祉事業に活用します。

鈴木進さん ☎・N（36）1650

心の悩みが大きくなると自殺に結び
つくこともあります。悩みが大きくな
んか。
▼

とき＝12月1日
（木）
午後2時から4時
まで

家族介護者交流会
「第8回地域
サロン〜パッククッキング②」
地域包括支援センター 高齢福祉課内
☎
（32）
8500 N（34）
3388

▼

▼

込用紙（総合体育館受付で配布）
に必

ら午後0時30分まで

要事項を記入して、総合体育館へ直

▼ ▼

▼ ▼ ▼

ところ＝明越会館調理室

接。または鈴木進さんへファクス

内容＝介護者同士の交流、介護に関

で

クッキング

催し

申し込み＝11月7日
（月）
から25日
（金）
までに保健センターへ電話、または
直接

第15回あゆみ祭

講座・教室

社会福祉法人あゆみ会
☎（32）2501 N（32）2610
{ayumikai@hm2.aitai.ne.jp

社会福祉法人あゆみ会では、日ごろ
の地域の皆さん一人一人の温かいご支
援ご協力に深く感謝し、本年度も
「あ
▼

ゆみ祭」
を開催します。
とき＝11月12日
（土）
午前10時30分

対象＝高齢者を自宅で介護している
人とその家族

小原四季桜まつり

定員＝先着で20人程度
参加費＝200円（軽食代、当日集金）

小原観光協会 ☎0565（65）
3808

申 し 込 み＝11月8日（火）
までに特

11月5日
（土）
から12月4日
（日）
まで、

定非営利活動法人あいちNPO市民

小原ふれあい公園、和紙のふるさと、

ネ ッ ト ワ ー ク セ ン タ ー へ 電話
（☎

北部生活改善センター、川見四季桜の

090(4164)1606）、またはファクス

里で小原四季桜まつりを開催します。

せんみ

▼

▼ ▼

託児＝なし

▼

講師＝ホリスティック心理教育研究

▼ ▼ ▼

募集

とき＝11月9日
（水）
午前10時30分か

する情報提供、介護に役立つパック

所所長の中川一郎さん

録者1,500円、高校生500円
申し込み＝11月11日（金）までに申

定員＝先着で100人
なかがわいちろう

参加費＝連盟登録者1,000円、未登

▼

ロンを開催します。

▼

ール

対象＝市内在住の人
（学生は除く）

校生以上の人）

高齢者を自宅で介護している家族が、
クスできる時間を過ごせるよう地域サ

活動を交えた講話

ところ＝総合体育館
対象＝市内在住、在勤または在学（高

ところ＝サンアートレセプションホ

講話および実技、東日本大震災での

後5時まで
内容＝男女別ダブルス1部、2部

日ごろの介護の疲れを癒やし、リラッ

内容＝ストレス対処のヒントとなる

とき＝11月20日
（日）
午前9時から午

とき・ところ・内容＝下表のとおり

（N
（34）6772）で
■

相談

る前に対処方法を一緒に考えてみませ

▼

保健センター ☎（34）5311 N（34）5969

す ず き すすむ

▼ ▼ ▼

自殺予防講演会

第22回総合体育大会バドミ
ントン大会

▼

案内

品やご家庭で不要となったリサイクル

小原四季桜まつり日程

イベント名

とき

ところ

11月5日（土）
和紙のふるさと太鼓、豚汁、
10:00〜
菓子投げ
オープニング
イベント
11月6日（日） 小原ふれあい公園
10:00〜
小原の特産品抽選会（先着）

▼

みの丘
（打越町新池浦83-7）
▼

伝言板

から午後1時30分まで
ところ＝社会福祉法人あゆみ会しお
内容＝フリーマーケットや屋台、喫
茶、抹茶、オークション、ゲーム、
各種コーナーなど
25

内容

11月13日（日）川見四季桜の里
メインイベン 10:00〜
ト
和紙のふるさと
11月13日（日）
14：30〜

小原たまごのつかみどり（先
着）
抹茶の野点、琴の演奏
菓子投げ

▼

対象＝神経系難病患者とその家族

し、今年で10年が経過しました。こ

せきずいしょう
たはつせいこうかしょう

たけいとうい

脳変性症、多発性硬化症、多系統萎

れを記念して特別講演を開催します。
▼

のうへんせいしょう

とき＝11月26日（土）午後2時から4

しゅくしょう

定員＝先着で30人

ところ＝サンアート小ホール

のむらゆうこ

講師＝音楽療法士の野村裕子さんと

若山美幸さん

スケア お一人様でも安心 」
②「当院
み

お が さ わ ら ぶんゆう

理事長兼院長の小笠原文雄医師②市
なかじま も り お

とき＝12月6日
（火）
午前10時から

め、同じ悩みを持つ人と話してみませ

午後1時まで（受付は午前9時45分

んか。

から）

▼

時まで
▼

▼ ▼

とき＝11月14日（月）午後2時 から4
ところ＝衣浦東部保健所（本所）大会

▼

内容＝講和
「社会参加に向けた支援

考える「まちづくりワークショップ」

とは」
、交流会

を開催します。今回のテーマは
「いい

▼ ▼ ▼

▼ ▼ ▼
▼ ▼

持ち物＝エプロン

対象＝うつ病患者の家族

じゃんまつり」です。皆さんのアイデ

参加費＝無料

アで、いいじゃんまつりをより楽しい

講師＝矢作川病院 産業精神保健
（IMH）

とき＝12月3日（土）午後6時30分か

▼

研究所所長の小瀬木尚美さん
申し込み＝衣浦東部保健所健康支援
課こころの健康推進グループへ電話で

衣浦東部保健所
（本所）
健康支援課
☎ 0566（21）4778 N0566（25）1470

室

みよし市民病院新築移転
10周年記念「健康講座」

▼

第2回神経難病患者・家族教室

ところ＝ふれあい交流館2階大会議
内容＝市民にとってのいいじゃんま
つりをみんなで考え、より楽しいお祭

市民病院 ☎（33）3300 N（33）3308

りにするためのアイデアを出し合う
▼ ▼ ▼

直接

ら8時30分まで

対象＝市内在住、在勤の人

音楽を使って、心と体のリラックス

定員＝抽選で30人

とき＝11月11日
（金）
午後2時から4時

申し込み＝11月21日（月）までに応
募理由、住所、氏名、年齢、電話番

▼

まで
ところ＝衣浦東部保健所 3 階大会議

号、いいじゃんまつり参加経験の有

おおてまち

室（刈谷市大手町 1-12）
▼

無を明らかにして、市民活動支援課

内容＝講話と実技
「歌って、奏でて、

へ電話、ファクス、電子メール、ま
市民病院は平成13年5月に新築移転

たは直接
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伝言板

▼

をしませんか。

楽しくリハビリ」、交流会

講座・教室

までに保健センターへ電話、または

お祭りにしましょう。
▼

お ぜ き なおみ

申し込み＝11月7日
（月）
から18日
（金）

市民活動支援課 ☎
（32）
8025 N
（32）
2165
{katsudo@city.aichi-miyoshi.lg.jp

催し

険料）

出前講座「まちづくりワーク
ショップ〜みんなのいいじゃ
んまつり〜」

市民の皆さんと一緒にまちづくりを

議室
（刈谷市大手町 1-12）

参加費＝ 250円
（材料費の一部と保

申し込み＝不要。当日、会場へ直接

募集

▼

病気や家族の対応について理解を深

▼

民病院消化器科部長の中島守夫医師

☎ 0566（21）4778 N0566（25）1470

定員＝先着で20人

相談

講師＝①医療法人聖徳会小笠原内科

衣浦東部保健所（本所）健康支援課

対象＝市内在住の男性

定員＝先着で400人
参加費＝無料

うつ病家族教室

ニュー

と

における在宅での看取りの現状」
▼ ▼ ▼

申し込み＝11月10日（木）までに衣
ループへ電話で

内容＝パエリアと野菜たっぷりのメ

内容＝①
「地域で支える在宅ホスピ

わかやま み ゆ き

浦東部保健所健康支援課地域保健グ

ところ＝保健センター

▼ ▼

▼ ▼

時まで

▼

食生活改善推進協議会 保健センター内
☎
（34）
5311 N（34）
5969

縮 症 など）

▼

できる男のヘルシークッキン
グ！

案内

（パーキンソン病関連疾患や脊 髄小

までにボランティアセンター
（福祉

案内

センター内）へ電話、または直接

親子で作ろうエコグッズ講座
ボランティアセンター 福祉センター内
☎（34）1588 N（34）5860

ƳƔǑƠǯȩȖϤƷ૨҄ᜒࡈ
žȈȸȫȚǤȳȈſ

▼

࠾▱ࡽࡏࡣ⾲⣬ࡽ
問い合わせ＝なかよしクラブ事務局
へ電話、ファクスで

ステップアップセミナー
市民活動支援課 ☎
（32）
8025

なかよしクラブ事務局
三好中学校内 ☎・N
（34）
1771

▼

冬のウエルカムボードを作ります。

相談

とき＝11月26日
（土）
午後1時30分か

▼

ら4時まで
ところ＝なかよしクラブハウス
（三

▼ ▼ ▼

好中学校北校舎2階）
対象＝高校生以上の人

とき＝12月18日
（日）
午前9時から正

参加費＝会員…1,700円、団体会員

ぱ力アップ。家族みんなが笑顔になる

…1,800円、非会員…1,900円
（材料

講座に参加してみませんか。

費込み）

とき・ところ・日程＝下表のとおり

持ち物＝筆洗い用の瓶、牛乳パック、

申し込み＝11月15日（火）までの平
日午前8時30分から午後5時までに

▼

雑巾

▼ ▼ ▼ ▼ ▼

午まで

ップ。ぱぱは子どもとクッキングでぱ

▼ ▼

「鍋帽子」
を親子で作ってみませんか。
▼

募集

これからの季節のために調理グッズ

定員＝若干名

▼

毎月第3日曜日は「家庭の日」です。

女性はリンパマッサージで女子力ア

申し込み＝平日（月曜日を除く）の午

住所、氏名、電話番号を明らかにし

対象＝市内在住の親子

後1時から5時まで、土・日曜日の午

て、市民活動支援課へ電話、または

定員＝先着で10組

前9時から正午、午後1時から5時ま

直接

参加費＝1人1,500円

でに、なかよしクラブ事務局
（三好

※申し込み多数の場合は抽選となりま

申し込み＝11月1日
（火）
から30日
（水）

中学校北校舎2階）へ直接

す。

ところ＝福祉センター分館

催し

■ステップアップセミナー日程
教室名

とき

ところ

内容

対象

定員

講師

受講料

講座・教室

顔のリンパマッサージとメ
12月3日
ビューティオフィス
リンパマッサ
ユ ウ ビ
すずき み
明越会館 ーク術で小顔＋美肌＋健康 市内在住、在勤の女
（土）
15人 YU-BI代表の鈴木美
ージで女子力
10：00〜 多目的室 を手に入れ、心も体もリフ 性
ど り
UP!!
登里さん
12：00
レッシュ
1,000円
（材料費
含む）

伝言板

クッキングを通して父子の
市内在住、在勤のお
コミュニケーションを深め
12月3日
ぱぱと一緒に
父さんと子ども（小
明越会館 、モテモテぱぱに。
（メニュ
（土）
NPOファザーリン
クリスマス料
中学生）
12組
10：00〜 料理研修室 ーは、ピザと水菜ベーコン
グ・ジャパン講師
理を作ろう!
※子どもは2人まで
サラダ、シャンパンゼリー）
12：30
参加できます
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とき＝11月23日
（祝）
午後1時30分開

（090
（3423）8144）で
電話
（☎090
（7678）
6691）
、または
し ゅ み ゆうゆう

NHK教育テレビ
「趣 味悠 々」でおな
じみの、IWAO先生のウクレレライブ

電子メール
（{ymdmnr@hm5.aitai.

回定期演奏会

▼

れてみませんか？

▼ ▼

マ イ

カ フ ェ

曲目＝アルヴァマー序曲、アルメニ
ドレー、海猿など
入場料＝無料

平成22年にみよし市で初めて設立
さ れ た 市 民 吹 奏 楽団
「シンフォニッ

申し込み＝不要。当日、会場へ直接
いちかわ み ず ほ

問い合わせ＝代表の市川瑞穂さんへ

相談

●シンフォニックウインズみよし第1

場は、午後1時30分）

ところ＝サンアート小ホール
アンダンスパート1、ディズニーメ

ne.jp）
で

です。ウクレレの優しい調べに癒やさ
とき＝11月27日
（日）
午後2時開演
（開

演
（開場は、午後1時）
▼ ▼

よし2011

問い合わせ＝担当の山田稔さんまで

▼ ▼ ▼

●「IWAO」
魅惑のソロウクレレインみ

や ま だ みのる

▼

イ ワ オ

らでもご覧いただけます。
▼

申 し 込み＝MY CAFEま で 電話（☎

（Shttp://web.chobi.net/˜swm/）か

案内

▼ ▼

入場料＝ 2,500円（ドリンク別）

しもつじ

ところ＝MY CAFE
（莇生町下辻34-6）

クウインズみよし」の第1回定期演奏

対象＝どなたでも可

会を開催します。またホームページ

電話（☎（36）4792）、またはメール
（{swmiyoshi@gmail.com）

総合型地域スポーツクラブで「笑顔づくり・仲間づくり」
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

みよし市内では、 スポーツを生活の一部として捉え、 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

【三好さんさんスポーツクラブ「ニュースポーツ」講座】
今、自分の思う通りに体が動かない子、体の硬い子、すぐにゴロゴロしてしまう子が増えていて、基本的な体の動
きがスムーズにできない子が多くいます。遊びながら体をいっぱい動かして、健康で強い体を作りましょう。また、
とき＝金曜日の午後7時から8時30分まで（月3回）
ところ＝南中学校体育館と武道場
内容＝①幅跳びや逆立ち、縄跳び、ボール遊びなど②キックベースボール、キンボール、ショートテニス、バドミ

催し

▼ ▼ ▼

隣のコートでは大人のソフトバレーやインディアカ講座も開催していますので、親子で楽しく運動できます。

▼ ▼

ントン、ドッジボールなど
対象＝①年長園児から小学校2年生まで②小学校3年生から中学校3年生まで
参加費＝半期会費として4,100円（入会金1,000円、講座参加費半期分2,500円、保険料600円）。無料体験も実施

▼

申し込み＝午前9時から午後3時（日・月曜日および祝日を除く）までに参加費を添えて、三好さんさんスポーツクラ
ブ事務局へ直接
【ニュースポーツ参加者の声】

講座・教室

（ただし、1人1回のみ）

すぎやま こ う き

杉山幸輝くん（写真左）
キックベースボールをいろんな学年の子と一緒にできて楽しいです。
ま ぶ ち ひかる

馬淵光くん（写真右）

【三好さんさんスポーツクラブ事務局】 明越会館内 ☎・N（34）
3621
受付時間 火曜日から土曜日までの午前9時から午後3時まで
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伝言板

ドッジボールで対戦するのが一番楽しいです。

＊市内の外国人登録者数/市全体人口に占める割合:1,491人 / 2.6%
（10月1日現在）
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

ご つうやく

☎
（32）
8012

8048
N（32）

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

࠾▱ࡽࡏࡣ⾲⣬ࡽ

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
か ぐ と う て ん と う ぼ う し き ぐ と り つ け じ ぎ ょ う

家具等転倒防止器具取付事業
（日本語の記事は29ページ参照）
Equipamentos de prevenção
de quedas e fixação de
móveis da cidade de Miyoshi
Setor de Segurança e Prevenção
Contra Acidentes
Tel(32)8046 Fax(32)2165
{bosai@city.aichi-miyoshi.lg.jp
Promovemos a preparação para
terremoto em famílias que precisam
de assistência durante o desastres,
faça uma instalação gratuíta
de equipamentos de prevenção
de quedas de móveis até o limite
de quatro ítens tais
como guarda-roupa,refrigeradores
etc.
Público alvo = Corresponde a
qualquer das seguintes famílias que
residem na cidade (apenas para fixar
móveis da casa ).
①As famílias são de pessoas acima
de 65 anos
②Famílias com pessoas deficiência
física nível de grau 1 e 2, manual de
intervenção(ryoiku techo)decisão A e
B, certificado de grau de deficiência
mentais nivel 1 e 2.
②Apoio necessários e direito de
Seguros de Assistência aos Idosos,
composto os lares só de idosos.
③Casas de mãe solteira(famílias

com os filhos do meio escolar e suas
mães).
※Para as famílias que foi realizado
até agora e excluídos.
Número fixo＝20 famílias no sorteio.
Custos＝Gratuíto.
Inscrição＝Apartir de 7 de novembro
(segunda feira) até 30 de novembro
(quarta feira), preencher o formulário
de inscrição (distribuída em
Prevenção de Desastres e Divisão
de Segurança)e mandar por ,Fax na
Divisão de Segurança,
ou diretamente.
Aichi Bosai Kyodosyakai
Suishinkyogikai promoverão de
conscientização de móveis com o
tema de [quedas e fixação de móveis]
Para mais informações na página
inicial de Aichi Bosai Kyodosyakai
Suishinkyogikai(Shttp://www.pref.
aichi.jp/0000003405.html) visite.
Miyoshi Furniture Fall-down
Prevention Equipment Install
Project
Disaster prevention and safety
division. Tel (32)8046 FAX (32)2165
{bosai@city.aichi-miyoshi.lg.jp
To promote earthquake
countermeasures in family for families
need assistance during disasters, we
provide equipment install service for 4

items such as chest and refrigerator for
free.
Target＝ the following families (Only for
the furniture indoor)
①Elder person who is older than 65
and lives alone
②Family which consist persons who
have physical disability certificate level
1, level 2, intervention handbook level
A, level B, mental disability certificate
level 1 or level 2
③Family which consist only by persons
who are defined request assistance or
care service in care insurance law
④Family which consist only by a child
who is not older than middle school
students and his/her mother
Capacity＝ 20 Families, choose by
lottery
Fee＝ Free
Application＝ Fill in and send fax or
bring the application form (distributed
at Disaster prevention and Safety
division) by November 7th (Mon) to
November 30th (Wed)
Aichi Council of Cooperation Social
Promotion for Disaster Prevention
is promoting for awareness on the
theme of Falling down prevention of
furniture and book shelves . For the
detail, please access the website of
the Council (Shttp://www.pref.aichi.
jp/0000003405.html)

PHONE
施設名

11月の休館日

電話番号

施設名

11月の休館日

電話番号

☎(33)3300
（8:30〜16:00）…………………………
土・日・祝
みよし市役所（8:30〜17:15）……………………………
☎(32)2111 みよし市民病院
土・日・祝
☎(34)5311
（8:30〜17:15）…………………………
土・日・祝
火
サンネット
（10:00〜19:00） …………………………
☎(33)4150 保健センター
土・日・祝
☎(34)1588
（8:30〜17:15）…………………………
サンアート
（9:00〜21:00）……………………………
月
（祝日を除く） ☎(32)2000 福祉センター
土・日・祝
☎(34)1988
（8:30〜17:15）…………………………
☎(32)2162 生きがいセンター「太陽の家」
月
ふれあい交流館
（9:00〜21:00）………………………
月
☎(34)6111
（9:00〜17:00）…………………………
中央図書館
（9:00〜17:00）
………………………………
月（祝日を除く）、24（木） ☎(34)3311 さんさんの郷
土・日・祝
☎(33)3441
歴史民俗資料館 …………………………………………
月
（祝日を除く） ☎(34)5000 学習交流センター（8:30〜17:15）……………………………
土・日・祝
☎(36)8228
安心ステーション
（9:00〜17:00）
………………………
（9:00〜16:30）
☎(32)3044
月・祝
総合体育館（火曜日〜土曜日
………………………………………………
9:00〜21:00、日 9:00〜17:00）
・月 ☎(34)3131 勤労青少年ホーム ………………………………………
☎(32)8558 （火曜日〜土曜日 13:00〜21:00、日 9:00〜17:00）
月
三好池カヌーセンター
（8:30〜17:15）………………………
☎(34)6641 明越会館
☎(34)3370
（受付9:00〜17:00）…………………………
月
月
保田ケ池カヌーポロ競技場管理事務所 ……………………
☎(36)8625
きたよし地区公園管理事務所 …………………………
月
（8:30〜17:15）
土・日・祝
学校給食センター
（8:30〜17:15）……………………………☎(32)0100
（受付9:00〜17:00）

21

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

24

マラソン

1 小学生男子

10:00

小学生男子
（1〜3年生） ※3部と同時スタート

2 小学生男子

9：50

3 小学生女子

10:00

4 小学生女子

9：50

5 中学生男子

10:10

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 ※6部と同時スタート

10 一般フリー

10:30

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

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
小学生女子（4〜6年生） ※2部と同時スタート
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
5.4km 39歳以下の男性（中学生以下を除く） ※5部・8部と同時スタート
※5部・7部と同時スタート

●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
市内在住で中学生以下を除く6人
2 地区対抗中学

駅 伝

市内在住の中学生6人
中学生以上6人
各部ともチームに女性
10:20
17.9km ※市内在住・在勤、または在学の人が参
を2人以上含むこと
加申し込みの代表者となり、必ず出場
3 一般フリー
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（3.3km）
・3区
（3.9km）
・4区
（1.3km）
・5区（1.7km）
・6区
（4.3km）
●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）
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︵ ︶６０３０

40

32

N
34

▼問い合わせ＝スポーツ課

０ 24

☎
︵ ︶８０２７

▼とき＝平成

年１月 日 日( 午)前８時
分まで︵雨天決行︶

分から午後 時

40

▼先日︑しばらく開けていなかっ

た救急箱を見てみると︑中に入っ

ている薬が︑どれくらい古いもの

か 分 か ら な い も の が あ り ま し た︒

有効期限が明記されているものは

それに従うとして︑表示のないも

のも︑買ったときから︑一応２年

を目安とした方が良いとされてい

ます︒それ以上古いものは︑害に

なることはないでしょうが︑効き

目は期待できません︒皆さんも長

期間ストックしそうな常備薬の

箱には︑買った日の日付をメモし

ておくと良いと思いますよ︒
︵正︶

▼昨年︑雨のため中止となってし

まった﹁みよし市体育祭﹂が︑今年

は晴天の下︑開催されました︒写

真係として参加した私も︑熱戦を

繰り広げる各行政区の選手や一生

懸命応援する人たちの表情を間近

に見て︑シャッターを押す指に自

然と力が入りました︒参加した皆

さんの勝敗だけではなく︑地域が

一丸となってひとつの目標に向か

っ て 協 力 し 合 う こ と で 生 ま れ る︑

充実した笑顔が印象的でした︒よ

りたくさんの人に︑こうした体験

をしてもらいたいものです︒︵橋︶

編 集 後 記

▼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︵スポーツ傷害保険

料含む︶

一般⁝１︑０００円

日

１

①ジョギングの部

中学生以下⁝５００円

一般⁝２︑０００円

月

12

②マラソンの部

日︵ 水 ︶か ら

２

中学生以下⁝５００円

月

11

③駅伝の部⁝１チーム１２︑０００円

▼申 し 込 み＝

︵木︶までに︑申し込み用の郵便振替用紙

︵総合体育館︑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︑郵便局へ直接︑または

ホ ー ム ペ ージ
︵ Shttp://runnet.jp/
︶で
も 可︒ た だ し︑ 駅 伝 の部﹁ ３部 一 般 フ リ

ー﹂は ホ ー ム ペ ー ジ か ら の 申 し 込 み のみ

︵先着で１２０チームまで︶︒また︑地区

対抗駅伝に出場する各行政区は取りまと

1

めてスポーツ課へ直接
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※ 当 日 は 通 行 規 制 を 実 施 し ま す︒︵ 広 報 平

成 年１月 日号に掲載予定︶

※スタート時刻は予定です。

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
スタート時刻
ふれあい
9:15
ジョギング
9:20
チャレンジジョギング
9:30

平成23年11月１日 広報みよし 第1007号 20

