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こちらからお読みください

▲

お知らせ版

愛知用水通水50周年記念

友好の森ふれあいツアーの参加者募集
き そ

みたけ

じょかんばつ

長野県木曽郡木曽町三岳にある
「みよし市友好の森」
での、除間伐作業の体験や森林散策
とき＝7月30日（土）午前8時市役所出発、午後7時市役所到着予定
ところ＝長野県木曽郡木曽町三岳「みよし市友好の森」
内容＝木の幹や枝を切るなど、森の環境保全活動（少雨決行。天候により木工品作りな

▼ ▼ ▼ ▼ ▼

どに変更の場合あり）
対象＝市内在住、在勤の小学生以上の人で介助なしで行動できる人
（小学生は保護者同伴）
定員＝50人（応募多数の場合は、抽選により決定）
参加費＝100円（傷害保険として当日徴収）
持ち物＝弁当、水筒、敷物、作業のできる服装、長靴、ヘルメット、軍手、雨具など
申し込み＝6月30日
（木）
までに住所、氏名、年齢、学年
（小学生のみ）
、電話番号を明ら
かにして、秘書広報課へ電話、ファクス、電子メール、または直接
▼

Hot Line 広報みよし 平成23年6月１日号 №997

古紙配合率 100％再生紙を使用

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
ホームページ Shttp://www.city.aichi-miyoshi.lg.jp/

▼ ▼ ▼

を通して、環境保全や森林の大切さを楽しみながら知っていただく体験型のツアーです。

問い合わせ＝秘書広報課 ☎
（32）
8032 N(34)6008 {hisyokoho@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 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。
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 6月6日
（月）
、
7月4日
（月）
8：00〜、
18：00〜
問い合わせ 秘書広報課 ☎（32）8357 N（34）6008

全期前納の納付期限=6月30日
（木）

案内

※期限内に全期分を振り替え、または
納付されない場合は報奨金制度が利用

黒笹小学校の図書室開放
学校教育課 ☎（32）8026 N（34）4379

学校図書室の地域開放モデル事業と
して、学校と地域の絆を深めるため、

【平成24年度以降の報奨金制度廃止】
来年度からは、個人市県民税の前納
報奨金制度が廃止されます。

都市計画の変更（案）の縦覧
都市計画課 ☎（32）8021 N（34）4429

開放します。

緊急経済対策中小企業雇用
安定補助金の交付
農政商工課 ☎（32）8015 N（34）4189

東日本大震災などの影響により、生
産調整などのために一時休業を行い、
従業員に休業手当を支給した中小企業
経営者に対して補助金を交付します。
対象=市内の事業所において休業を
実施し、平成23年度中に国から中小

とき=6月4日(土)から平成24年3月

全の方針に係る変更
（案）を次のとおり

企業雇用安定助成金の支給決定を受

31日（土）までの毎週土・日曜日、祝

縦覧します。この変更（案）について、

けた中小企業事業主

日（年末年始・学校行事開催日を除く）

意見のある人は縦覧期間満了の日まで

の午前10時から午後3時まで

に愛知県に対して意見書を提出するこ

の2割（ただし、 国 の 支 給 率 の 上 乗

とができます。

せがあった場合は1割）

▼

までの午前8時30分から午後5時まで
（土・日曜日を除く）
黒笹小学校

至三好ケ丘

黒笹公民館

県道
米野木
莇生線

縦覧場所 = 愛知県建設部都市計画課

（県庁本庁舎5階）
および、都市計画課
（市役所東館2階）

問い合わせ=農政商工課商工労政観
光係へ電話、または直接

農業委員選挙の説明会
みよし市選挙管理委員会 総務課内
☎（32）8000 N（32）2165

内容 = 学校図書室の本の閲覧
（貸出

に愛知県建設部都市計画課（〒460-

立候補を予定している人を対象に、説

は不可）

8501住所不要）もしくは都市計画課

明会を開催します。

問い合わせ = 開放日など詳しくは、
ページ
（Shttp://www.city.aichimiyoshi.lg.jp）
で

たは直接

商工業振興資金信用保証料
補助金の補助率引き上げ
農政商工課 ☎（32）8015 N（34）4189

口座振替を利用する人は預貯金残高

伝言板

をご確認ください
（残高不足により全
期分を振り替えできなかった場合は、
今年度に限り期別振替となります）
。
納付書で納付する人は納付期限まで
に、指定金融機関などで納付をお願い
します。
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とき =6月21日（火）午後1時30分か
ら3時まで
ところ = 市役所東館3階研修室

固定資産評価審査委員会委員の選任
みよし市固定資産評価審査委員会 総務課内
☎（32）8000 N（32）2165
みつおか

とした商工業振興資金に係る信用保証

固定資産評価審査委員会委員に光岡

料補助金の補助率と上限額をそれぞれ

靖夫さんが選任されました。この委員

一時的に引き上げます。

会は、固定資産課税台帳に登録された

▼

収納課 ☎（32）8051 N（32）2585

緊急経済対策として中小企業を対象

実施期間 = 保証日が平成23年4月1

固定資産の価格について不服がある場

日から9月30日まで

合、中立の立場で審査を行う機関です。

やすお

※10月1日以降は現行どおりです。
▼

市県民税
（普通徴収分）
の全期
前納

申出期間などは法律で定められてい

補助率 = 信用保証料の10割、上限額

ますので、詳しくは固定資産評価審査

30万円（現行は8割、上限額20万円）

委員会（総務課）までお問い合せくださ

▼

講座・教室

学校教育課へ電話、またはホーム

（〒470-0295住所不要）に郵送、ま

▼

対象=どなたでも可

▼

みよし市農業委員会委員一般選挙に

▼

意 見 書 の 提 出 =6月28日（火）
まで

▼ ▼

催し

小石川

黒笹

▼

名鉄
黒笹駅

▼

至米野木

縦覧期間=6月14日
（火）
から28日
（火）

三好
カントリー

補助率=国が認めた休業手当支給額

▼

▼

東名高速道
路

募集

ところ =黒笹小学校図書室

▼

都市計画区域の整備、開発および保

お気軽にご利用ください。
▼

相談

市民の皆さんに黒笹小学校の図書室を

できませんのでご注意ください。

光係へ電話、または直接

▼

▼

࠾▱ࡽࡏࡣ⾲⣬ࡽ

問い合わせ=農政商工課商工労政観

い。

【39歳以下の健診、日程変更のお知らせ】 保健センター ☎（34）5311 N（34）5969
平成23年度保健事業日程表（広報みよし4月1日号に合わせて配布）に掲載している
実施日を一部、次の通り変更します。ご注意ください。
7月12日
（火）→7月13日（水）

定時振込予定日 =6月10日（金）、10

▼ ▼

の人は各勤務先へお尋ねください。

自己負担金 = 無料
受診方法 = 成人歯科健診受診券に

月7日
（金）

記載の実施医療機関に予約のうえ受

※振り込み案内書は送付しませんので、

案内

子育て支援課 ☎
（32）
8034 N
（34）
3388

年3月31日生まれの人

育て支援課へお越しください。公務員
▼

平成23年度の子ども手当

診（成人歯科健診受診券が必要）

通帳記入などで確認して下さい。

61歳から65歳対象の歯科健診
早期教育相談
学校教育課 ☎（32）8026 N（34）4379

【本年度の現況届について】
子ども手当を受給している人は、毎

愛知県教育委員会では、幼児（3歳

本年度は現況届を提出していただく必

学する児（6歳まで）とその保護者を対

要はありません。ただし、10月ごろ

象とした早期教育相談を実施します。

に子ども手当の支給に関する法律が改

相談は予約制で、無料で行います。
診を今年度から開始します。

ますので、ご承知おきください。

とき=8月1日
（月）
午前10時から午後
3時まで

とき=6月1日（水）から12月26日（月）

みょうだい

▼

かの手続きをしていただく場合があり

▼

61歳から65歳の人が対象の歯科健

▼

以上）から、平成24年度に小学校に入

募集

年6月に現況届の提出が必要ですが、

正される見込みです。その場合、何ら

相談

保健センター ☎（34）5311 N（34）5969

ところ=西三河総合庁舎（岡崎市明大
じ ほんまち

認定請求の手続きが必要ですので、子

内容 = 歯・歯周組織の診察

申し込み=学校教育課へ電話、また

対象 = 昭和21年4月1日から昭和26

は直接

催し

市民病院の新任医師紹介

寺本町1-4）
▼

手当を受けていない人は、子ども手当

まで
▼ ▼

なお、子ども手当を受給できる人で

みよし市民病院 ☎（33）3300 N（33）3308
か み で しんいち

みよし市民病院に4月1日より、第二循環器科部長として、藤田保健衛生大学循環器内科から上出真一医師、
わかつき じゅん

小児科部長として名古屋市立大学小児科から若月準医師が就任しましたので紹介します。

か み で

第二循環器科部長

しんいち

上出 真一さん

じゅん

若月 準さん

これまで小児の救急集
中治療を専門として、幅
広い病気やけが、特に重
症のお子さんを中心に診
てきました。
今後はこれまでの経験
を 生 か し、 病気・け が の
予防や重症化させないた
めの診療、アレルギー疾
患にも力を入れていきた
いと思っています。また各専門医とも連携し、トータ
ルに地域の子どもたちの健康と生命を守っていきたい
と思いますので、よろしくお願いします。

平成23年６月１日

広報みよし

第997号

伝言板

名古屋市内の総合病院
で循環器内科を中心に診
察してきましたが今回、
縁あってみよし市民病院
へ転勤してきました。
カテーテル治療をはじ
めとした循環器疾患の治
療や生活習慣病など市民
の皆さんの健康増進のた
め、より良い医療を提供
できるように努めさせていただきますので、どうぞよ
ろしくお願いします。

わかつき

小児科部長

講座・教室

医師からのあいさつ
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࠾▱ࡽࡏࡣ⾲⣬ࡽ

▼ ▼ ▼

美しい歌声をお聞かせください。
とき=12月11日（日）午後1時開演予定

養護学校への体験入学

ところ = サンアート大ホール

予定で、障がいがあると思われる子と
て知るための体験入学を行います。
体験入学日以外にも、随時相談を行

参加費 = 無料

7 0 2 2達成者
保健センター ☎（34）5311 N（34）5969

70歳で歯が22本以上ある人の顕彰
を行います。
対象=昭和15年4月1日 か ら 昭 和16

事前打ち合わせ = 団体の代表者は

年3月31日までの生まれで、自分の

本番前に2回程度打ち合わせ会議に

歯が22本以上残っている人

出席が必要

申し込み =7月30日（土）までに豊田
加茂歯科医師会会員の歯科医院で

の住所、氏名、電話番号および団体

70歳歯科健診
（無料）
、または7月1

る子】

名を明らかにして教育行政課へ電話、

日（金）に保健センターで 行う成人歯

ファクス、電子メール、または直接

科相談を受診（電話予約が必要）

っています。お気軽にご相談ください。
【知的な発達の遅れや情緒に障がいのあ
とき=9月13日
（火）
、28日
（水）
電話=☎
（34）
4832

【手足が不自由な子】
もとじゅくちょう

○愛知県立岡崎養護学校（岡崎市本宿町

登録統計調査員

その他 = 該当者は社会福祉大会で
顕彰予定。詳細は別途郵送で通知

情報システム課 ☎（32）8006 N（32）2165
Shttp://www.city.aichi-miyoshi.
lg.jp/kikaku/toukei/index.html

あざ こ し ん で ん

▼ ▼

字古新田78
とき=9月16日（金）、10月21日（金）

国勢調査や工業統計調査など各種統
計調査に従事する、統計調査員として

電話=☎0564（48）2601

ちょうはらやま

登録していただける人を募集します。
▼

○豊田市立豊田養護学校（豊田市大清水

障がい者施設の見学ツアー
福祉課 ☎（32）8010 N（34）3388

特別支援学校高等部卒業後のことな

とき=9月16日
（金）
、10月12日
（水）

席、調査票の配布・回収、調査書類

どについて考えるきっかけにするため

電話=☎0565（44）1151

の点検・提出など

に、市内の通所型障がい福祉事業所の

登録の資格要件 = ①統計調査に対

見学ツアーを企画しました。お気軽に

とき= 10月21日
（金）
、11月16日
（水）

し責任をもって遂行できる人②調査

ご参加ください。

ところ=愛知県立大府養護学校（大府

で知り得たことなど、秘密の保持が

▼

▼

仕事の内容 = 調査員説明会への出

町原山66）
▼ ▼

とき=6月23日（木）午前9時30分（市

もりおかまち お さ か だ

【共通】
申し込み・問い合わせ=事前に各学校

齢が満20歳以上満70歳以下の人
調査員の身分 = 調査期間中は、非
常勤の公務員
▼

へ電話で

教育行政課 ☎
（32）
8028 N
（34）
4379
{kyouiku@city.aichi-miyoshi.lg.jp

報酬 = 統計調査員として従事して
いただいた人には報酬が支払われま
す
（調査の種類や業務量により金額
が異なります）。

▼

伝言板

みよし音楽祭
「市民合唱交流会」
の参加団体

申し込み = みよし市登録統計調査

▼

務に従事していない人④申請時の年

役所集合）から午後2時30分まで
内容 = 市内の通所型障がい福祉事業
所（サンタ工場、しおみの丘、ひかり
の丘みよし、わらび福祉園）の見学
▼

電話=☎0562
（48）
5311

できる人③税務、警察または選挙事

対象 = 市内在住の特別支援学校高
等部1・2年生生徒の保護者

▼

▼

市森岡町尾坂田1-11）

▼

講座・教室

▼ ▼

【病気で入院している子】

参加費 = 無料
（ただし、昼食費 500
円程度が別途必要）

▼

催し

おおしみず

▼

募集

ところ = 愛知県立三好養護学校

▼

申し込み =6月30日（木）までに代表者

▼ ▼ ▼

相談

その保護者を対象に、養護学校につい

市民が参加している団体
▼ ▼

来年度に小・中・高等学校へ入学する

対象 = 市内で活動する団体または

▼

学校教育課 ☎
（32）
8026 N（34）
4379

報システム課へ直接
ななまるにいにい

▼

案内

る団体を募集します。ぜひ、皆さんの

課で配布）に必要事項を記入し、情

▼

しています。市民合唱交流会に参加す

申し込み =6月20日（月）までに福祉
課へ電話、または直接

市民合唱交流会は市内で活動してい

員登録申請書
（ホームページからダ

※見学は福祉課職員、または障がい者

る合唱団が日ごろの練習の成果を発表

ウンロード可、または情報システム

相談支援事業所相談員が随行します。
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後1時45分まで
ところ＝泰山寮内

援センターへ電話、または直接

観劇会「人形劇を観よう！」

参加費＝無料

※開寮記念祭に協力していただけるボ
ランティアさんも募集しています。ま

みどり保育園内 ☎
（36）
0785

た、個人参加者も歓迎します。

▼

三好丘地区子育て支援センターから

案内

社会福祉協議会から
☎（34）1588 N（34）5860

区を明らかにして黒笹地区子育て支

▼ ▼

ふれあいバード

とき＝6月24日（金）午前10時30分
から11時10分まで

▼

対象＝未就園児とその保護者

譲ります
（有料）
= 育児用品、釣
り道具、保育園のスモッグ

▼

る人と一緒に体を動かしてみませんか。
とき＝6月12日（日）午前10時から正

講師＝人形劇サークル
「ぐ・ちょき・ぱ」
申し込み＝6月6日
（月）
から10日
（金）
までの午前9時から午後5時までに、
親子の氏名、年齢、電話番号、行政

ール

区を明らかにして、三好丘地区子育

▼

流
対象＝市内在住の障がいを持つ人、

▼

事業に関心のある人
申し込み＝不要。当日、会場へ直接

て支援センターへ電話、または直接

幼稚園の制服など一式、ま こ と
第2幼稚園の通園かばん・制服な
ど一式、ブルーレイディスクレ
コーダー、ワープロ、自転車の
子ども用ヘルメット・補助いす

▼

内容＝リズム体操などを通しての交

譲ってください（有料）=三好文化

譲ってください
（無料）
= ちゃぶ

たいざんりょう

泰山寮
「開寮記念祭」

台

▼ ▼

▼

ところ＝サンアートレセプションホ

し、食器棚、レンジ台

募集

▼

午まで

差し上げます
（無料）
= ふとん干

参加費＝30円（傷害保険料）

▼

リズム体操をしながら、障がいのあ

▼

定員＝抽選で50組

相談

▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

●リサイクル用品の登録●

ところ＝三好丘交流センター

障害者支援施設泰山寮から

登録期間=3カ月間

☎（34）2161 N（34）6568

登録方法=譲ります
（有料）
、差

わらべうた遊び

さい
（有料・無料）
に分け、住所・
氏名・電話番号・商品名とその詳

黒笹地区子育て支援センターから

催し

し上げます(無料）
、譲ってくだ

細情報
（品質状態、購入年月日

黒笹保育園内 ☎（36）5722

など）を明らかにして、環境課

伝承遊びの
「わらべうた」
を通して、

へ電話(☎
（32）
8018）
、 または
直接

▼

▼

んか。

交渉の流れ = ①広報みよしに

障がいのある人が社会生活への適応

商品名を掲載②希望者は環境課

能力を高めるために必要な支援を行う

へ電話連絡③登録者の住所･氏

ところ＝黒笹地区子育て支援センタ

入所施設「泰山寮」
。国道153号打越イ

名・電話番号を確認し、登録者

ー（黒笹保育園内）

ンター横のレンガ色の三角屋根が目印

と直接交渉④結果を環境課へ連

▼ ▼

▼

時まで

講師＝わらべうたグループ
「わらん

します。テーマは「感謝」。アトラクシ

べ」

ョンとして南部小学校金管バンドの演

▼ ▼ ▼

です。今年も開寮記念祭を盛大に開催

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

定員＝抽選で20組

奏やコールこすもすの合唱、その他模

参加費＝30円
（傷害保険料）

擬店
（無料）など楽しい企画が満載です。

の責任で保管してください③登

ご家族、ご友人を誘って皆さんでお

録が不要になったときは、必ず

までの午前9時から午後4時までに、

越しください。

親子の氏名、年齢、電話番号、行政

▼

申し込み＝6月13日
（月）
から17日
（金）

録品は広報掲載期間中、登録者

環境課へ連絡してください

とき＝6月11日
（土）
午前11時から午
平成23年６月１日

広報みよし

第997号
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伝言板

対象＝未就園児とその保護者

▼

とき＝6月29日（水）午前10時から11

講座・教室

親子で触れ合いながら楽しく遊びませ

子どもの年齢、電話番号を明らかに
してファミリー・サポート・センター

教科書展示会

へ電話、または直接

本年度小・中学校で使用している教

みそ汁の塩分チェック！
〜6月は食育月間です〜
保健センター内 ☎（34）5311 N（34）5969

ファミリー・サポート・センター
交流会
ファミリー･サポート･センターから
イオン三好店内 ☎・N（34）2228

子ふれあい遊びは会員以外の人も参加
▼

できます。ぜひお越しください。
とき＝7月8日
（金）
午前10時から11

普段飲んでいるみそ汁の塩分につい

対象＝高齢者を自宅で介護している
家族
定員＝先着で20人程度
参加費＝200円（軽食代、当日徴収）

申し込み・問い合わせ＝6月3日(金)ま
でに住所、氏名、電話番号を明らか

て、一度チェックしてみませんか。

にして、特定非営利活動法人あいち

とき＝6月13日（月）午前10時から11

NPO市民ネットワークセンターへ電

時まで

話
（☎090(4164)1606）
、またはファ

※保健センターの月曜健康相談に併設
ところ＝保健センター1階
内容＝みそ汁などの塩分濃度測定

クス(N(34)6772)で

6月ロビーコンサート

対象＝市内在住の人

文化センターサンアートから

参加費＝無料

☎（32）2000 N（32）3232

持ち物＝自宅で作ったみそ汁や吸

▼ ▼ ▼

時まで
ところ＝三好丘交流センター

物、スープ（ポタージュは除く）など

内容＝親子ふれあい遊び
ーの援助会員および依頼会員と会員

ません。

以外で参加を希望する未就園児とそ
▼

の保護者
定員＝30組（応募者多数の場合は、
すずきまゆみ

講師＝鈴木真弓さん
参加費＝無料
（子ども同伴の場合は

家族介護者交流会
「第3回地域
サロン」
〜リラックス体操〜
地域包括支援センター 高齢福祉課内
☎
（32）
8500 N（34）
3388

とき＝ 6 月16日（木）午後 7 時から8
時30分まで
ところ＝サンアート 1 階ロビー
おお

内容＝第1部ソプラノとピアノ… 大
はし あ

や

高齢者を自宅で介護している家族

橋 亜 矢さんほか、第2部ギター弾き

申し込み＝会員はファミリー・サポ

が、日ごろの介護の疲れを癒し、リラ

語り…植 田光 治さん、第3部バイオ

ート・センターから郵送される申込

ックスできる時間を過ごせるよう地域

リン・ソロ…荒巻理恵さん

書で、会員以外の人は 6月20日
（月）

サロンを開催します。

傷害保険料30円）

うえた こうじ

▼

講座・教室

会員を優先に抽選により決定）

申し込み＝不要。当日、会場へ直接
▼

催し

※味噌や漬物などの固形物は測定でき
▼

（大さじ1杯15ml 程度）

対象＝ファミリー・サポート・センタ

▼ ▼

る情報提供、リラックスのための体操

▼ ▼

募集

会員同士の交流会を開催します。親

内容＝介護者同士の交流、介護に関す

▼

開催場所など＝下表のとおり

▼ ▼ ▼ ▼ ▼

相談

ンターで展示します。

食生活改善推進協議会から

▼

科書の見本をみよし市近隣の教科書セ

ところ＝福祉センター2階和室

▼

学校教育課 ☎（32）8026 N（34）4379

ら午後0時30分まで

▼ ▼ ▼

案内

午後5時までに親子の住所、氏名、

と き＝6月8日(水)午前10時30分 か

▼ ▼

から24日（金）までの午前10時から

▼

࠾▱ࡽࡏࡣ⾲⣬ࡽ

▼

あらまき り え

入場料＝無料

■教科書展示会の開催場所など

伝言板

とき

ところ

6月11日
（土）
から
7月5日
（火）
まで

豊田教科書センター
（豊田市役所南庁舎1階ロビー）
にしまち
豊田市西町3-60 ☎ 0565（34）6662
愛知県総合教育センター教科書センター
愛知郡東郷町諸輪上鉾68
☎ 0561
（38）9513
も ろ わ じょうぼこ

15

開館時間

休館日

9：00〜16：00

土・日曜日、祝日、
市役所閉庁日

9：00〜17：00

土・日曜日

▼

午前9時30分から午後3時まで
▼

調和〜」と題した講演
定員＝先着で800人

三好中学校内 ☎・N
（34）
1771

集合場所＝東海学園大学三好キャン
パス

2本のポールを使って歩く全身運動
です。生活習慣病予防、ダイエットや

▼ ▼

入場料＝無料

（変更の場合あり）
内容＝下表のとおり

問い合せ＝愛知県環境部環境活動推

対象＝市内在住の障がい児（小学校

進課まで電話（☎052（972）9011）で

1年生から高校3年生）
▼ ▼

姿勢矯正ボディリメイクに効果があり

定員＝抽選で10人
（6月30日抽選）

とき＝6月25日
（土）
午前9時30分か

参加費＝Ａグループ 1,200 円程度、
Ｂグループ 3,500 円程度（交通費・

ところ＝三好公園陸上競技場

入場料含む）

保健センター ☎（34）5311 N（34）5969

対象＝大人

持ち物＝弁当、飲み物（水分補給用）

皆さんで楽しく調理実習をしながら、

より、郵便
申し込み＝ 6月15日（水）

番号、住所、氏名、電話番号、学校

円、非会員1,500円

とき＝6月30日
（木）
午前10時から午

名（学年）を明らかにして、社会福祉

後1時まで(受付は午前9時45分から)

協議会まで往復ハガキにより郵送

▼

※ポールレンタル料500円を含みます。
申し込み=6月7日（火）から18日（土）
までの、平日午後1時から5時まで、
土・日曜日の午前9時から正午、午後1

▼ ▼ ▼

栄養と健康について考えてみませんか。

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
対象＝市内在住の60歳以上の人。た

務局
（三好中学校北校舎2階）
へ直接

齢は不問
初参加の人を優先して抽選）
▼ ▼

ージ
（Shttp://www.geocities.jp/

定員＝20人（定員を超えた場合は、

催し

へ電話、ファクス、またはホームペ

▼

だし、男性、ひとり暮らしの人は年

▼

時から5時までに、なかよしクラブ事
問い合わせ =なかよしクラブ事務局

募集

参加費 = なかよしクラブ会員1,100

▼

定員＝先着で15人

▼ ▼

▼ ▼ ▼ ▼

60歳からの栄養・健康教室

相談

▼

ます。一緒に三好池を歩きましょう。
ら11時30分まで

案内

なかよしクラブ事務局から

とき＝8月23日（火）から26日（金）、

の願いと音楽のつながり〜自然との
▼ ▼ ▼

ノルディック・ウオーキング体験会

参加費＝250円
申し込み＝6月22日（水）までに保健

nakayoshi̲c2004/）
で

センターへ電話、または直接

障がい児活き活きスクール
【有償ボランティア】
とき＝ 8月23日（火）から26日
（金）
、

6月は「環境月間」です。愛知県では、 大学生とが一緒に、運動や外出をして
皆さんに環境に興味を持っていただき、 交流を深め、学校や家庭とは違う場を
環境保全への理解と関心を深めていた

楽しむ体験をしませんか。また当日、

とき＝6月8日（水）午後1時30分から

募集します。

ところ＝愛知県女性総合センター

■障がい児活き活きスクール内容

かみたて

すぎのちょう

▼

杉町1番地 )
内容＝環境保全関係功労者表彰式お
とうぎひでき

が が く し

よび東儀秀樹さん（雅楽師）による「人

日程
8月23日（火）

対象＝おおむね18歳以上の人
定員＝先着で10人
報酬＝1日あたり6,300円
申し込み＝ 6月15日（水）より、社会
福祉協議会へ電話、または直接

Ａグループ
（小学生）
Ｂグループ（中・高校生）
名古屋港水族館見学

24日（水）

おかざき世界子ども美術館

鞍ケ池公園

25日（木）

ボウリング

名鉄駅探索

26日（金）

伝言板

▼ ▼

だくため
「県民のつどい」を開催します。 障がい児の支援をするボランティアも

「ウィルあいち」
（ 名古屋市東区上 竪

午前9時から午後4時まで

夏休みに障がい児とボランティアや

▼ ▼ ▼ ▼

環境課 ☎（32）8018 N（32）2585

▼

☎(34)1588 N（34）
5860

講座・教室

社会福祉協議会から

環境月間県民のつどい

中日新聞社見学
平成23年６月１日

広報みよし
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相談

視覚障がい者の
人が
「盲導犬と 歩
き出してから、世
界が広がった」と
いう感覚を、盲導
犬訓練の見学やお
話を聞くことで一

体育館窓口で配布）に必要事項を記

託児 = なし

入し、総合体育館窓口へ直接

講師＝豊田リトミックアカデミー代

※観覧希望者は申し込み不要です。当

表の境恵美子さん

日、入場券を総合体育館で受け取って

申し込み =6月21日（火）までに住所、 入場してください。
氏名、電話番号を明らかにして、ホ
ームページの申し込みフォーム、教
育行政課へ電話、ファクス、または
直接

体育協会設立50周年記念卓球
日本代表女子選手実技講習会
体育協会から 総合体育館内
☎（34）3131

●ハワイアンフラ生徒募集
伝説のハワイアンフラ、流れの美し
いビーマーの振り付けです。一緒に楽
しく学びましょう。
▼

☎(34)1588 N
（34）5860

参加費 = 無料

とき＝毎週水曜日（月3回）、午前11
時から午後0時15分まで

ところ＝サンヴィッツ宝栄
（みよし市

緒に体験してみませんか。
▼

とき＝7月26日
（火）
午前8時30分か

明知町宝栄108-4）
▼ ▼ ▼

募集

▼

ボランティアセンターから
社会福祉協議会内

日（水）までに、申し込み用紙
（総合

▼

案内
盲導犬教室「盲導犬を知ろう」

を電話または郵送でお知らせします。
▼ ▼ ▼

࠾▱ࡽࡏࡣ⾲⣬ࡽ

対象＝女性。お子さん連れも可

▼ ▼

ら午後2時30分まで
ところ＝盲導犬総合訓練センター

参加費＝5,000円(月3回）

集合場所＝福祉センター
（三好町陣取

申し込み＝ハワイアンフラサークル
わ だ じょうこ

担当の和田嬢子さん（☎090（4793）

▼ ▼ ▼

山39-5）

5336）へ電話で
交流研究所ヒッポファミリークラブ）

までにボランティアセンター
（福祉

通算5回優勝した平野早矢香選手と同

いくつもの言葉を同時に自然習得す

センター内）
へ電話、または直接

代表の石垣優香選手を招いて卓球実技

る多言語活動を通して見付けてきたこ

講習会を開催します。

とを講演。これからの世界を伸び伸び

と き＝6月25日
（土）
午前10時 か ら

と生きて行ける柔らかな感性を育てま

午後4時30分まで

しょう。ぜひ皆さんでお越しください。

6月のいきいき子育て講座を開催し
▼

ます。お気軽にご参加ください。
と き ＝6月28日
（火）
午前10時30分

午まで、16日（木）
・18日（土）午前10

実技クリニック、チャレンジマッチ、

時30分から午後0時30分まで

模範試合

18日…とよた市民活動センター（豊

みよし市近郊の卓球愛好者。実技指

田市若宮町1‐57‐1T-Face9階）

内容＝講演「伸びる力を引きだすリ

安全保険に加入している人

対象 = 市内在住・在勤の幼児を持つ
保護者

※申し込み多数の場合は抽選し、結果
13

ところ =15日…サンアート、16日・

対象＝市内在住・在勤・在学、または
導に参加希望する場合は、スポーツ

トミック」

とき=6月15日（水）午前10時から正

内容＝①地元中学生への技術指導②

ところ＝ベル三好幼稚園

▼

伝言板

▼ ▼

から11時30分まで

ところ＝総合体育館

▼

lg.jp/kyouiku/ikiikimoushikomi7.html

参加料＝無料
講師＝平野早矢香選手、石垣優香選
手
申し込み＝実技指導希望者は6月15

▼ ▼ ▼ ▼

教育行政課 ☎（32）8028 N（34）4379
Shttp://www.city.aichi-miyoshi.

▼

いきいき子育て講座

▼

球選手権大会の日本代表で日本選手権

▼ ▼

申し込み＝6月1日（水）から24日（金）

▼ ▼

講座・教室

●教育講演会「7カ国語で話そう」
（言語

定員＝先着で20人程度

▼

催し

先月にオランダで開催された世界卓

▼

対象＝市内在住の小学生

対象＝どなたでも可
定員 =先着で30人
入場料 = 無料
申し込み = 開催日前日までにヒッ
ポファミリークラブ事務局へ電話

（10120（557）761）で

あなたも「三好助け合いチケットじ
ゃんじゃん」の活動を体験してみませ

▼

ところ＝ふれあい交流館101・102

-janjan@ezweb.ne.jp）で

会議室

●エアロマザーズ会員募集
エアロビクスで、楽しく日ごろの運

んか。
「じゃんじゃん」
では、留守中の

画、役員紹介、意見交換②第1回体

動不足を解消しています。見学・無料

花の水やりなどちょっとした手助け、

験交流会…フラワーアレンジメント

体験もできます。

ところ＝黒笹公民館ホール

要です。

います。また当日、新会員の募集・登

▼ ▼

※会員以外の人は事前に申し込みが必

どなたでも参加できる体験交流会を行

内容＝エアロビクス

参加費＝無料

対象＝女性（お子さん連れも可）

申し込み＝6月1日（水）から11日（土）

参加費＝月額2,000円
すがわら りょうこ

をお待ちしています。

までの午前9時から午後6時までに、

▼

録も行います。多くの皆さんのご参加

10時から11時まで

相談

平成23年 度 総 会 の 開 催 に 合 わ せ、

対象＝どなたでも可

▼ ▼ ▼ ▼ ▼

ど、多くの活動を行っています。

とき＝毎週月曜日と金曜日の午前

（先着40人）、吹き矢体験など
▼

趣味・特技を生かしたボランティアな

▼

内容＝①総会…平成23年度事業計

とき＝6月12日
（日）
午前10時から

増岡万里子さんへ電話（☎090（440

090（5602）9121）、 または会場へ

正午まで
（午前9時30分から受付開

0）3138）、またはファクス（N（32）

直接（活動日のみ）

ますおか ま

り

案内

ん」平成23年度総会＆第1回交流会

1260）、電子メール（{miyoshiticket

始）

▼

●
「三好助け合いチケットじゃんじゃ

申し込み＝菅原僚子さんへ電話
（☎

こ

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」
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。

【なかよしクラブ「なかよしキッズ広場」
】

催し

平成16年に市内初の総合型地域スポーツクラブとして設立したなかよ
しクラブは、今年で設立8年目を迎えました。今年度もさまざまな講座
を開催し、積極的な活動を続けていきますので、ぜひご参加ください。
今回は、今年4月から新たにスタートした
「なかよしキッズ広場」を紹
介します。
放課後の空いている時間にお子さんをお預かりし、学校の授業や宿題

講座・教室

で分からなかったところを復習。現役の大学生が、
「真摯に」取組み、
「親
▼

切に」
対応します。
とき＝毎週火曜日から日曜日
（祝日除く）
までの午後4時から9時まで

▲空いた時間を利用して、学習に取り
組みます

【なかよしキッズ広場担当者の声】
いながき

（写真左）
稲垣さん
最初は上手に教える事ができるか不安でしたが、子どもさんが帰りに楽し
かったと言ってくれるので、今は私も楽しくクラブハウスに来ています。
いしもり

伝言板

石森さん
（写真右）
将来、教師を目指しているので、なかよしキッズ広場はお子さんのためだ
けではなく、私自身のためにもなると思うので頑張ります。
【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/nakayoshi̲c2004/index.htm
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* 市内の外国人登録者数/市全体人口に占める割合:1,563人 / 2.7%
（5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

へいせい

ね ん ど

こ

て あ て

平成23年度の子ども手当につ
いて
（日本語の記事は18ページを参照）
Informações sobre subsídio
de crianças do ano
Setor de Apoio ao Sustento Infantil
Tel(32)8034 Fax(34)3388
Data previsto do pagamento＝
10 de junho (sexta) de 2011
7 de outubro (sexta) de 2011
Não será enviado o aviso do
depósito, favor confirme através da
caderneta bancária.
Notificação do estado atual＝Quem
são os beneficiários do Axílio
Infantil, todos os anos precisa-se
de apresentado em Junho as atuales
notificaçãos do estado, pois
este ano não há necessidade de
apresentar as notificações.
Outros＝As pessoas que podem ser
recebido o Subsídio Infantil e ão
estão recebendo os benefícios,favor
comparecer para o procedimentos
no setor de Apoio ao Sustento
Infantil.
Os funcionários públicos,preguntar
no serviço
Child Allowance in 20１１
Child rearing support division
Tel(32)8034 Fax(34)3388

Bank Transfer Date＝
June 10th, 2011 (Fri)
October 7th, 2011 (Fri)
There is no transfer notice, please
confirm the bank balance.
Present Status Notification＝It is
commonly necessary for people who
receive child allowance to submit
Present Status Notification every
June, but it necessary this year.
Others＝It is necessary to do the
procedure for people who meet
the condition to receive child
allowance, please come to Child
rearing support division. For public
servants, please inquire your work
place.
しけんみんぜい

ふつうちょうしゅうぶん

ぜ ん き

市県民税
（普通徴収分）
の全期
ぜんのう
前納
（日本語の記事は19ページを参照）
1°parcela completa do Imposto
Municipal (cobrança normal)
Setor de Finanças
Tel(32)8051 Fax (32)2585
Pessoas que usam de débito
automático, por favor verifiquen-se o
saldo (opagamento não foi realizado
devido à insuficiência de fundos,
só este ano vai ser transferido ao
pagamento por etapa).Favor pagar
até o bencimento com o boleto nas

instituições financeiras designadas.
Data de vencimento＝30 de junho de
2011
※Sistema de recompensa não
estará disponível se não houver os
pagamentos em devido tempo.
Sistema de recompensas para o ano
2012＝No ano próximo(2012) será
abolido o sistema pré-pago da taxa
individual do Imposto Municipal.
Municipal Tax(Ordinary
Collection) whole period in
advance
Tax Collection Division
Tel(32)8051 Fax (32)2585
Please check the bank balance if
you are using direct deposit (if
the balance is too low to transfer,
it would be seasonal transfer this
year).
Please pay using the statement of
payment before the deadline at the
appointed financial institution.
Deadline＝2011 June 30th
※Please notice that in case you
didn t transfer the total amount
before the deadline, you cannot
accept the financial incentives.
Financial Incentives for paying taxes
in advance in 2012＝In the next
year(2012), financial incentives for
personal municipal tax payment will
be abolished.

PHONE
施設名

6月の休館日

電話番号

施設名

6月の休館日

電話番号

☎(33)3300
（8:30〜16:00）…………………………
みよし市役所（8:30〜17:15）……………………………
土・日・祝
☎(32)2111 みよし市民病院
土・日・祝
☎(34)5311
（8:30〜17:15）…………………………
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）…………………………
土・日・祝
☎(32)2162 生きがいセンター「太陽の家」
ふれあい交流館
（9:00〜21:00）………………………
月
月（祝日を除く）、23日（木） ☎(34)3311 さんさんの郷
月
☎(34)6111
（9:00〜17:00）…………………………
中央図書館
（9:00〜17:00）
………………………………
☎(33)3441
月
（祝日を除く） ☎(34)5000 学習交流センター（8:30〜17:15）……………………………
土・日・祝
歴史民俗資料館 …………………………………………
土・日・祝
☎(36)8228
安心ステーション
（9:00〜17:00）
………………………
（9:00〜16:30）
月・祝
☎(32)3044
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）
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日︵木︶
・ 日︵金︶⁝

検査︑専門試験︵保育職のみ︶

▼第 ２ 次 試 験 日 ＝９月１日︵木︶︑面接試験︑

日︵金︶まで職員課

作文試験︑実技試験
︵保育職のみ︶
▼受験案内の配布＝６月

ロード可

▼申し込み＝６月１日
︵水︶
から 日
︵金︶
までの
24

で 配 布︒ ま た は ホ ー ム ペ ー ジ か ら ダ ウ ン

24
▼採用日＝平成

年４月１日

でに必着するように郵送してください︒

し込みも可能ですが︑６月 日
︵金︶
午後５時ま

※郵送
︵〒４７０ー０２９５ 住所不要︶
による申

電子申請総合窓口ページを参照︶
で

はみよし市ホームページからリンクのあいち

届出システムの利用手順﹂
による方法
︵詳しく

日を除く︶
に職員課へ直接︑または
﹁電子申請・

15

24

事務職

6人

・昭和61年4月2日以降に生まれた人
・大学、短期大学等（※1）を卒業、または平成23年度卒業見込みの人

（※2）
事務職
（身体障がい者）

1人

・昭和56年4月2日以降に生まれた人
・大学、短期大学等（※1）を卒業、または平成23年度卒業見込みの人
・身体障がい者手帳を所持している人で、活字印刷文による出題（筆
記試験）および口頭試問（面接試験など）に対応でき、介護者なしに
職務遂行が可能な人

土木技師

2人

・昭和61年4月2日以降に生まれた人
・大学、短期大学等
（※1）の土木関係の専門課程を卒業、または平成
23年度に卒業見込みの人
建築技師

1人

・昭和61年4月2日以降に生まれた人
・大学、短期大学等
（※1）の建築関係の専門課程を卒業、または平成
23年度に卒業見込みの人
精神保健福祉士

1人

・昭和56年4月2日以降に生まれた人
・精神保健福祉士の資格を取得、または平成23年度に取得見込みの人

保育職

1人

・昭和56年4月2日以降に生まれた人
・保育士の資格を取得、または平成23年度に取得見込みの人

24

採用予定
人員

（※1）
「短期大学等」
には高等専門学校および専修学校の専門課程を含みます。
（※2）
事務職
（身体障がい者）
を受験する人は、申し込み時に身体障がい者手帳の写しを添付してくだ
さい。

編 集 後 記

▼先日︑名古屋市で開催された広

報研修会に出席しました︒この研

修会には県内自治体の広報担当者

が参加︒講師は中日新聞の記者で︑

東日本大震災の発生を一面で紹介

した牧洋一記者が担当︒刻一刻と

変化する被災地の状況をいかに記

事にして伝えるかについての説明

を受けました︒この研修で私は︑

情報を正確に分かりやすく伝える

ことの大切さを学びました︒この

研修で学んだことを生かし︑広報

紙でも皆さんに正確な情報を提供

できるよう努めていきます︒︵中︶

▼６月と言えば︑まず思い浮かぶ

のが梅雨︒連日の雨と蒸し暑さに

体調を崩す人も少なくないと思い

ます︒私も例年この時期は︑エア

コンに頼りっぱなしの生活︒しか

し︑今年は東日本大震災の影響で

電力不足が予想されます︒エアコ

ンに頼らない生活で︑夜寝る時は

扇風機と氷枕︒仕事の時にはクー

ルビズで節電はもとより︑汗をか

いて代謝を上げ︑元気いっぱいに

取材活動に取り組みたいと思いま

す︒皆さんも何か良い節電アイデ

アがあれば教えてください︒︵幸︶

10
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平成 年度採用のみよし市職員を募集します
問い合わせ＝職員課

▼第１次試験日＝７月

15

集団面接︑７月 日︵日︶⁝教養試験︑適性

14

▼募集内容＝上表のとおり

☎

( ８)３５１

32

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

32

/soshiki/somu/shokuin.html/

S

午前８時 分から午後５時 分まで
︵土・日曜
30

平成23年６月１日

N
24

24

受験資格（各要件にすべて該当する人）
職種区分

