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「三好助け合いチケットじゃんじゃん」の新会員を募集
　「助け合いチケット」を使って、地域の交流を深めませんか。三好助け合いチ
ケットじゃんじゃんでは、平成 20年度の新会員を募集します。
　「じゃんじゃん」は、会員が自分の趣味や特技を生かして、ボランティアに
参加し、人と人との出会いの機会をつくり、信頼関係を深めることで、豊かな
地域コミュニティーづくりを目指しています。「じゃんじゃん」は、会員同士
が「じゃんチケット」を使って、助け合いをします。

▼対象＝町内在住、在勤、在学の人。町内の商店も可

▼会費＝ 1,000 円（保険料 300円を含む）

▼  申し込み＝登録シート（事務局、加盟店、各行政区事務所、役場福祉課など
で配布）に必要事項を記入し、会費を添えて受付窓口（役員、地区担当者、加
盟店、役場福祉課）に提出
※会員登録後に会員リスト、じゃんチケットなど活動に必要な物を送付します。

▼問い合わせ＝事務局の増
ますおか

岡万
ま り こ

里子さんへ電話（☎090(4400)3138）で

町政番組を放送中
● ケーブルテレビ
　さんさんチャンネル  【33ch・123ch】
　ひまわりHiチャンネル    【120ch】
　コミュニティ放送【アナログ6ch・デジタル12ch】

●コミュニティー FM

　ラジオ・ラブィート 【78.6MHz】

みよしTODAY（15分間） 毎日放送
初回放送 17：45 以降10回程度リピート放送
土曜日・日曜日は、30分間の総集編
さんさんスペシャル 3月17日（月）～23日（日）
テーマ「感動をありがとう!! 三好演劇塾第6回公演
        　～学校うさぎをつかまえろ～」

みよしモーニングニュース 毎日放送（8：00～8：30）
みよしイブニングニュース 毎日放送（18：00～18：10）
町長ホットライン 4月7日（月） 8：00～ 18：00～

問い合わせ 秘書広報課 ☎（32）8357 （34）6008
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　豊田三好事務組合は平成 20年 3月

31日をもって解散します。

【解散後の業務・事業】

●基幹業務（し尿処理施設、不燃物処

分場、火葬場などの管理運営など）

　豊田市と三好町との受委託方式とな

り、施設の運営は豊田市が引き継ぎま

す。利用方法や利用料金についての変

更はありません。

●農業共済事業

　運営形態が民営化され、西三河農業

共済組合が引き継ぎます。豊田三好地

区には 4月 1日から出張所（☎ 0565

（37）3336）を設置し、これまでと同

様のサービスを行います。

　4月 1 日よりサンアートの利用申

請がインターネットで行えます。

　なお、利用には事前に利用者登録が

必要です。

▼  申請受付日＝利用日の一年前の属す

　る月の第 1開館日から

※第1開館日は午前9時までの来館者

給停止の適用を受けることなく支給を

受けることができます。ただし、所得

の状況や家族の状況などに変化があっ

た場合は、この限りではありません。

①就業している。

② 求職活動などの自立を図るための活

動をしている。

③身体上または精神上の障害がある。

④ 負傷または疾病などにより就業する

ことが困難である。

⑤ 受給を受けている母などが監護する

児童または親族が障害、負傷、疾病、

要介護状態などにあり、介護する必

要があるため就業することが困難で

ある。

⑥ 前述の①から⑤に該当しないが、窓

口において相談し、その上で求職活

動などを行った場合。

※支給停止の対象となる場合、支給停

止月の約 2カ月前に受給者の人へお

知らせをします。期限内に必要書類の

提出がない場合は、支給停止月から手

当ての 2分の１が支給停止となりま

すのでご注意ください。　

を対象に、抽選を行いますのでインタ

ーネットでの申し込み受け付けは、午

後3時からとなります。

▼申請方法＝三好町公共施設予約案内

　システムから申し込み

▼  利用者登録のできる場所＝サンアー

ト、中央公民館、総合体育館、緑と

花のセンター「さんさんの郷」（既に

サンアート以外の施設の使用で利用

者登録を行っている人は、再登録す

ることなく4月1日よりサンアート

の利用申請可）

　平成 20年 4月より、児童扶養手当

を受けている人で、手当ての支給開始

月の初日から（平成15年4月1 日以前

から受給している人は、平成 15年4

月1日から）起算して 5年を経過する

と、手当ての 2分の１が支給停止さ

れます。

　しかし、次の要件に該当する人は、

必要な書類を提出することにより、支

案　内案　内

中 央 書 館 書 紹 介図
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　冬じたくのマグリーリさん。あた
たかい家の中、ソファにすわって「冬
はぬくぬくするにかぎるなあ」。と
ころが夜に、寒がりウサギが家の中
へ。怒ったマグリーリさんは…。

　アフリカの緑の森のある朝、ライ
オンのルルの前に空から何か光るも
のが落っこちてきました。それはル
ルが見たこともなかったあめだま。
空からきたあめだまとルルのお話。

ホームページ（http://www.hm8.aitai.ne.jp/̃miyosi-l/）で新着図書の検索ができます。
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豊田三好事務組合の解散

☎0565（34）6606　 0565（35）4337

豊田三好事務組合から

サンアートの利用申請

教育行政課 ☎（32）8028 （34）4379

児童扶養手当

子育て支援課 ☎（32）8034 （34）3388
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▼し尿くみ取り手数料（半年分）＝下表

　のとおり

※引っ越しなどでくみ取りが不要に

なった場合、もしくは世帯の人数が変

更した場合は、印鑑と口座内容が確認

できるもの、確認券を持参し環境課で

手続きをお願いします。

　町民活動、NPO活動、公益・協働

に関する団体活動の支援を目的に、サ

ポートセンターを開設します。

▲

開設日＝ 4月 1日（火）

▲

利用時間＝月曜日から土曜日の午前

　9時から午後 5時まで（祝日・年末

　年始を除く）

▲

ところ＝三好町学習交流センター内

▲

利用対象＝町内で、自主的に公益活

　動を行っている 3人以上で構成さ

　れた団体（登録制）

▲

主な機能＝情報掲示、情報交換、印

　刷機（輪転機）、打ち合わせエリア

▲  

団体登録申し込み＝4月1日（火）以

降に、登録申請書（町民活動支援課

で配布。ホームページからダウンロ

ード可）に必要事項を記入し、町民

活動支援課へ直接

※土曜日はサポートセンターで受け付

　町税などの納付は、便利で安心な口

座振替をご利用ください。

▼  納期限＝下表のとおり

▼  振り替え申し込み＝通帳・届出印を

持って、町内の金融機関・郵便局に

ある申込用紙で直接

※町外の本支店などで申し込む場合は、

収納課までご連絡ください。申込用紙

を送付します。

▼  振り替えの開始＝口座振替の開始は、

申し込みから約 1カ月半後（郵便局

は約 2カ月後）に到来する納期限分

から

　4月10日は、平成20年度上期分（4

月から 9月まで）のし尿くみ取り手数

料の納期限です。納付書が届いた人は、

期限までに役場、または指定の金融機

関で納付してください。

　また口座振替を利用している人は、

残高の確認をお願いします。なお、く

み取りの際に必要な確認券は、手数料

の納付を確認した後に送付します。

▼納期限（口座振替日）＝4月10日（木）

けます。

※案内パンフレットを町民活動支援課

で配布しています。

　納税者の皆さんがほかの土地や家屋

との比較を通じて、自分の土地や家屋

の評価が適正かどうかを判断できるよ

うに、土地価格等縦覧帳簿と家屋価格

等縦覧帳簿の縦覧を実施します。

▼  縦覧期間＝ 4 月1 日（火）から30 日

（水）までの午前 8時 30分から午後

5時 15 分まで（土・日曜日、祝日

を除く）

▼ところ＝税務課
▼  縦覧できる内容＝次のとおり

　① 土地…所在、地番、地目、地積、

価格、市街化区域・市街化調整区

域　の別

　② 家屋…所在、地番、家屋番号、種

類、構造、床面積、価格、建築年

▼  縦覧できる人＝次のとおり

　① 固定資産税の納税者（土地や家屋

を所有している人であっても、免

税点未満などで納税していない人

は縦覧不可）

　② 納税者の同居親族や納税管理人

　　 （納税通知書、または課税明細書

を必ず持参）

　③ 前述の①、②以外の申請者で代理

権を明らかにできる委任状などの

書類を持参した人

▼手数料＝無料

▼  持ち物＝次のとおり

　①印鑑（認め印可）

　② 運転免許証など、申請者の氏名と

住所が確認できるもの

　③ 前述の「縦覧できる人」に挙げた

書類

区　分 納期限

平成19年度分
介護保険料

（普通徴収分）
3月31日（8期）

平成19年度分
町営住宅使用料

4月2日（3月分）

平成20年度分
　   固定資産税・
　   都市計画税

4月30日
（1期・全期前納）

平成20年度分
し尿くみ取り手数料

4月10日（上期）

３・４月の町税などの納期限

収納課　☎（32）8051　 （32）2585

町民活動サポートセンター

katsudo＠town.aichi-miyoshi.lg.jp

町民活動支援課 ☎（32）8025 （32）2165

の開設

し尿くみ取り手数料の納付

環境課　☎（32）8018　 （32）2585

世帯人数 手数料

1 人 2,520 円

2人 3,780 円

3人 5,040 円

4人 6,300 円

5人 7,560 円

6人 8,820 円

7人 10,080 円

平成２０年度固定資産税に係る

税務課　☎（32）8003　 （32）2585

土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧
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【下水道の受益者負担金の賦課】

　下水道施設は、公園や道路と違い、

限られた人しか利用できません。そこ

で、すべてを税金で賄うのではなく、

建設費の一部を受益者に負担していた

だく、受益者負担金制度をとっていま

す。そのため、受益者負担の対象は、

下水道が整備される市街化区域内にあ

る土地と市街化調整区域内にある建築

物になります。平成20年度に賦課す

る区域を次のとおり定めます。

▼賦課公告日＝平成20年4月1日

▼賦課区域＝右図の 部分

▼      納付方法＝次のいずれか一つ

　①期別納付…5年に分割し、1年を

　4期に分けて納付② 1年一括納付

　…5年に分割し、1年分を第 1期に

　納付（前納報奨金制度あり）③ 5年

　一括納付…5年分をまとめて第１期

　に納付（前納報奨金制度あり）

▼  納付期限＝第 1期…7月 31日（木）、

第 2期…9月 30日（火）、第 3期…

12月 25日（木）、第 4期…平成 21

年 3月 2日（月）

▼  負担金額＝①三好根浦地区（市街化

区域）…土地面積（㎡）× 360円

　 ②三好西部負担区（市街化調整区域）

…取付管口径 100 ㎜ 1カ所当たり

28万 6,000 円

　 ③黒笹負担区（市街化調整区域）…取

付管口径 100 ㎜ 1 カ所当たり 28

万 8,000 円　

必要です。なお接続工事の申し込みは、

三好町下水道排水設備指定工事店へ申

し込みください。

【負担金賦課・供用開始区域図】

　

　④新屋第二（井ノ花他）負担区（市街

　化調整区域）…平成 20年3月末に決

　定

▼  供用開始時期＝平成 21 年 4 月 1

日を予定

※受益者負担金説明会を後日開催

【下水道の供用区域の拡大】

　下水道の供用区域の生活排水は、す

べて下水道に流さなければなりません。

▼供用開始日＝平成 20年 4月１日

▼  供用開始区域＝右図の 部分

● 排水設備工事下水道接続に伴う宅地

内の排水設備工事は、供用開始日か

ら 3年以内にお願いします。

●排水設備工事の融資あっせん制度

　3年以内に排水設備工事（新築建物

は対象外）を行う人は、工事 1件につ

き、最高100万円（トイレが1組増え

るごとに30万円を加算）までの資金を

無利子（利子分は、三好町が負担）で金

融機関から借りることができます。

【縦覧】

　平成 20年度の受益者負担金の賦課、

供用開始区域について縦覧します。

▼  とき＝4月1日（火）から15日（火）

まで（土・日曜日を除く）の午前 8時

30分から午後 5時 15分まで

▼ところ＝道路下水道課

【三好根浦地区の負担金賦課・供用開始】

　三好根浦特定土地区画整理事業区域

内は整備状況にあわせて順次行います。

【下水道（汚水）早期接続のお願い】

　汚水を下水道管に流すことにより、

どぶや側溝からの悪臭防止、ハエや蚊

の発生を減らすなど衛生的で快適な生

活環境をつくることができます。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す

ることから生態系や水質の保全に貢献

することができます。この快適な環境

づくりには皆さんのご理解・ご協力が

案　内案　内
下水道の受益者負担金の賦課、

道路下水道課　☎（32）8022　 （34）4429

供用区域の拡大、縦覧

■黒笹区

■新屋区

■三好下区、福田区

■三好上区、西一色区

Ｎ

Ｎ

Ｎ

Ｎ
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険証が変更になりますので、3月下旬

に平成 20年 4月からの新しい保険証

を配達記録で郵送します。

　国民健康保険は、わたしたちが病気

やけがをした時、安心して医療が受け

られるようにみんなでお金（保険税）

を出し合い支え合う社会保障制度です。

国民健康保険に加入、または脱退する

ときには必ず 14日以内に届け出をし

てください。

●加入の届出が遅れると

・ 保険証がないため、その間の医療費

は全額自己負担となります。

・ 資格取得日までさかのぼって保険税

を納めなければならなくなります。

●脱退の届出が遅れると

・ 届出をしないでほかの健康保険に入

ると保険税を二重に支払ってしまう

ことがあります。

・ 保険証が手元にあるため、それを使

って受診してしまった場合は、国民

健康保険が負担した医療費を後で返

還していただくことがあります。

　皆さんの温かいご協力をお願いしま

す。

▼  とき＝4月3日(木)午前10時から午

後0時45分まで、午後2時から3時

30分まで

▼ところ＝役場東館玄関前

▼  対象＝16歳から69歳までの健康な

人（65歳以上の人は、60歳から64歳

までに献血の経験があること）

▼  持ち物＝献血カード、献血手帳（持

っている人のみ）、身分証明書（免

許証など）

　70 歳から 74 歳までの高齢受給者

証をお持ちの人で、医療機関における

窓口負担が 1割の人は、平成 20年 4

月から 2割負担に引き上げられるこ

とになっていましたが、平成 21年 3

月までの 1年間は 1割のまま据え置

かれることになりました。

　現在お持ちの高齢受給者証に一部負

担金の割合が「2割（平成 20 年 3 月

31 日まで 1割）」と記載されている

人については、自己負担割合の表示を

受給者証の有効期限に合わせて、「2

割（平成 20 年 7 月 31 日まで 1 割）」

に変更した新しい高齢受給者証を 3

月下旬に送付します。

※すでに 3割負担をしている人、後

期高齢者医療制度の対象となる一定の

障害認定を受けた人は除きます。

※平成 20年 8月以降の高齢受給者証

については、平成19年中の所得状況

により自己負担割合を判定し、7月下

旬に送付します。

　国民健康保険の加入者で、厚生年金

や各種共済組合などの年金を受けられ

る人で、その加入期間が 20年以上も

しくは 40 歳以降10年以上ある人と

その被扶養者は、老人保健の適用を受

けるまで、国民健康保険の退職者医療

制度に加入することになっていました。

今回、医療制度改正により平成 20年

4月から退職者医療制度の適用年齢が

65歳までに引き下げられることにな

りました。

　現在、退職者医療制度に加入してい

る 65歳以上の人とその被扶養者は保

高齢受給者証の送付

保険年金課 ☎（32）8011 （32）2585

退職者医療制度の改正

保険年金課 ☎（32）8011 （32）2585

国民健康保険の加入・脱退手続き

保険年金課 ☎（32）8011 （32）2585
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◆役場西館１階相談室で行う相談
   【一般住民相談】▲

とき＝毎週月曜日から金曜日まで
　9:30～16:30
   【司法書士・行政書士・
　土地家屋調査士合同相談】▲
とき＝ 15日(火)13:00～16:00

  【障害者福祉相談（知的障害・身体障害）】▲
とき＝ 22日(金)10:00～12:00

  【外国人相談】▲

とき＝毎週火・金曜日13:00～16:00
  【年金相談】

 

▲  

とき＝2日(水)･9日(水)・16日(水)・23
日（水）10:00～15:00
  【こどもの相談】▲

とき＝ 17日(木)10:00～16:00
  【消費生活相談】

  

▲

とき＝毎週月曜日（休日の場合は翌日）
　9:00～12:00
◆役場東館3階住民相談室で行う相談
  【人権相談】▲

とき＝ 10日(木)13:00～16:00
  【行政相談】▲

とき＝ 15日(火)13:00～16:00
  【人権・行政合同相談】▲

とき＝ 25日(金)13:00～16:00
  【法律相談】（住民課へ予約必要）▲

とき＝ 11日(金)13:30～16:30
◆そのほかの相談
  【NPO・協働の相談】▲

とき＝毎週木曜日13:30～16:30▲

ところ＝町民活動支援課
  【心配ごと相談】▲

とき＝ 7日(月)･21日(月)
　9:00～12:00▲

ところ＝福祉センター2階相談室Ｂ
  【児童虐待・こどもの相談】▲

とき＝毎週月曜日から金曜日まで
　（祝日を除く）8:30～17:00▲

電話＝☎(32)0910
  【こころの電話みよし】▲

とき＝毎週土曜日 9:00～17:00▲

電話＝☎(34)5874▲

対象＝小中学生とその保護者
  【女性相談】▲

とき＝毎週月曜日12:00～16:00▲

電話＝☎(32)9539▲

そのほか＝面接相談有り（要予約）
  【介護相談】▲

とき＝毎週月曜日から金曜日まで
　（祝日を除く）8:30～17:15
※電話による相談24時間対応
① さんりふれ在宅介護支援センター　
　三好町民病院内▲

電話＝☎(33)3502
② 三好町在宅介護支援センター
　福祉センター内▲

電話＝☎(34)6811
③ 介護支援センターじゃがいも
　ケアハウス寿

じゅ ぼ く え ん

睦苑内▲

電話＝☎(33)0788

４月の相談４月の相談

献血

保健センター ☎（34）5311 （34）5969
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▲

申し込み＝衣浦東部保健所加茂保健

　分室へ電話（☎（34）4811）で

※⑤社会復帰教室は見学希望者のみ衣

浦東部保健所（本所）地域保健課へ電話

で申し込みをしてください。

【①～⑦共通（②⑤を除く）】

▲

申し込み＝相談日前日までに衣浦東

　部保健所（本所）地域保健課へ電話で

【⑧⑨共通】

▲

対象＝町内在住の人

　4月の相談日程です。

【常設相談】

①交通事故相談、県営住宅相談など

▲

とき＝月曜日から金曜日までの午前

　10時から午後 6時 15分まで

② 消費生活相談（悪質相談、商品・サ

ービスなどに関する相談）

▲

 とき＝月曜日から金曜日までの午前

10時から午後 5時 30分まで

▲

専用電話＝ ☎ 0565（34）1700

【定期相談】

①法律相談（予約制）

▲

  とき＝ 4 月 4 日 ･18 日の金曜日、

午後 1時から 4時まで

②内職相談

▲

  とき＝ 4 月 8 日 ･22 日の火曜日、

午前 10時から午後 3時まで

【共通】
▲   

ところ＝豊田加茂県民生活プラザ

　 （豊田市若宮町 1-57-1 A 館 T-FA

ＣＥ 7階）

▲

 相談料＝無料

　4月の相談・教室・検査日程です。

　相談内容や実施場所など変更されて

います。

　気軽にご相談ください。

▲

とき・ところ・内容など＝右表のと

おり

豊田加茂県民生活プラザ相談

豊田加茂県民生活プラザから

☎0565（34）6151　 0565（34）6152

相　談相　談

衣浦東部保健所（本所）

☎0566（21）4778　 0566（25）1470

衣浦東部保健所（本所）地域保健課から

内　容 とき ところ

①こころの健康相談（予約制）
こころの病、こころの健康、ひきこもり
などの相談について、本人もしくは家族
からの相談に応じる

4月23日（水）
14：00～15：30

三好町保健
センター

②社会復帰教室
レクリエーションや談話

4月9日・23日の水曜日
10：00～13：30

三好町立福
祉センター

③病態栄養相談
管理栄養士による糖尿病、高脂血症、肥
満など複数の危険因子を有する人への栄
養・食生活相談

4月8日（火）
9：00～11：30

衣浦東部保
健所（本所）

④こころの健康相談
こころの病、こころ
の健康、ひきこもり
などの相談

精神保健福祉相談
員・保健師による
相談

月曜日から金曜日まで
の9：00～16：30　　
（祝日を除く）

精神科医師による
相談（予約制）

4月8日（火）
14：00～16：00

⑤社会復帰教室

木彫・絵画 4月2日・16日の水曜日
10:00～12:00

レクリエーション 4月9日（水）
13:00～16:00

料理 4月23日（水）
10:00～14:00

⑥歯科相談（予約制） 4月9日（水）
9:00～11:30

⑦さよなら「ニコチン」クリニック
禁煙希望者に医師の診察の結果、適応の
人にニコチンパッチ 3日分を無料で配布

4月10日・24日の木曜日
9：30～10：00

⑧検便（細菌・寄生虫卵検査）
4月1日・8日・15日・22日
の火曜日
9：30～10：00

衣浦東部保
健所加茂保
健分室　　
（学習交流
センター内）⑨水質検査（予約制）

■相談・教室・検査日程
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税の賦課・徴収を担う職員を確保する

ため、国税専門官を募集します。

▼  受験資格＝①昭和 54 年 4 月 2 日

から昭和 62 年 4 月 1 日までに生

まれた人②昭和 62 年 4 月 2 日以

降生まれの人で、大学を卒業した人

および平成 21年 3月までに卒業す

る見込みの人

▼  試験日程＝①第一次試験（教養試験、

専門試験）…6月 15日（日）

　②第二次試験（個別面接、身体検査）

　…7月 28 日（月）から 31 日（木）ま

　で

▼  申し込み方法＝ 4 月 1 日（火）から

14日（月）までの午前 9時から午後

5時まで（土・日曜日を除く）に申込

用紙（豊田税務署総務課で配布）に必

要事項を記入して名古屋国税局へ直

接、または郵送（〒 460-8520 名古

屋市中区三の丸 3-3-2 名古屋国税

局総務部人事第二課試験係あて。4

月14日（月）までの通信日付印有効）

　また、審判員や協力員（大会ボラン

ティア）も募集しますので、皆さんの

ご協力をお願いします。

▲

対象・定員など＝下表のとおり

▼      年会費＝一般・大学生…3,000 円、

高校生…2,000 円、中学生…1,000

円、小学生…500円
▼保険料＝高校生以上…1,500 円、

　中学生以下…500円

▼  申し込み＝4月1日（火）から5月31

日（土）まで（月曜日を除く）の午前9

時から午後5時までに、申込用紙（協

会で配付）に必要事項を記入し、会費

を添えて協会へ直接

▼  そのほか＝社団法人日本カヌー連盟

の公式試合の出場者は連盟登録料が

別途必要

　国税庁では国の財政基盤を支える国

　看護補助業務をしていただく人を募

集します。

▼  選考日＝申し込み後1週間以内

▼  選考場所＝三好町民病院

▼  選考方法＝面接試験

▼  採用予定人員＝3人

▼  採用時期＝随時

▼  対象＝昭和24年4月2日以降に生ま

れた人

▼ 申し込み＝3月17日（月）から31日

（月）まで（町民病院休診日を除く）の

午前8時30分から正午まで、午後1時

から5時までに申込書（町民病院で配

布。町民病院ホームページからダウ

ンロード可）に必要事項を記入し、町

民病院管理課へ直接

　平成 20年度のカヌー協会の会員を

募集します。小学生から一般まで多数

募集しますので、ぜひカヌーに挑戦し

ましょう。

募　集募　集
看護補助者（非常勤職員）

☎（33）3300　 （33）3308

三好町民病院管理課から　　

http：//www.hm3.aitai.ne.jp/~miyo-mhp/

カヌー協会会員

☎（32）8558　 （32）8699

三好町カヌー協会から

区　分 対　　象 定員 費用

三好カヌークラブ（高校生） 町内の中学校カヌー部出身の高校生
レーシング25人
ポロ10人

会費2,000円
保険1,500円

シニアカヌークラブ 大学生、一般 先着25人 会費3,000円
保険1,500円

サーカスオンザウオーター・
ジュニアマーメイド（ポロ）

中学校カヌー部所属の
中学生 先着40人 保険500円

ジュニアカヌークラブ 
（ポロ）

小学4年生から
6年生まで 先着40人 会費500円

保険500円

団体登録チーム 団体（5人以上） なし
会費

3,000円×
登録人数

審判員 18歳以上の人 90人 会費3,000円

協力員
（大会ボランティア） どなたでも可 なし 保険1,500円

（任意）

■カヌー協会会員

国税専門官

☎052（951）3511　内線3450

名古屋国税局総務部人事第二課から
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　家族が認知症ではないかと気になっ

ている人や、認知症の家族を抱えて介

護に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」愛知県支部との協働に

より、町内で家族の介護に携わってい

る先輩介護者との交流会を開催します。
▼  とき＝3月28日（金）午後1時30分

から3時30分まで

▼ところ＝役場東館3階301会議室

▼  内容＝認知症の家族との接し方の勉

強、介護保険サービスの情報提供、

先輩介護者との情報交換など

▼  対象＝認知症の（認知症と思われる）

家族を抱えて介護している人

▼申し込み＝当日、会場へ直接 　

　平成 20年度の会員を募集します。

▲  

種目＝右表のとおり（会費・時間な

ど詳細は三好さんさんスポーツクラ

ブ事務局へ）

▲

ところ＝明越会館（三好さんさんス

　ポーツクラブ）

▲  

申し込み＝ 3月 18 日（火）から 29

日（土）までの午前 9時から午後 3

時まで、4月 1日（火）以降は午前 9

時から正午まで（いずれも日・月曜

日、祝日を除く）に三好さんさんス

ポーツクラブ事務局へ直接

▲

 募集内容＝下表のとおり

▼  申し込み＝受付期間内に申込書（事

務所で配布）に必要事項を記入し、

事務所（豊田市喜多町 3-5）へ直接

催　し催　し
認知症介護家族支援交流会

☎（32）8500　 （34）3388

地域包括支援センター　高齢福祉課内 

募　集募　集

自衛官

☎・ 0565（32）7384　

自衛隊豊田地域事務所から

種　目 資格など 受付期間 試験日

幹部候補生

【一般・技術】
・20歳以上26歳未満（22歳未満は大卒者（見込み含む））
・ 大学院修士課程修了者（見込み）は28歳未満（海上自
衛隊技術幹部候補生は、理学または工学課程修了者
に限る）
【歯科】
・20歳以上30歳未満で専門大卒者（見込み）
【薬剤科】
・20歳以上26歳未満で専門大卒者（見込み）
・専門の大学院修士課程修了者（見込み）は28歳未満

4月1日（火）から
5月12日（月）まで
（締切日必着）

【1次試験】
5月17日（土）・18日（日）
（18日は飛行要員のみ）
【2次試験】
6月17日（火）から20日（金）まで
【3次試験】
7月16日（水）から8月2日（土）まで
（飛行要員のみ）

2等
陸・海・空士

18歳以上27歳未満の男子 随時 新規学卒者は9月16日（火）以降

■自衛官募集内容

区分 種　目

午前

エアロビクス
ピラティス
テニス
ウオーキング
短期講座ヨガ

午後 ゴルフ（初心者）

夜間

ニュースポーツ
ソフトバレー
中学生バレーボール
小学生ソフトバレー
9人制バレーボール（女性）
太極拳
ヨガ
ゴルフ（レベルアップ）

三好さんさんスポーツクラブ会員

☎・（34）3621

さんさんスポーツクラブから　　

sansan＠hm9.aitai.ne.jp

■三好さんさんスポーツクラブ種目
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▼  ところ＝勤労青少年ホーム（ゴルフ

入門はコンフォートゴルフクラブ）

▼内容＝下表のとおり

▼  対象＝町内在住、または在勤の勤労

青少年 (おおむね 15歳～ 35歳）

　今話題のカローリングの全国大会が

今年も秋に愛知県で開催される予定で

す。ルールを知っていれば誰でも参加

できます。

　まずはカローリングを体験してみま

せんか。賞品や抽選会もあります。

▼  とき＝3月 23日（日）午前 9時から

　 午後0時30分まで（受付は午前9時

から 9時 30分）

▼ところ＝三好中学校体育館

▼  対象＝どなたでも可（個人でもチー

ムでも可。当日3人～6人のチームを

編成）

▼  定員＝先着 100人

▼  参加費＝なかよしクラブ会員は無 

料、非会員は 200円（当日徴収）

▼  持ち物＝体育館シューズ

▼  申し込み＝当日会場へ直接

　

　勤労青少年ホームでは、前期教養講

座・スポーツ教室を開催します。一緒に

講座や教室を楽しみませんか。

▼  申し込み＝4月8日（火）午後6時以降

に勤労青少年ホームへ直接（土・日曜

日、月曜日を除く）

▼  そのほか＝講座費用のほかに、利用

者会費 500円が必要

講座・教室講座・教室

第３回なかよしクラブ　 　 　

☎・（34）1771

なかよしクラブ事務局から　三好中学校内　

カローリング大会

■青少年ホーム前期教養講座・スポーツ教室

№ 講座・
教室名 日　程 定員

（先着） 内　容
受講料 備考・

持ち物教材費

1 料理

4月22日から9月9
日までの隔週火曜日
18:30～20:30  　
全10回

10人

食材の本質を生
かして家庭料理
のレパートリー
を広げよう

2,000円
エプロン

7,350円

2 陶芸

5月13日から9月16
日までの隔週火曜日
18:30～20:30 　 
全10回

10人
個性豊かな陶芸
品を楽しみなが
ら製作する

2,000円
材料費・
焼代別途

2,000円

3 きもの着付け

5月13日から9月16
日までの隔週火曜日
18:30～20:30  　
全10回

10人

着付けの基本、各
種帯の結び方、着
物での立ち居振る
舞いを実習する

2,000円
着物一式

1,000円

4 絵画

4月22日から9月9
日までの隔週火曜日
18:30～20:30  　
全10回

10人

パステル、墨、ア
クリルなどを使
い、表現を学びな
がら楽しく描く

2,000円
絵画道具
一式

2,000円

5 茶道

4月23日から9月10
日までの隔週水曜日
18:00～20:30  　
全10回

10人
お茶の作法を初歩
から習得し、茶道
の心を養う

2,500円
扇子・懐紙・
ふくさなど

2,500円

6 洋服
づくり

5月7日から9月17
日までの隔週水曜日
18:30～20:30  　
全10回

10人

オリジナルの洋服
や小物の製作、服
のリメイクなど手
作りを楽しむ

2,000円
洋裁道具
生地

1,000円

7 生け花

4月24日から9月11
日までの隔週木曜日
18:30～20:30  　
全10回

10人

華道を通し生活に
潤いとゆとりを見
出し花を生ける喜
びを味わう

2,000円
花包み・
はさみ

7,350円

8
レザー
クラフ
ト

5月8日から9月18
日までの隔週木曜日
18:30～20:30 　 
全10回

10人
オリジナルの革
工芸品を楽しみ
ながら制作する

2,000円
材料費別
途

1,000円

9 写真

4月25日から9月5
日までの隔週金曜日
18:30～20:30  　
全10回

10人

モノクロ写真の
楽しみ方と基本、
撮影、焼付け技術
を学ぶ

2,000円 フィルム式
一眼レフカ
メラ2,000円

10 ゴルフ入門

5月8日から7月10
日までの毎週木曜日
19:00～21:00  　
全10回

15人

初心者を対象にス
イングの基礎から
学びゴルフの楽し
さを味わう

2,500円
シューズ・
クラブなど

2,000円

前期教養講座・スポーツ教室

勤労青少年ホーム ☎（32）3044 （34）6005
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科が開設されました。

　そこで、眼病予防や高齢者の眼病な

ど、眼の病気について知っていただき、

今後の生活に役立てていただくための

講座を開催します。

　誘い合ってお越しください。　　

▲  

とき＝4月13日（日）午後 2時から 4

時まで

▲

ところ＝中央公民館ホール

▲

対象＝町内在住、在勤の人

▲

定員＝ 150人

▲

参加費＝無料

▲

テーマ・講師＝次のとおり

　①「老いてもよく見えるために」名

　古屋大学大学院医学系研究科眼科学

　教授の寺崎浩子さん

　②「白内障について」永田眼科クリ

　ニック院長の永田志麻さん

　③「糖尿病と眼の病気」三好町民病

　院眼科医の杉田糾
ただす

さん

込用紙（スポーツ課、役場教育委員

会、サンネットで配布）に必要事項

を記入し、スポーツ課へファクス、

郵送（〒470-0224 三好町大字三好

字池ノ原 1）、または直接、もしく

は役場教育委員会、サンネットへ直

接
▼  そのほか＝応募者多数の場合は、初

めて教室に参加する人を優先にした

抽選を 4月 15日（火）に行い、後日

結果を通知

※参加決定の通知後、4月 23日（水）

までにスポーツ課へ受講料を納付して

ください。なお、やむを得ない理由に

より開催日を変更することがありま

す。

　

　平成 19年 10 月から町民病院に眼

▼  内容＝下表のとおり

▼  対象＝町内在住、在学、または在園

の人

▼  申し込み＝4月11日（金）必着で、申

講座・教室講座・教室

健康講座「加齢と視力障害」

保健センター　☎（34）5311　 （34）5969

教室名 と　き ところ 内　容 対　象 定員 受講料

幼児の親子
体操教室

5月7日から7月9日までの
水曜日
（計10回）
10:00～11:30

総合体育館
柔道場

親子で一緒にできる軽
運動と親のストレッチ
運動

2歳～3歳児（平成16年4月2日
～18年4月1日生まれ）とその
保護者

40組
1組

2,700円

幼児体育教室

5月7日から7月16日まで
（6月11日は除く）の水曜日
（計10回）
4歳児
15：10～16：10
5歳児
16：15～17:15

総合体育館
アリーナ

ボール・とび箱・マット・
鉄棒を使って楽しく運
動する

・ 4歳児（平成15年4月2日～16
年4月1日生まれ）
・ 5歳児（平成14年4月2日～15
年4月1日生まれ）

各20人 2,300円

スタンツ教室

5月10日から7月26日まで
（5月17日・31日は除く）の
土曜日
(計10回）
15:30～17:00

総合体育館
アリーナ・
剣道場

ドッジボールやとび箱・
マットなどで楽しく運
動する

小学1年生～3年生 40人 1,500円

親子ショート
テニス教室

5月10日・24日、6月7日・
21日、7月5日・12日・26日
の土曜日
(計7回）
13:00～15:00

総合体育館
アリーナ

短いラケットとスポン
ジボールを使い室内で
するテニス

小学4年生～6年生と
その保護者

25組
50人

1組
2,700円

■前期スポーツ教室

前期スポーツ教室

☎（32）8027　 （34）6030

スポーツ課　総合体育館内
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（月）までにボランティアセンターへ

電話、または直接

　愛知こどもの国では、楽しい催し物

を行っています。

　皆さん誘い合ってお越しください。

▲

とき・内容など＝下表のとおり

▲

ところ＝愛知こどもの国

　（幡豆郡幡豆町東幡豆南越田3）

▲

開園時間＝午前9時から午後5時ま

　で

▲
入園料＝無料（駐車場料金500円）

●～町制50周年記念事業みよしミュ

ージックフェスティバルアマチュアミ

ュージックコンテスト   めざせ!! ミュ

　視覚障害者の人が「盲導犬と歩き出

してから、世界が広がった」という意

味を、盲導犬とのふれあいを通して一

緒に探してみませんか。

　ぜひご参加ください。

▲  

とき＝3月26日（水）午後1時30分か

ら 3時まで

▲

ところ＝福祉センター

▲

対象＝町内在住の小学生、中学生

▲

定員＝ 15人程度

▲  

申し込み＝3月17日（月）から24日

ージシャン～の出場者募集

　優勝賞品も用意していますので、エ

ントリーをお待ちしています。

▼  とき＝4月27日（日）午前9時から

▼ところ＝サンアート小ホール

▼  対象＝町内在住・在勤のアマチュア

　音楽家（カラオケは除く）

▼  定員＝10組程度（応募者多数のとき

は審査あり）

▼参加費＝無料

▼  申し込み・問い合わせ＝3月31日

（月）までに音楽の町づくり工房の加

　 藤隆
たかしげ

茂さんへ電話（☎・（34）0131）、

またはファクスで

●三好社交ダンスクラブ会員募集

▲

練習日＝毎週木曜日午後 7時から

　9時まで

▲

ところ＝中央公民館ホール

▲

対象＝どなたでも可（初心者歓迎）

▲

参加費＝月額 2,000 円

▲  

申し込み・問い合わせ＝三好社交ダ

ンスクラブの加藤光男さんへ電話

（☎（34）0027）、または会場へ直接

伝言板伝言板

　　　　　　　

愛知こどもの国４月の催し

 ☎0563（62）4151　 0563（62）4155

愛知こどもの国管理課から

盲導犬体験講座

福祉センター内　☎（34）1588　 （34）5860

三好町ボランティアセンターから　

「盲導犬ってなあに？」

教室名 と　き ところ 内　容 定員・
参加費

こどもの国桜まつり
（春まつり）

3月23日（日）から4月6日（日）
まで
9:00～17:00

園内
（イベントは、あさひが丘
いかだ池一帯）

・園内にある約1万本の桜を鑑賞
・ ゲームコーナーや物産展（土・日
曜日のみ。雨天中止）

定員なし・
無料

自然観察会
「春を探そう」

4月6日（日）
13：30～15：30　　　　　　
（受付は13：00～）

あさひが丘一帯
（受付：あさひ案内所前）

春を探しに出掛ける
（講師：渥美守久さん） 定員なし・

無料

こどもの国
つつじまつり

4月12日（土）から5月6日（火）
まで
9:00～17:00

園内一帯 園内にある約2万本のツツジを自
由に鑑賞

定員なし・
無料

たけのこ掘りをしよう

4月13日（日）・20日（日）・26日
（土）
受付
①10:30～11:00
②13:00～13:30
③14:45～15:00

ゆうひが丘竹林一帯
（受付：自由広場）

竹の生態を観察しながら、家族で
たけのこ掘りを体験（雨天決行）
※道具の貸し出し（無料）は各回先
着30組

定員なし・
1組300円

中央広場にラク書き！ 4月27日（日）・29日（火）
11:00～15:00 中央広場 中央広場をチョークの落書きでい

っぱいにする
定員なし・
無料

■愛知こどもの国 4月の催し
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【春夏講座】

▲
 講座内容＝18ページから20ページ

までの表のとおり
▲

 対象＝町内在住、在勤、または在学

の人

▲

 申し込み＝3月15日（土）から26日

（水）午後 5時までに必着で、広報

みよし折り込みの申込書、または講

座案内の申込書（学習交流センター、

役場みよし情報プラザ、サンネット、

サンアートで配布）に希望講座名、

郵便番号、住所、氏名（フリガナ）、

電話番号、性別、生年月日（夜間講

座申込者は勤務先・勤務先電話番号）

を記入し、次のいずれかの方法で

　① 直接…学習交流センターへ午前8

時30分から午後5時まで（土・日

曜日、祝日は除く)、またはサンネ

ットへ午前10時から午後7時ま

で（26日は午後5時まで）

　② 郵送…〒470-0221三好町西陣取

山90　学習交流センター内

　③ファクス

　④ホームページ申込フォームから

　⑤携帯電話申込フォームから

▲

 受講生の決定＝定員を超えた講座は

抽選とし、受講決定および抽選結果

通知は3月31日（月）に発送

【託児】

▲

 対象＝1歳以上の未就学児

▲

 託児料＝1回講座…340円

　6回講座…2,040円

　10回講座…3,400円

▲

託児の申し込み＝受講料の支払い時

※情報・通信講座を申し込む人は ､受

講者のパソコン操作レベルをそろえて

円滑な講座運営をしていくため、各

講座の受講条件に合わせたレベル（18

ページを参照）を満たすこと。なお自

分のレベルを知る自己診断チェックシ

ート「スキップテスト」を、学習交流セ

ンター、サンネットで配布しています。

（ホームページからもダウンロード可）

※講座の詳しい内容については、春夏

講座案内（冊子）、またはホームページ

をご覧ください。

【携帯電話申し込み用QRコード】

みよし悠学カレッジ

　みよし悠学カレッジでは1年間を3期間に分けて、一般公開、生活創造、

国際理解、情報・通信のさまざまな内容の講座を開いています。

　平成 20年 5月から開催する春夏講座の受講者を募集します。この機会

に、余暇を有意義に活用して楽しく学びませんか。

みよし悠学カレッジでは1年間を3期間に分けて、一般公開、生活創造、

春夏講座

▲

問い合わせ＝生涯学習課（学習交流センター内）
　☎（33）3441　 （34）1315
　ホームページ 
　http://www.hm.aitai.ne.jp/̃daigaku1/
　携帯電話申込フォーム
　http://hm6.aitai.ne.jp/̃u-gaku21/

始めよう韓国語 作ってみよう三好の味 安心快適パソコン生活

ステップアップガーデニング
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Ⅰ生活創造講座（6講座）

Ⅱ国際理解講座（10講座）

講座№ 講　座　名 と　き 会場 定員 受講料 教材費 内　容 〔講義で主に使う言語〕 託児

7 （注1）中学に戻って基礎英語
5月12日から毎週月曜日
（計10回）9:30～11:30

学
習
交
流
セ
ン
タ
ー

15人 5,000円 420円

中学1年生の教科書をテキストにし
て、ゲームやフォニックス（文字と発
音の規則性）を交え英語の基礎をゆ
っくり学ぶ。中高年の人も歓迎
〔日本語〕

あり

8 （注1）入門英会話
5月7日から毎週水曜日
（計10回）13:00～15:00 20人 5,000円 3,570円

中学校程度の英語を使いこなすこと
を目指し、歌・ゲームを交えて日常の
表現を学ぶ〔日本語〕

あり

9
英語絵本
～アーノルド・ローべ
ルの世界～

5月8日から毎週木曜日
（計10回)9:30～11:30 15人 5,000円 1,000円

平易な英語で書かれた人気作家の短
編10話をゆっくり読み進める。作家
本人の朗読CDを使って耳からも作
品を堪能する〔日本語〕

あり

10 初級英会話Ａ
（勤労者優先）

5月13日から毎週火曜日
（計10回）18:30～20:30 20人 5,000円 200円

英語での楽しいコミュニケーション
を通して、聞く・話すなどの基礎的
な英語力を身に付ける〔英語〕

なし

11 （注1）初級英会話Ｂ
5月7日から毎週水曜日
（計10回）9:30～11:30 20人 5,000円 2,730円

自然な英語の聞き取りや表現ができ
るように、DVD・歌・ゲームを通し
て楽しく学ぶ〔日本語・英語〕

あり

12
（注1）
英語力を高めよう
（勤労者優先）

5月7日から毎週水曜日
（計10回）18:30～20:30 20人 5,000円 2,730円

中級レベルの人対象。読む・話す・
聞くなどの各スキルを向上させて、
総合的な英語力を身に付ける〔英語〕

なし

講座№ 講　座　名 と　き 会場 定員 受講料 教材費 内　容 託児

1 作ってみよう
三好の味

6月6日（金）
9:30～11:30

中
央
公
民
館

20人 500円 500円

三好町の郷土料理を作ってみよう。
メニューは子どもにも大人気の「と
りめし」ほか数品。三好の食のおい
しさと知恵がいっぱい

あり

2 暮らしの中の
ガーデニング1

5月13日から毎週火曜日
（計6回）13:30～15:30

学
習
交
流
セ
ン
タ

ー

20人

3,000円 実費
植物の管理方法、デザイン、色彩な
ど、ガーデニングの基本を学び暮ら
しに生かす

あり

3 暮らしの中の
ガーデニング2

5月9日から毎週金曜日
（計6回）9:30～11:30 20人 あり

4 ステップアップ
ガーデニング

5月16日、6月13日、7月11
日、10月17日、11月28日、
12月12日の金曜日
（計6回）13:30～15:30

20人 3,000円 実費

色々な器にデザインしてガーデニン
グの楽しさを実習で学ぶ。対象は「暮
らしの中のガーデニング」を受講し
たことのある人

あり

5 ふるさとの自然

5月13日・20日・27日、6月
3日・10日、8月5日、9月16
日・30日、10月7日・14日
の火曜日
（計10回）9:30～11:30

現地 20人 5,000円 なし

三好町をはじめ県内外の豊かな自然
を訪ね、野山を中心に植物 ･昆虫 ･
野鳥などの観察や調査を通し自然に
ついて学ぶ
（集合時間は毎回異なる）

なし

6 ふるさとの文化探訪 5月15日から毎週木曜日
（計6回）9:30～11:30 現地 20人 3,000円 なし 郷土の特色ある美術館を訪れ、芸術・

美術を堪能する なし

※英会話の講座№は難易度順になっています。例：№7（易） → №13（難）
（注1） №7・8・11・12・13の講座は秋冬講座を含めた20回で計画していますので、秋冬講座も受講することを前提に申し込んでくだ

さい。
※教材費は予定価格です。

みよし悠学カレッジ
春夏講座
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講座№ 講　座　名 と　き 会場 定員 受講料 教材費 受講条件 内　容 託児

17 ゆっくりパソコン（高齢者・身障者優先）
5月9日から毎週金曜日
（計10回）9:30～11:30

学
習
交
流
セ
ン
タ
ー

20人 5,000円 1,050円 なし

パソコンの基本操作・簡単な
案内文作成・インターネット
など、パソコンでどんなこと
ができるかをゆっくり楽しく
学ぶ

あり

18 ゆっくりワード
（高齢者・身障者優先）

5月13日から毎週火曜日
（計10回）13:30～15:30 20人 5,000円 2,100円 ＹＰ

Word2007 の基本知識と基
本操作（案内文作成・編集・印
刷など）を習得する

あり

19 パソコン入門 1 5月13日から毎週火曜日
（計10回）9:30～11:30 35人

5,000円 1,050円 なし

パソコンの基本操作・はがき
作成・インターネットなど、
パソコンでどんなことができ
るかを分かりやすく楽しく学
ぶ

あり

20 パソコン入門 2
（勤労者優先）

5月7日から毎週水曜日
（計10回）18:30～20:30 20人 なし

21 安心快適パソコン生活
（勤労者優先）

5月7日から毎週水曜日
（計10回）18:30～20:30 20人 5,000円 1,650円 Ｅ 1

パソコンを快適に利用するた
めの方法と、今後のパソコン
活用と情報機器・周辺機器の
関連知識を学ぶ

なし

22 初級ワード 1 5月7日から毎週水曜日
（計10回）9:30～11:30 35人

5,000円 2,100円 Ｐ 1

Word2007を使った文書作
成の基本知識と操作方法（文
書作成・編集テクニック・印
刷など）を習得する

あり

23 初級ワード 2 5月8日から毎週木曜日
（計10回）13:30～15:30 35人 あり

24 初級ワード 3
（勤労者優先）

5月8日から毎週木曜日
（計10回）18:30～20:30 20人 なし

25 初級ワード 4 5月9日から毎週金曜日
（計10回）9:30～11:30 20人 あり

Ⅱ国際理解講座（10講座）の続き

※ 同一講座への複数申し込みはできません。
※№17と19・20、№18と22～25への重複申し込みはそれぞれできません。
※使用OSはWindowsVista、主な使用ソフトはマイクロソフトOffice2007です。
※教材費はテキスト、CD-R、用紙代などを含めた予定価格です。
※高齢者とは、平成20年4月1日現在で60歳以上の人です。

Ⅲ情報・通信講座（19講座）

講座№ 講　座　名 と　き 会場 定員 受講料 教材費 内　容 〔講義で主に使う言語〕 託児

13 （注1）イギリス英会話
5月8日から毎週木曜日
（計10回）13:30～15:30

学
習
交
流
セ
ン
タ
ー

20人 5,000円 2,560円

中級の上レベルの人対象。文法能力
を強化し、読む・話す・聞く能力に
加え、自主学習により書く能力も伸
ばす。グループやクラス全体でのデ
ィスカッションもあり〔英語〕

あり

14 はじめよう中国語 5月13日から毎週火曜日
（計10回）9:30～11:30 20人 5,000円 100円

初めて中国語を習う人・習い始めて
間もない人を対象に、中国の人を日
本でおもてなしする時の会話を通し
て、中国語の表現を楽しく学ぶ
〔日本語〕

あり

15 はじめよう韓国語 5月8日から毎週木曜日
（計10回）10:00～12:00 20人 5,000円 1,050円

初めて韓国語を習う人を対象に、子
ども番組・歌などを取り入れて楽し
く学ぶ〔日本語〕

あり

16 トラベル韓国語会話 5月12日から毎週月曜日
（計10回）9:30～11:30 20人 5,000円 600円

文字を知らない、習ったけれど話せ
ない人を対象に、韓国語を耳で聴き
覚え、会話する力を身に付ける
〔日本語〕

あり
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講座№ 講　座　名 と　き 会場 定員 受講料 教材費 受講条件 内　容 託児

26 初級エクセル 1（勤労者優先）
5月13日から毎週火曜日
（計10回）18:30～20:30

学
習
交
流
セ
ン
タ
ー

20人

5,000円 2,200円 W1

Excel2007を使って、表計
算・グラフなど基本知識と
操作方法（表の作成と編集・
数式と関数・グラフなど）
を習得する

なし

27 初級エクセル 2 5月7日から毎週水曜日
（計10回）13:30～15:30 35人 あり

28 初級エクセル 3 5月8日から毎週木曜日
（計10回）9:30～11:30 35人 あり

29 パワーポイント入門 5月20日から毎週火曜日
（計6回）13:30～15:30 20人 3,000円 520円 E1

※1

PowerPoint2007の基礎知
識と操作方法を習得し、作品
の発表も行う

あり

30 デジカメ 1 5月7日から毎週水曜日
（計10回）9:30～11:30 20人

5,000円 830円 W1

デジカメの基本から応用ま
でを学習する。パソコンへ
の取り込みや写真の簡単な
加工、Word での利用やメ
ールへの添付などを行う

あり

31 デジカメ 2 5月9日から毎週金曜日
（計10回）13：30～15:30 20人 あり

32 楽しいデジカメ撮影術

5月12日・19日・26日、6
月9日・23日、7月7日の月
曜日
（計6回）13：30～15:30

20人 3,000円 なし ※2

自分のデジタルカメラを使
って、楽しみながらカメラ
の操作、撮影の方法、写真
の見せ方を学ぶ

あり

33

Photoshop
Elements6で　　　
デジタル写真
を活用しよう

5月8日から毎週木曜日
（計10回）13:30～15:30 20人 5,000円 2,060円 ※3

PhotoshopElements6
を使って、画像の整理や加
工の基本から、合成や特殊
効果などのテクニックを学
び、楽しい作品を作る

あり

34 インターネット・電子メール入門
5月12日から毎週月曜日
（計6回）9:30～11:30 20人 3,000円 590円 YW

※4

インターネット、電子メール
の基本的な機能をゆっくり
楽しく学ぶ

あり

35 ブログをはじめよう 5月8日から毎週木曜日
（計10回）9:30～11:30 20人 5,000円 2,070円 W1

※5

日記形式の「ウェブブログ」
で簡単にホームページを作
成。作ったその日から公開
できる方法を学ぶ

あり

ＹＰ 「ゆっくりパソコン」修了者、または「スキップテストＹＰ」がおおむねできる人

ＹＷ 「ゆっくりワード」修了者、または「スキップテストＹＷ」がおおむねできる人

Ｐ 1 「パソコン入門」修了者、または「スキップテストＰ 1」がおおむねできる人

Ｗ 1 「初級ワード」修了者、または「スキップテストＷ 1」がおおむねできる人

Ｅ 1 「初級ワード」・「初級エクセル」修了者、または「スキップテストＥ 1」がおおむねできる人

※ 1 図形描画機能が使用できる人

※ 2 「デジカメ」修了者、かつ写真の取込および印刷ができる人

※ 3 「デジカメ」修了者、またはPhotoshopElements の使用経験がある人

※ 4 文字入力・マウス操作がスムーズにできる人　

※ 5 自宅でメール・インターネットを使用している人

■情報・通信講座受講条件

Ⅲ情報・通信講座（19講座）の続き

みよし悠学カレッジ
春夏講座
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