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プログラム　
　　10:00 ～ 11:30	 粉挽き節日本一大会
　　11:30 ～ 12:00	 祖谷そばの早食い大会
　　12:00 ～ 12:30	 粉挽き節日本一審査発表
　　12:30 ～ 14:00	 郷土芸能大会
　　14:00 ～ 16:00	 武者行列
　　福引・バザー・野点（10:00 ～ 16:00）
お問い合わせ先
　　西祖谷総合支所産業観光課（☎ 87-2275）
　　東祖谷総合支所産業観光課（☎ 88-2893）

　　
ラピス大歩危 10 周年記念感謝祭

　平成 8年にオープンしたラピス大歩危も、創立
10 周年目を迎えることができ、平成 18 年 8 月末
現在で 354,800 人の方々が石の博物館に入館され
ました。10 周年を迎えるにあたり、盛大な記念イ
ベントを開催いたします。皆様お誘い合わせのうえ、
ご来館くださいませ。
　　期　日　11月 3日・4日・5日
　　場　所　ラピス大歩危（山城町上名）
　　時　間　9時～ 17時
4 日
　山城中学校ブラスバンド演奏会（11時）　
　BINGO大会（12時）
　若葉連による阿波踊り（14時）
3 日〜 5 日
　石の博物館：1割引＆チェックポイントクイズ　
　　　　　　（全問正解者に景品あり）
　売店：鉱物、アクセサリー、石小物類１割引
　喫茶：注文された方にお菓子のプレゼント
お問い合わせ先
　ラピス大歩危（☎ 84-1489）
　http://www.yamashiro-info.jp/lapis/

リニューアル 10 周年
2006-2007 井川スキー場腕山 オープニングイベント
11 月 16 日 ( 木 )・17 日 ( 金 )
元オリンピック・アルペン選手 木
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 氏来場 !!

11 月 16 日（木）18:30　「スキーの夕べ」開催
　　　三好市池田総合体育館サブアリーナ　入場無料
　　　第１部　木村公宣氏講演・映写会・質疑応答など
　　　第２部　抽選会 ( スキー場優待券、スキー・スノーボード等 )
　　　　　　　サイン会

11 月 17 日（金）17:00　井川スキー場腕山　ナイターオープン
　　　木村公宣氏によるデモンストレーション・福投げ等
　　　当日は、リフト無料。

お問い合わせ先
　　　井川総合支所 産業観光課 スキー場担当 ( ☎ 7�-5005)

▲ 木村 公宣 氏

竹チップを無償でお分けします。

　国土交通省徳島河川国道事務所では、三好市三野
町芝生地先において、「平成 18 年度滝谷川樋門新
設工事」を施工しており、当工事において竹林の伐
採が発生します。伐竹材が多量に発生しその処分に
も多大な費用がかかることから、チップ化し有効利
用することとしました。（伐竹材のチップ化でコス
ト縮減・有効利用として成功した事例があります。）
　竹チップの利用希望者で、取りに来て頂ける方に
無償でお分けしますので、２月下旬までに下記場所
に問い合わせてみてください。（数量に限りがあり
ます）

　
お問い合わせ先
　国土交通省徳島河川国道事務所
　吉野川美馬出張所（☎ 0883-63-2049）　

▲ できあがった竹チップ

生まれ変わった

「祖谷平家まつり」
へお越しください

今年より西祖谷山村
の「秘境祖谷のもみ
じ祭り」と東祖谷の
「平家祭り」が、合
同で開催することと
なりました。イベント名も「祖谷平家まつり」と
改めまして、毎年継続していくイベントといたし
ます。内容も盛りだくさんで、多くの皆様に楽し
んで頂ける内容となっております。ご家族お揃い
で、是非お越しください。

開催日：10月 29日
場　所：西祖谷山村かずら橋夢舞台
	 　　　　　　（イベント広場）

いよいよ始まる
地上デジタル放送第4回近いうちにテレビを買い替えたい！

どんなテレビがあるのかな？

　現行の地上アナログテレビ放送からデジタル放送まで、１台で受信できる共用テレビが発売されて
います。
　地上デジタル放送対応・３波共用チューナー内蔵のハイビジョンテレビなら、1 台で現行のアナロ
グ放送から地上デジタル放送、BS・110 度 CS（別途アンテナが必要）などのデジタル放送を受信でき、
ハイビジョン放送の美しい画像と迫力をお楽しみいただけます。

＜現在発売されている主なテレビの種類＞

　　　　　　　　　　　　　　　 　　 

※　機能、特徴がいろいろありますので、詳しくは店頭等でご確認下さい。
※　地上デジタル放送の受信には、放送局等によって受信環境が整備されている必要があります。

プラズマテレビ リアプロジェク
ションテレビ液晶テレビ
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献血にご協力をお願いします。
　わが国の献血事業は、血漿分画製剤のかなりの部
分を外国からの輸入に依存している現状です。次の
日程により、献血の実施を予定していますので、御
協力いただけますようお願いします。

（ 200ml 献血 /400ml 献血のみ ）

  期 日　10 月 27 日（金）

  場 所　13 時半〜 14 時半（市役所駐車場）
　　　　15 時〜 16 時（保健センター駐車場）

　お問い合わせ先
　　三好保健所医療企画担当（☎ 72-1017）
　　三好市保健センター内保健医務課（☎ 72-6767）

三好市の臨時看護師を募集いたします。募集要項は次の
とおりです。

募集人員　若干名

応募方法　市販の履歴書に所定の事項を記入、写真を添
付し、看護師免許証の写しと一緒にお申し込みください
（郵送可）。なお、履歴書に希望される勤務場所をご記入
ください。提出先は総務課人事室のみとなっております
のでご注意ください。

選考　書類による選考を行います。結果については、応
募者に後日連絡いたします。

採用予定職種・人員等

受験資格　昭和 46 年 4月 2日から昭和 61 年 4月 1日
までに生まれた者で、臨床検査技師免許を有する者又は
平成 18年度実施の国家試験で取得する見込みの者。

募集要項及び受験申込用紙の請求（10 月 16 日より）
［直接受け取る場合］平日の午前 8時 30 分から午後 5
時 15 分の間に「市役所３階	総務課人事室」もしくは「各
総合支所市民課」の窓口でご請求ください。

［郵便で請求する場合］封筒の表に、「職員採用試験申込
書請求（臨床検査技師）」と朱書きし、120 円分の切手
を貼った宛先明記の返信用封筒（A4サイズ・角形２号）
を必ず同封してください。

申込み受付期間（総務課人事室のみで受付）
10 月 16 日～ 10月 30 日（土・日曜を除く）
午前 8時 30 分～午後 5時 15 分まで。

郵便による申込みの場合は、「書留郵便」で 10月 30 日
までの消印のあるものに限り受付。

三好市職員採用試験（再募集）の
お知らせ

市営住宅の入居者を募集します。お申し込みは 1世帯 1
団地に限ります。希望する市営住宅のある地区の支所に
申し込んでください。郵送での申込は受付いたしません。

■申込期間　平成 18年 10 月 13 日～ 27日

■お申込みできる方（入居者の資格）
①	現在、同居しているか、又は同居しようとする親族があ
　	る方
②	現に住宅に困っていることが明らかな方
③	税金及び公共料金 ( 水道・保育料等 ) を滞納していない方
④	所得が所定の基準に該当する方

■公営住宅の所得基準
入居世帯の所得合計が月額 20万円以下であること。
※入居世帯に身体障害者、高齢者世帯等は、所得合計が
月額 26万 8千円以下。

■特定公共賃貸住宅の所得基準（山城 井川 東祖谷 西祖谷）
入居世帯の所得合計が月額 20 万円以上 60 万 1千円以下
であること。

■お申込み・お問い合わせ先（平日 � 時 30 分〜 17 時）
三野地区　　三野総合支所	建設課　	（☎ 77-4804）
井川地区　　井川総合支所	建設課　	（☎ 78-5007）
池田地区　　三好市役所	建設課　　	（☎ 72-7623）
山城地区　　山城総合支所	建設課　	（☎ 86-1149）
西祖谷地区　西祖谷総合支所	建設課（☎ 87-2276）
東祖谷地区　東祖谷総合支所	建設課（☎ 88-2896）

市営住宅 入居者募集住　宅　名 所　在　地 募集
三野芝生第二北団地A棟（公） 三野町芝生 1戸
井川井内坊団地（公） 井川町井内西 1戸
井川西井川坊団地（公） 井川町西井川 1戸
井川中村南団地Ｃ棟（特） 井川町タクミ田 1戸
池田水木団地（公） 池田町トウゲ 3戸
池田板野団地（公） 池田町イタノ 1戸
池田州津団地（公） 池田町州津藤ノ井 2戸
池田中西団地（公） 池田町中西西原 1戸
池田新山団地（公） 池田町シンヤマ 1戸
山城下川団地（公） 山城町下川 1戸
山城下名団地 2号棟（公） 山城町下名 2戸
山城西宇団地 1号棟（公） 山城町西宇 1戸
山城伊予川団地（公） 山城町信正 1戸
山城永美団地（特） 山城町下川 2戸
山城川口団地（特） 山城町引地 1戸
西祖谷一宇第２団地（公）（特） 西祖谷山村一宇 1戸
西祖谷一宇団地（公） 西祖谷山村一宇 4戸
西祖谷西岡第２団地（公） 西祖谷山村西岡 3戸
西祖谷榎団地（公） 西祖谷山村榎 2戸
西祖谷有瀬団地（公） 西祖谷山村有瀬 2戸
西祖谷ふるさと団地（貸） 西祖谷山村一宇 7戸
東祖谷新居屋団地（み） 東祖谷新居屋 1戸
東祖谷新居屋団地（公） 東祖谷新居屋 1戸
東祖谷和田団地（公） 東祖谷和田 1戸
東祖谷菅生団地（公） 東祖谷菅生 1戸

（公）＝公営住宅　（特）＝特定公共賃貸住宅　
（貸）＝貸付住宅　（み）＝みなし特定公共賃貸住宅

秋の行政相談週間　10月 16日～ 22日
　行政相談は、国、県、市町村などの行政に関する苦情や要望などの解決を図り、行政運営の改善に反
映させるものです。行政相談週間は、この制度を皆さんに広く普及し、利用していただくために全国一
斉に実施しているものです。三好市では、行政相談週間中に次のとおり行政相談所を開設します。役所
の仕事について、苦情や要望、制度や仕組みが分からないなど、お気軽にご相談ください。相談は無料
で、秘密は固く守られます。

お問い合わせ先
〒 778-8501 三好市池田町シンマチ 1500 番地 2
三好市役所	総務部総務課	人事室（☎ 72-7624）
※メールによるお問い合わせには応じかねます。詳
しい内容は、三好市ホームページ（http://www.city-
miyoshi.jp/）をご覧ください。

三好市臨時看護師の募集

行政相談所
日　時　　10月 19 日　13時～ 15時
場　所　　三好市役所
相談員　　池本	義弘さん
お問い合わせ先　総務課（☎ 72-7600）

　	　	（11 月の相談日は情報ひろばに掲載しています）

　Ｓマークは、厚生労働大臣認可の標準約款制度に
従って営業しているお店です。
　このＳマークを店頭に表示しているお店なら安
全、衛生、技術が保証され、皆様の信頼できるお店
選びの大きな目安となります。また万一の場合、事
故賠償基準に基づいた補償も受けられます。

　　　財団法人　徳島県生活衛生営業指導センター
　　　　　　　　　　　　　（☎ 088-623-7400）

理容店、美容店、クリー
ニング店のお店選びは
Ｓマーク登録店で！

標準営業約款（Ｓマーク）

厚生労働大臣認可

勤務場所 市立三野病院
（三野町芝生 1270-30）

西祖谷山村診療所
（西祖谷山村一宇 36�-�）

応募資格 看護師免許のある方
夜勤が可能な方 看護師免許のある方

賃金及び
待　　遇

月額 162,900 円
夜間・通勤手当が加算
され、社会保険制度が
あります。その他三好
市臨時的任用職員の基
準によります。

日額 13,500 円
通勤手当が加算され、
社会保険制度がありま
す。その他三好市臨時
的任用職員の基準によ
ります。

採　用
予定日

おおむね11月から（平
成19年10月末まで）

	おおむね 12月から
	半年間

応募期限 10月 23 日
（郵便の場合23日必着）

11月 15 日
（郵便の場合15日必着）

試験区分 採用予定人員 職 務 の 内 容

臨床検査技師 若干名 臨床検査技師業務等に従事


