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みとよ くらしのおしらせ

三野町吉津地区に建設される新
火葬場の愛称を募集します︒呼び
やすく︑覚えやすい︑皆さんに親
しまれる愛称を付けてください︒
応募資格

日︵月︶必着

どなたでも応募できます︒また︑
１人何通でも応募できます︒
募集期間

１月
応募方法

住民票や戸籍の不正取得を抑
止するため︑本人通知制度に登
録しましょう︒
対象

市の住民基本台帳や戸籍に記
載されている人︒過去に記載さ
れていた人も含みます︒
通知される内容

本人の代理人や第三者に住民
▲
票や戸籍などを交付した事実を︑
郵送により本人に通知します︒
ただし︑交付請求者の氏名や住
所は通知しません︒
申し込み

運転免許証など︑本人である
ことが確認できるものを持って︑
市民課または各支所でお申し込
みください︒適用期間は無期限
です︒
子宮頸がん・乳がん検診の無
料クーポン券が届いた人は︑ ２
月 日︵月︶まで指定医療機関
で受診できます︒受診を希望す
る人は︑医療機関用の受診票が
必要です︒健康課までご連絡く
ださい︒
なお︑クーポン券を紛失した
人は︑再発行できます︒無料で
▲
受けられる機会に︑ぜひ︑がん
検診を受けましょう︒

▲

日時

アライグマなどは鳥獣保護法
により︑狩猟免許所持者または
防除従事者講習を受けた人でな
いと︑捕獲することができませ
ん︒農作物を守るため︑講習会
に︑ぜひ︑ご参加ください︒
１月 日︵土︶
午後１時〜４時
場所

高瀬町農村環境改善センター
対象者

歳以上の県内在住の人
申し込み期限

１月６日︵水︶

業者から﹁不用品を無料で引
き取る﹂と電話が掛かり︑断っ
てもしつこく勧誘されるという
相談がありました︒無料と言い
ながら︑さまざまな名目を付け
て高額な料金を請求される場合
もあります︒
家庭から出る一般廃棄物の収
集︑運搬にはルールがあります︒
安易に許可を得ていない業者に
処分を依頼することは︑トラブ
ルの元です︒不用品の処分は︑
ルールに従って行いましょう︒
▲
業者とのトラブルで困ったとき
は︑早めにご相談ください︒

香川高専詫間キャンパス
準優勝
第３位 琢磨 和則

優 勝 香川西高校
６部 優 勝 野口 倫史・山岡 周平

環境衛生課︑各支所に置いてあ
る応募用紙に必要事項を記入し︑
郵送︑ファックス︑メールなどで
▲
ご応募ください︒詳しくは応募用
紙︑市ホームページをご覧くださ
い︒
※応募用紙は︑市ホームページか
らもダウンロードできます︒

ダンボールコンポストとは︑家
庭で手軽にできる生ごみの処理方
法です︒ダンボール箱の中にピー
トモス︑もみ殻くん炭などの園芸
用土を入れ︑そこに生ごみを入れ
ると︑目に見えない微生物の力で
分解され︑今まで捨てていた生ご
みが︑良質な堆肥へと生まれ変わ
ります︒
市では必要な材料を無料でお渡
▲ しし︑その推進に取り組んでいま
す︒今から始めれば︑できた堆肥
を春の家庭菜園
やガーデニング
に利用できます︒
家庭でできるリ
サイクルに︑ぜ
ひ︑取り組んで
みませんか︒
市内在住の人

対象者
配布方法

配布数

環境衛生課ま
たは各町のまち
づくり推進隊で
お渡しします︒
１人１回につき︑１セット
※１セットで約３カ月の生ごみを
処理できます︒

第10回 三豊市高等学校硬式野球交流大会結果
優 勝 斎藤 智之

準優勝 青野 博文
準優勝 田中 剛司・宮崎 正伸

今年もピカピカになりました
準優勝 佐野 晴亮・新延 拓斗

三豊市勤労者協議会の皆さん１０人が、地域の安全の
ために、毎年恒例のカーブミラー清掃を行いました。冬
場は汚れや霜で見えにくくなるため、軽トラックに分乗し
て、ガラス拭きなどを使って、２人１組で３１４本のカーブ
ミラーを磨きました。
（敬称略）

市民ゴルフ大会
５部 優 勝 松岡 茂・大澤 直

12／6 豊中町内

優 勝 関 怜子・香川 里美
準優勝 森 志保子・近藤 みずほ
第３位 山本 悦子・滝口 良子
女子初級
準優勝 岩田 芽衣・田井 ひかり
４部 優 勝 岡崎 玉記・伊藤 淳

女子ダブルス

白井 夕香子・相川 由美
第３位

準優勝 岡崎 説子・藤田 理恵
３部 優 勝 岡 加絵・岩田 結花

６部 優 勝 石川 有紗・小畑 琴海
準優勝 斉藤 正樹・久保 大樹

優 勝 大西 小波・平岡 廣子
準優勝 田尾 美恵子・藤田 礼子
準優勝 山岡 努・冨田 秀克

５部 優 勝 村上 利恵子・高橋 登子

女子１部
２部 優 勝 福岡 正徒・黒川 祐二

３部 優 勝 澤井 靖子・滝口 嘉栄

優 勝 青野 昭一・畑 雅幸
準優勝 平本 規一・福田 久志
第３位 鎌倉 正弘・塩田 竜一郎
男子ダブルス

16

男子１部
（敬称略）

バドミントン大会

29

18

（敬称略）

バウンドテニス大会

第10回 市 長 杯 大 会 結 果
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廃品回収業者とのトラブルについて

新火葬場外観イメージ図
施設概要 延べ床面積 約2,000㎡
ＲＣ造 火葬炉４炉

本人通知制度に登録を
くらし

がん検診のお知らせ
防除従事者養成講習会

健康
アライグマ・ヌートリア
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くらし
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☎73−3007
環境衛生課
申し込み・問い合わせ

☎73−3007

環境衛生課

問い合わせ

三豊市北部火葬場の愛称を募集します
募集

ダンボールコンポストで生ごみを減らしましょう
くらし

