
※ストレッチヨガ・健康運動セミナーに参加される方で、レンタルが必要な場合は○を付けてください。

ＭＡＰ

★住　  所★　徳島県美馬市美馬町中鳥

★電　  話★　(０８８３)５５－２４２５

★Ｆ Ａ Ｘ★　(０８８３)５５－２４３０

★開館時間★　本館　９：００～１７：００

　　　　　　　別館　９：００～２２：００

★休 館 日★　毎週月曜日(祝日は開館・翌日休館)

　　　　　　　第１火曜日(祝日は開館)

　　　　　　　年末年始(12.28～1.4)

★ホームページ★ http://seibu-bousai.jp ホームページ LINE＠

★ facebook ★ https://www.facebook.com/seibubousai/

★  LINE＠  ★ 🔍[＠tht2989s]

参加イベント・行事名：　　　月　　　日（　　）

ー・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－

イ ベ ン ト 情 報
ー・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－

【予約方法】電話・郵便・FAX・LINEにてご予約を受け付けています！！

氏名：　　　　　　　　　　　　　　　（　　　歳） 電話：

　　　 月　　　日（　　）

 　　　月　　　日（　　）

※レンタル：　　　ヨガマット　　　・　　　ノルディックポール

※ご予約の際、氏名・電話番号等の情報が必要となります

徳島県立西部防災館

待望の徳島県立西部防災館別館が

12月8日(土)にオープンしました‼
災害時には支援物資の集積・配送の拠点となる物資集積施設として、

また、平時には屋内施設としてご利用いただけます‼

フットサルやテニスなどが楽しめ、雨天時や夜間でも利用可能♪

昼間は屋根膜シートから柔らかな光が差し込み、

夜間は天井のLED照明が屋内全体を明るく照らします☆

子供から大人まで幅広く、皆様の健康づくりに是非ご利用ください‼

ミニストップ

●

吉野川

四国三郎の郷

●

●

マルナカ美馬店

徳島県立

西部防災館

高瀬谷橋

青石橋
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アロマdeバスボム
講師：疾病予防施設アクア

★12.15(土)

時間 ≫ 10:00～11:00

対象 ≫ 子供から大人まで

参加 ≫ 800円(材料費)
クリスマスの季節がやってきました‼

アロマが香るバスボムを作って、家族や友人など

大切な人にプレゼントしよう🎁

ストレッチヨガ
講師：ヨガインストラクター

★12.15(土)

時間 ≫ 10:00～11:00

対象 ≫ 中学生以上

準備 ≫ タオル・飲み物・ヨガマット
血流が良くなり新陳代謝がＵＰ‼痩せ体質に☆

瞑想で心を落ち着かせ、深い呼吸をすることで

ストレス改善に効果があり☆

※動きやすい服装でお越しください

lucky seven
～クリスマス料理教室～
講師：管理栄養士

★12.15(土)

時間 ≫ 10:00～11:00

対象 ≫ 子供から大人まで

参加 ≫ 1000円～(材料費)
🎄ＭＥＮＵ🎄

＊カラフル！クリスマスチキン

＊米粉のケーク・サレ

＊玄米粉マカロニの豆乳グラタン

＊豆乳チーズのティラミス

※特定原材料７品目不使用‼

(卵・乳・小麦・えび・かに・そば・落花生)

リンパマッサージ
講師：リンパセラピスト

★1.19(土)

時間 ≫ 13:30～15:00

対象 ≫ 中学生以上
冬もポカポカに過ごしたい‼足裏・足のリンパ

マッサージで「冷え」を撃退しよう‼

※動きやすい服装でお越しください

避難所の開設・運営
講師：NPO法人日本防災士会・徳島県支部

★1.26(土)

時間 ≫ 10:00～11:30

対象 ≫ 自主防災組織または

興味のある一般の方
できる限り「公助」に頼らず、「自助」「共助」

の精神に基づき、自主防災組織が避難所の開設・

運営などを自ら行える体制づくりが必要です☆

起震車体験
講師：NPO法人日本防災士会・徳島県支部

★1.26(土)

時間 ≫ 11:30～12:30
震度７を体験し、「自分の命は自分で守る」

ということを考えてみよう☆

避難所運営ゲーム(HUG)
講師：NPO法人日本防災士会・徳島県支部

★2.9(土)

時間 ≫ 10:00～11:30

対象 ≫ 自主防災組織または

興味のある一般の方
避難所運営を任されたという想定のもと、次々に

やってくる避難者の状況や要望を考慮しながら、

迅速かつ適切に対応する術を学ぶゲームです☆

肩こり腰痛解消体操
協力：一般財団法人 徳島県スポーツ振興財団

★12.14(金)

体操・ストレッチ・ストレッチポール

ミニエクササイズボール 等

★12.21(金)

体操・ストレッチ・ストレッチポール

バランスディスク 等

様々な用具や運動で、肩こりや腰痛の解消・予防を

目指そう‼※動きやすい服装でお越しください

★1.11(金)

体操・ストレッチ・ストレッチポール

ミニエクササイズボール 等

★1.25(金)

体操・ストレッチ・ストレッチポール

バランスディスク 等

時間 ≫ 10:30～11:30

対象 ≫ 18歳以上

準備 ≫ タオル・飲み物・ヨガマット

運動靴(屋内履き)







年末年始のゴミ収集のお知らせ

　年末年始のゴミの収集につきましては、次のとおりとなりますので、ご協力いただけ
ますようお願いします。

収　集　内　容

平成30年12月27日(木) 平　常　収　集

平成30年12月28日(金)
東みよし町全域
（燃やすゴミ）

平成30年12月29日(土) 昼間地区（不燃物・資源物）

平成30年12月30日(日) 収集は休みます。（各家庭で保管してください）

・1月1日(火)の昼間地区の不燃物・資源物の収集
　は12月29日(土)に行います。～
・1月2日(水)の三好山間地区の不燃物・資源物の
　収集は1月9日(水)に行います。平成31年 1月 3日(木)

平成31年 1月 4日(金)
東みよし町全域
（燃やすゴミ）

平成31年 1月 9日(水) 三好山間地区（不燃物・資源物）

◎大型・粗大ゴミは１２月２７日（木）を以て年内の収集を終わらせて
　いただきます。
　申し込みは、１２月２５日（火）までにお願いします。
　※申し込み状況により、年内の収集ができない場合があります。

◎ゴミは指定袋に入れて、収集日の朝８時までの決められた場所に出しましょう。

◎このお知らせは年末年始の間、台所など見やすいところに貼ってください。

お問い合わせ先
東みよし町役場 環境課（☎７９－５３４０）

裏面も必ずお読みください

★ゴミ収集の休みの期間中は、収集場所にゴミを置かないようにしてください。また、不法
　 にゴミを捨てないよう、各家庭で収集が始まるまで保管してください。
★ゴミ収集の休みの期間前後は、出るゴミの量も増大します。各家庭でゴミの減量化・
 　リサイクルに努めましょう。
★山間地区は、積雪・路面の凍結等により収集ができない場合がありますのでご了承くだ
　 さい。



みよし広域連合　清掃センターからのお知らせ

　平成３０年１２月２９日（土）までは家庭から出るゴミをみよし広域連合清掃センターに
直接持ち込むこともできますので、下記の注意事項を厳守のうえご利用ください。
（処理手数料をいただく場合があります。）

注　意　事　項

１．必ず指定の袋に入れること。

２．持ち込みできる時間は、
午前　９時 ～ １２時

まで。
午後　 1時 ～ 　４時

３．センター内では必ず係員の指示に従ってください。

経　路　図

所　在　地　三好市池田町西山登り尾１３４８－６７

問い合わせ先　☎７２－０００６

裏面も必ずお読みください

清掃センター

至 琴平

国道３２号

三好高校

東みよし町役場

三好庁舎



東みよし町包括支援センター
東みよし町役場三好庁舎２階 TEL７６－５５８０

平成３０年１２月１０日発行

認知症が疑われる人や認知症の人及び家族を訪問し
認知症の人や家族の初期の相談支援を行います！

東みよし町包括支援センターだより

認知症初期集中支援チームが
東みよし町に設置されています！

認知症初期集中支援チームとは・・・・

サポート医
医療職 介護職

対象者は？
40歳以上で生活している
認知症の疑い、認知症の人
であり・・・以下を満たす方
・医療サービス介護サービスを
受けてない、または中断している
・認知症の臨床診断を
受けてない
・継続した医療サービスを
受けていない
・適切な介護サービスを
受けていない

・介護、医療サービスを受けてい
るが認知症の症状が顕著で
対応に困っている

サポートして
治療や支援
につなげま
す！

サポート

チーム員メンバー

概ね6か月短期集中支援



東みよし町包括支援センター
東みよし町役場三好庁舎２階 TEL７６－５５８０

消費者被害について産業課と取り組んでいます！

お茶を飲みながら、

サポーターとしてできそう
なことを話し合いました！

実際にサポーターが
行っている笑いヨガも
体験しました。

笑うって大切！

うちのサロンでも取
り入れてみよう！


