
1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 9:30 里山体験「春の里
山めぐり」
　　　　(野間義朝の森)

13 14 15 16 17 18
(野間義朝の森)

19 春季町民野球大会
   (総合公園グラウンド) 20 21 22 23 24 25

26 春季町民野球大会
 　 (総合公園グラウンド) 27 28 29 昭和の日 30

日程・時間等変更する場合があります。毎月の広報みはまでご確認ください。

10:00 美浜町消防団観閲式
             (総合公園グラウンド)

11:00 おはなし会(図書館)

春季町民ソフトボール大会
　　　　　　　　　　　(第2グラウンド)

児童館休館日
体育館・心育館休館日

春季町民ゴルフ大会
                    (新南愛知CC)

10:00 第22回あぜーりあ祭り
               (セルプ・アゼーリア)

10:30 おはなし会(図書館)
固定資産税・都市計画税(第1期)
納期限

児童館休館日

春季町民卓球大会
               (総合公園体育館)
春季町民ソフトボール大会
                   (第2グラウンド) 児童館休館日

体育館・心育館休館日

9:00 心配ごと相談所
　　　  （野間公民館）

10:30 おはなし会(図書館)
13:30 リフォーム無料相談会
                            （役場)

図書館休館日(館内整理日)

春の全国交通安全運動
　　　　　　　　　　(4/6～4/15)
13:30 浜開き式
               (矢梨潮干狩り場)
小学校入学式
児童館休館日
体育館・心育館休館日

9:10 狂犬病予防注射
中学校入学式・始業式
小学校始業式

9:00 心配ごと相談所
　　　　    (美浜町福祉センター)

9:30 狂犬病予防注射
10:30 おはなし会(図書館)

11:00 おはなし会(図書館)

10:00 おもちゃ図書館・病院
　　　   　　(美浜町福祉センター)

児童館休館日
体育館・心育館休館日

13:30 不動産無料相談会
                             (役場)

10:30 おはなし会(図書館)

9:30 狂犬病予防注射

火 水

春の安全なまちづくり県民運動
                   (4/1～4/10)

日 月 木

保育所入園式
10:30 おはなし会(図書館)

金 土

2020年 月
令和２年度

年間行事カレンダー



1 2

3 憲法記念日 4 みどりの日 5 こどもの日 6 振替休日 7 8 9

10 春季町民ソフトボール大会
(第2グラウンド) 11 12 13 14 15 16

17 春季町民野球大会
(総合公園体育館) 18 19 20 21 22 23

24 春季町民野球大会
(総合公園グラウンド) 25 26 27 28 29 30

31 7:00 ごみゼロ運動
春季町民野球大会(総合公園グラウンド)

春季壮年ソフトボール大会(第2グラウンド)

児童館休館日
体育館・心育館休館日

9:30 国保・後期高齢特定健診
　　              　　(奥田公民館)
10:00 親子ふれあいひろば
　　　　　　 　　(水野屋敷記念館)

9:00 心配ごと相談所
　　　　           （野間公民館）
9:30 国保・後期高齢特定健診
　　　　             (奥田公民館)

9:30 国保・後期高齢特定健診
　　　　             (布土公民館)
10:30 おはなし会(図書館)
13:30 リフォーム無料相談会
                             (役場)

9:30 国保・後期高齢特定健診
　　        　　(河和南部公民館)

図書館休館日(館内整理日)

13:30 第4回消防フェスティバル
         （知多南部消防署）
春季町民9人制レディースバレー
ボール大会(総合公園体育館)

10:00 狂犬病予防注射

春季町民6人制バレーボール大会
              (総合公園体育館)
春季町民硬式テニス大会
         (総合公園テニスコート) 児童館休館日

体育館・心育館休館日

9:30 国保・後期高齢特定健診
　　　　             (野間公民館)

9:30 国保・後期高齢特定健診
　　　             　(野間公民館)
10:30 おはなし会(図書館)
19 30 消防団新入団員及び幹部
教養訓練(総合公園体育館)

9:00 布ぞうりづくり教室
　　 (知多南部クリーンセンター)
9:30 国保・後期高齢特定健診
　　           　　(上野間公民館)

11:00 おはなし会(図書館)
21:30 自然観察会「山で発見!
ヒメボタル」(時志観音)

9:30 里山体験「初夏の里山ハイ
キング」  (総合公園体育館集合)
春季町民野球大会
　　　　　　　(総合公園グラウンド)
春季町民6人制バレーボール大会
　　　　　　　　(総合公園体育館)
知多半島感謝デーin南知多ビーチ
ランド(南知多ビーチランド)
食と健康の館15周年感謝祭
                （食と健康の館）

10:00 おもちゃ図書館・病院
　　　　　（美浜町福祉センター）

児童館休館日
体育館・心育館休館日

13:30 不動産無料相談会
                             (役場)

児童館休館日

9:00 心配ごと相談所
　　    　（美浜町福祉センター）
9:00 布ぞうりづくり教室
　　　(知多南部クリーンセンター)

児童館休館日

10:30 おはなし会(図書館)
小学校陸上競技大会

9:30 みはま寿大学開校式
               (総合公園体育館)
小学校陸上競技大会予備日

11:00 おはなし会(図書館)
知多半島感謝デーin南知多ビーチ
ランド(南知多ビーチランド)

日程・時間等変更する場合があります。毎月の広報みはまでご確認ください。

日 月 火 水 木 金 土

春季町民野球大会
　　　　　　　(総合公園グラウンド)
春季町民ソフトテニス大会一般の
部(総合公園テニスコート)

児童館休館日
体育館・心育館休館日

9:00 布ぞうりづくり教室
 　　(知多南部クリーンセンター)

児童館休館日

2020年 月
令和２年度

年間行事カレンダー



1 軽自動車税(全納)納期限
水道料金4-5月分納期限 2 3 4 5 6

7 危険物安全週間（6/7
～6/13） 8 9 10 11 12 13

14 春季町民野球大会(総合
公園グラウンド) 15 16 17 18 19 20 夏季町民サッカー大会

         (第2グラウンド)

21 9:00 国保限定特定健診
(保健センター) 22 23 24 25 26 27

28 29 30
春季町民野球大会
             (総合公園グラウンド)

町県民税(第1期)納期限

10:00 親子ふれあいひろば
　　　　      　(総合公園体育館)

9:30 自然観察会「海辺の生き
物」(冨具崎港)
春季町民野球大会
            (総合公園グラウンド)
PM　愛知駅伝選考会
               (総合公園体育館)

9:00 国保・後期高齢特定健診
　　　　             (保健センター)

児童館休館日
体育館・心育館休館日

9:00 心配ごと相談所
　　　             （野間公民館）

10:30 おはなし会(図書館)
13:30 リフォーム無料相談会
                          （役場）

図書館休館日(館内整理日)

11:00 おはなし会(図書館)
夏季町民サッカー大会
                   (第2グラウンド)

9:30 里山体験「昆虫採集と水生
生物観察」(野間義朝の森)
第1回美浜町ソフトバレーボール大
会(総合公園体育館)

児童館休館日
体育館・心育館休館日

10:30 おはなし会(図書館) 10:30 海開き式
               (小野浦海水浴場)

11:00 おはなし会(図書館)
夏季町民サッカー大会
                   (第2グラウンド)

水道週間(6/1～6/7)
児童館休館日
体育館・心育館休館日

9:00 国保・後期高齢特定健診
　　             　　(保健センター)

9:00 国保・後期高齢特定健診
　　　            　(保健センター)

9:00 国保・後期高齢特定健診
　             　　　(保健センター)
10:30 おはなし会(図書館)

日程・時間等変更する場合があります。毎月の広報みはまでご確認ください。

日 月 火 水 木 金 土

9:30 民踊講習会
　　    　　　　(総合公園体育館)

9:00 国保・後期高齢特定健診
　　             　　(保健センター)
9:30 自然観察会「干潟の生き物
と漂着物」(農協奥田支店集合)
10:00 水野屋敷茶会
                (水野屋敷記念館)
春季町民野球大会
             (総合公園グラウンド)
春季町民バトミントン大会
                (総合公園体育館)

10:00 おもちゃ図書館・病院
　　　　   （美浜町福祉センター）
14:00 国保・後期高齢特定健診
　　　　　             (保健センター)

児童館休館日
体育館・心育館休館日

13:30 不動産無料相談会
                            (役場)
春季町民グラウンド・ゴルフ大会
            (総合公園グラウンド)

9:00 心配ごと相談所
　　    　（美浜町福祉センター）
9:00 国保・後期高齢特定健診
　　             　　(保健センター)

9:00 国保・後期高齢特定健診
　　　             　(保健センター)
10:30 おはなし会(図書館)

10:00 親子ふれあいひろば
　　      　　　(水野屋敷記念館)

第9回ダイヤモンド婚・
第37回金婚を祝う会
(保健センター)

児童館休館日

体育館・心育館休館日

2020年 月
令和２年度

年間行事カレンダー



1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 9:00 心配ごと相談所
　　　 （野間公民館） 23 海の日 24 スポーツの日 25

26 27 28 29 30 31 水道料金6-7月分納期
限

児童館休館日
体育館・心育館休館日 児童館休館日 児童館休館日

10:30 おはなし会(図書館)
13:30 リフォーム
　　　　　無料相談会（役場）

9:00 布ぞうりづくり教室(知多南
部クリーンセンター)
固定資産税・都市計画税(第2期)
納期限
国民健康保険税(第1期)納期限
図書館休館日(館内整理日)

硬式テニス教室
            (総合公園テニスコート)

小中学校終業式

児童館休館日
体育館・心育館休館日

9:00 布ぞうりづくり教室
　　　(知多南部クリーンセンター)

10:30 おはなし会(図書館) 11:00 おはなし会(図書館)
19:00 美浜民踊まつり
 (総合公園体育館センター広場)

春季町民野球大会(総合公園グラ
ウンド)

10:00 おもちゃ図書館・病院
　　　　　（美浜町福祉センター）
児童館休館日
体育館・心育館休館日

13:30 不動産無料相談会(役場) 10:30 おはなし会(図書館) 9:00 布ぞうりづくり教室
　　　(知多南部クリーンセンター)

11:00 おはなし会(図書館)
硬式テニス教室
            (総合公園テニスコート)
夏の交通安全県民運動
                   (7/11～7/20)

夏の安全なまちづくり県民運動
(7/1～7/10)
青少年の非行・被害防止に取り組
む県民運動　夏期(7/1～8/31)

10:30 おはなし会(図書館)

日程・時間等変更する場合があります。毎月の広報みはまでご確認ください。

日 月 火 水 木 金 土

13:30 家庭教育講演会・社会を
明るくする運動推進大会・人権啓
発講演会(総合公園体育館)
夏季町民ペタンク大会
              (総合公園グラウンド)

9:30 里山体験「里海体験と磯浜
観察」(名鉄野間駅集合)
春季町民野球大会
              (総合公園グラウンド) 児童館休館日

体育館・心育館休館日

9:00 心配ごと相談所
　　　（美浜町福祉センター）

10:30 おはなし会(図書館) 10:00 親子ふれあいひろば
　　　　　 　(保健センター)

2020年 月
令和２年度

年間行事カレンダー



1 硬式テニス教室
(総合公園テニスコート)

2 3 4 5 6 7 8

9 10 山の日 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 31

10:00 親子ふれあいひろば
　　　 　　(総合公園体育館)児童館休館日

体育館・心育館休館日

10:30 おはなし会(図書館)
13:30 リフォーム無料相談会
　　　　　　　　　　　　　　　　(役場)

町消防操法大会激励(町内)

図書館休館日(館内整理日)

秋季町民野球大会
            (総合公園グラウンド)

秋季町民野球大会
　　　　　　(総合公園グラウンド)

児童館休館日
体育館・心育館休館日

10:00 おもちゃ図書館・病院
　　　　　（美浜町福祉センター）

児童館休館日
体育館・心育館休館日

10:30 おはなし会(図書館)
11:00 おはなし会(図書館)

9:30 里山体験「竹細工教室」
　          　　　(野間義朝の森)

児童館休館日
体育館・心育館休館日

9:00 心配ごと相談所
　　　    （美浜町福祉センター）

児童館休館日

10:30 おはなし会(図書館)
13:30 機関員講習会・ポンプ性
能検査(消防署)

盆夜警巡視(町内)

11:00 おはなし会(図書館)

日程・時間等変更する場合があります。毎月の広報みはまでご確認ください。

9:00 心配ごと相談所
　　　　　　　　　　（野間公民館）

日 月 火 水 木 金 土

青少年の非行・被害防止に取り組
む県民運動　夏期(7/1～8/31)

児童館休館日
体育館・心育館休館日

10:30 おはなし会(図書館)

2020年 月
令和２年度

年間行事カレンダー

町県民税(第2期)納期限

国民健康保険税(第2期)

納期限



1 2 3 4 5

6 救急医療週間（9/6～
9/12） 7 8 9 9:00 心配ごと相談所

(美浜町福祉センター) 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 敬老の日 22 秋分の日 23 24 25 26

27 28 29 30
秋季町民野球大会
            (総合公園グラウンド)
心息動の会(総合公園体育館)

児童館休館日
体育館・心育館休館日

国民健康保険税(第3期)納期限
水道料金8-9月分納期限

デサントレディース東海クラシック予
選②(新南愛知CC)

デサントレディース東海クラシック決
勝(新南愛知CC)

秋の全国交通安全運動
                  (9/21～9/30)

AM 美浜町ふれ愛ペタンク大会
             (総合公園グラウンド)

9:00 心配ごと相談所
　　　（野間公民館）

児童館休館日
体育館・心育館休館日

10:30 おはなし会(図書館)
13:30 リフォーム
　　　　　無料相談会(役場)

児童館休館日

9:00 布ぞうりづくり教室
　　　　(知多南部クリーンセンター)
卓球教室(総合公園体育館)
児童館休館日
図書館休館日(館内整理日)

9:30 フリーマーケット
　　　　　　　　　(総合公園体育館)
11:00 おはなし会(図書館)

9:30 里山体験「秋冬野菜の植
付」(野間義朝の森)
秋季町民野球大会
            (総合公園グラウンド)
秋季壮年ソフトボール大会
                   (第2グラウンド)

10:00 おもちゃ図書館・病院
　　　　　（美浜町福祉センター）

児童館休館日
体育館・心育館休館日

9:00 布ぞうりづくり教室
　　　(知多南部クリーンセンター)

10:30 おはなし会(図書館) デサントレディース東海クラシック予
選①(新南愛知CC)
高齢者訪問(町内)
10:00 親子ふれあいひろば
　　　　   　(子育て支援センター)

11:00 おはなし会(図書館)

小中学校始業式 秋季町民グラウンド・ゴルフ大会
             (総合公園グラウンド)

10:30 おはなし会(図書館)

日程・時間等変更する場合があります。毎月の広報みはまでご確認ください。

日 月 火 水 木 金 土

9:30 自然観察会「布土川の生き
物観察」(布土公民館集合)

8:00 第54回美浜町消防団消防
操法大会(総合公園センター広場)
秋季町民卓球大秋
               (総合公園体育館)
秋季町民ソフトテニス大会一般の
部(総合公園テニスコート)

9:00 国保・後期高齢特定健診
　　            　　(保健センター)

児童館休館日
体育館・心育館休館日

9:00 国保・後期高齢特定健診
　　　             　(保健センター)
10:00 親子ふれあいひろば
　　　　　　　(生涯学習センター)
13:30 不動産無料相談会
                             (役場)

9:00 国保・後期高齢特定健診
　　            　　(保健センター)
救急フェア ・ 救急の日

10:30 おはなし会(図書館) 9:00 布ぞうりづくり教室
　　　(知多南部クリーンセンター)

2020年 月
令和２年度

年間行事カレンダー



1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 秋の安全なまちづくり県民
運動(10/11～10/20) 12 13 14 15 16 17

18 秋季町民野球大会
   (総合公園グラウンド) 19 20 21 22 23 24

25 9:00 文化祭・芸能祭
      (総合公園体育館) 26 27 28 29 30 31

小学校体育大会秋季町民野球大会
             (総合公園グラウンド)
秋季町民ソフトボール大会
                   (第2グラウンド)

児童館休館日
体育館・心育館休館日

10:00 親子ふれあいひろば
　　　 　　        (水野屋敷記念館)

9:00 心配ごと相談所
　             　　（野間公民館）

10:30 おはなし会(図書館)

図書館休館日(館内整理日)

すずかけ祭 体育の部(河和中)
野中祭 体育の部(野間中)

秋季町民ソフトボール大会
                   (第2グラウンド)
秋季町民9人制レディースバレー
ボール大会(総合公園体育館)

児童館休館日
体育館・心育館休館日

10:30 おはなし会(図書館)
13:30 リフォーム
　　　　　無料相談会(役場)

9:30 文化祭(総合公園体育館)
11:00 おはなし会(図書館)

9:30 里山体験「里山整備・ピザ
作り」(野間義朝の森)
10:30 美浜町障害児・者ふれあ
い運動会(総合公園体育館)
秋季町民野球大会
　　　　　   (総合公園グラウンド)
秋季町民ソフトボール大会
　　　　　　　　　　(第2グラウンド)

10:00 おもちゃ図書館・病院
　　　　　（美浜町福祉センター）

児童館休館日
体育館・心育館休館日

13:30 不動産無料相談会
                             (役場)

9:00 心配ごと相談所
　　　    （美浜町福祉センター）

10:30 おはなし会(図書館) すずかけ祭 文化の部(河和中)
野中祭 文化の部(野間中)
卓球教室(総合公園体育館)

11:00 おはなし会(図書館)

10:30 おはなし会(図書館)
青少年によい本をすすめる県民運
動(10/1～10/31)

卓球教室(総合公園体育館)

日程・時間等変更する場合があります。毎月の広報みはまでご確認ください。

日 月 火 水 木 金 土

学区運動会(布土小・和南部小)
小学校運動会(河和小・奥田小)

学区運動会(野間小・上野間小)
秋季町民野球大会(総合公園グラ
ウンド)

児童館休館日
体育館・心育館休館日

10:00 親子ふれあいひろば
　　　 　　           (野間公民館)

10:00 美浜町戦没者追悼式
               (総合公園体育館)
10:30 おはなし会(図書館)

卓球教室(総合公園体育館)

令和２年度
年間行事カレンダー 2020年 月



1 2 3 文化の日 4 5 6 7

8 9 10:00 おもちゃ図書館・
病院(美浜町福祉センター） 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 秋季町民野球大会
  (総合公園グラウンド) 23 勤労感謝の日 24 25 26 27 28

29 10:00 まちの音楽会(総
合公園体育館) 30

秋季町民野球大会
             (総合公園グラウンド)
秋季町民6人制バレーボール大会
               (総合公園体育館)

国民健康保険税(第5期)納期限
水道料金10-11月分納期限
児童館休館日
体育館・心育館休館日

秋季町民6人制バレーボール大会
               (総合公園体育館)
秋季町民硬式テニス大会
          (総合公園テニスコート) 児童館休館日

体育館・心育館休館日

9:00 心配ごと相談所
　　　             （野間公民館）

児童館休館日

10:30 おはなし会(図書館)
13:30 リフォーム無料相談会
                             (役場)

図書館休館日(館内整理日)

11:00 おはなし会(図書館)
冬季町民サッカー大会
                   (第2グラウンド)
冬季町民ペタンク大会
             (総合公園グラウンド)

9:00 美浜町・布土学区合同防災
訓練(布土小学校)
秋季町民野球大会
            (総合公園グラウンド)
秋季町民バトミントン大会
              (総合公園体育館)

児童館休館日
体育館・心育館休館日

10:00 親子ふれあいひろば
　　　　　(水野屋敷記念館)

10:30 おはなし会(図書館)

11:00 おはなし会(図書館)
学習発表会(布土小・河和小・奥
田小)
学芸会(河和南部小)

子ども・若者育成支援県民運動
                (11/1～11/30)
小学校体育大会予備日

町県民税(第3期)納期限
国民健康保険税(第4期)納期限

児童館休館日
体育館・心育館休館日

10:00 美浜町表彰式(役場)

児童館休館日

10:30 おはなし会(図書館)

日程・時間等変更する場合があります。毎月の広報みはまでご確認ください。

日 月 火 水 木 金 土

9:30 里山体験「炭焼きと秋の里
山巡り」(野間義朝の森)
野間っ子発表会(野間小)

町制65周年記念第37回美浜町
産業まつり(総合公園体育館)

秋季全国火災予防運動
　　　　　　　　(11/9～11/15)
１１９番の日
児童館休館日
体育館・心育館休館日

13:30 不動産無料相談会(役場)

秋季町民ゴルフ会(新南愛知CC)
9:00  心配ごと相談所
　　　　  （美浜町福祉センター）

10:30 おはなし会(図書館) 9:30 みはま寿大学合同講座(総
合公園体育館サブアリーナ)
学習発表会(上野間小)

2020年 月
令和２年度

年間行事カレンダー



1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31

図書館休館日(館内整理日)

年末夜警巡視(町内)

児童館休館日
体育館・心育館休館日

児童館休館日
体育館・心育館休館日

児童館休館日
体育館・心育館休館日

児童館休館日
体育館・心育館休館日

青少年の非行・被害防止に取り組
む県民運動　冬期(12/20～
1/10)

児童館休館日
体育館・心育館休館日

9:00 心配ごと相談所
　　　             （野間公民館）
小中学校終業式

10:30 おはなし会(図書館)
13:30 リフォーム無料相談会
                             (役場)

固定資産税・都市計画税(第3期)
納期限
国民健康保険税(第6期)納期限

11:00 おはなし会(図書館)

9:30 里山体験「冬鳥を探しなが
ら初冬の里山を歩く」
                  (野間義朝の森)

10:00 おもちゃ図書館・病院
　　　　　（美浜町福祉センター）

児童館休館日
体育館・心育館休館日

10:00 親子ふれあいひろば
　　　　　 (水野屋敷記念館)

10:30 おはなし会(図書館)

11:00 おはなし会(図書館)
冬季町民サッカー大会
                   (第2グラウンド)

年末の安全なまちづくり県民運動
　　　　　　　　　(12/1～12/20)
年末の交通安全県民運動
　　　　　　　　　(12/1～12/10)

10:30 おはなし会(図書館)

日程・時間等変更する場合があります。毎月の広報みはまでご確認ください。

日 月 火 水 木 金 土

第15回愛知県市町村対抗駅伝
                   (モリコロパーク)
冬季町民サッカー大会
                   (第2グラウンド)

10:00 水野屋敷茶会
              (水野屋敷記念館)

児童館休館日
体育館・心育館休館日

10:00 親子ふれあいひろば
　　　　　           (保健センター)
13:30 不動産無料相談会
                             (役場)

9:00 心配ごと相談所
　　　    （美浜町福祉センター）

10:30 おはなし会(図書館)

2020年 月
令和２年度

年間行事カレンダー



1 元旦 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 成人の日 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

31

児童館休館日
体育館・心育館休館日

9:00 心配ごと相談所
　　　　             （野間公民館）

10:30 おはなし会(図書館)
13:30 リフォーム無料相談会
                                 (役場)

図書館休館日(館内整理日)

タウンマラソン
            (総合公園体育館周辺)

10:00 おもちゃ図書館・病院
　　　　　   （美浜町福祉センター)

児童館休館日
体育館・心育館休館日

10:30 おはなし会(図書館) 11:00 おはなし会(図書館)

9:30 里山体験「初詣で里山ハイ
キング」(野間義朝の森)
10:00 美浜町消防団出初式
              (総合公園グラウンド)
13:30 令和3年美浜町成人式
                 (総合公園体育館)

13:30 不動産無料相談会
                                (役場)

児童館休館日
体育館・心育館休館日

9:00 心配ごと相談所
　　　     （美浜町福祉センター）

児童館休館日

10:30 おはなし会(図書館)

11:00 おはなし会(図書館)

児童館休館日
体育館・心育館休館日

日程・時間等変更する場合があります。毎月の広報みはまでご確認ください。

日 月 火 水 木 金 土

児童館休館日
体育館・心育館休館日

児童館休館日
体育館・心育館休館日

児童館休館日
体育館・心育館休館日

10:30 おはなし会(図書館)
小中学校始業式

2021年 月
令和２年度

年間行事カレンダー



1 「家庭の日」県民運動
(2/1～2/28) 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 建国記念日 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 天皇誕生日 24 25 26 27

28
9:30 自然観察会「冬鳥と旅鳥カ
ワウの子育て」
          (総合公園体育館集合)
変則6人制バレーボール大会
              (総合公園体育館)

冬季町民バトミントン大会
　　　　　　(総合公園体育館)

児童館休館日
体育館・心育館休館日

9:00 心配ごと相談所
　　　             （野間公民館）
児童館休館日

10:30 おはなし会(図書館)
13:30 リフォーム無料相談会
                             (役場)

図書館休館日(館内整理日)

11:00 おはなし会(図書館)

9:30 里山体験「シイタケ・ヒラタケ
菌打ち」(野間義朝の森)

児童館休館日
体育館・心育館休館日

2/16～3/15 確定申告受付
                      (町民ホール)

10:30 おはなし会(図書館) 9:30 みはま寿大学閉校式
               (総合公園体育館)

11:00 おはなし会(図書館)

町県民税(第4期)納期限
国民健康保険税(第7期)納期限
水道料金12-1月分納期限
児童館休館日
体育館・心育館休館日

10:30 おはなし会(図書館)

日程・時間等変更する場合があります。毎月の広報みはまでご確認ください。

日 月 火 水 木 金 土

全美浜卓球大会
               (総合公園体育館)

10:00 おもちゃ図書館・病院
　　　　　（美浜町福祉センター）

児童館休館日
体育館・心育館休館日

13:30 不動産無料相談会
                            (役場)

9:00 心配ごと相談所
　　　    （美浜町福祉センター）

10:30 おはなし会(図書館)

児童館休館日

2021年 月
令和２年度

年間行事カレンダー



1 固定資産税・都市計画税
(第4期)納期限 2 3 4 5 6

7 第2回美浜町ソフトバレー
ボール大会 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20 春分の日

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

児童館休館日
体育館・心育館休館日

水道料金2-3月分納期限

児童館休館日
体育館・心育館休館日

9:00 心配ごと相談所
　　　              （野間公民館）
小中学校修了式

10:30 おはなし会(図書館)
13:30 リフォーム無料相談会
                                (役場)

保育所卒園式

図書館休館日(館内整理日)

11:00 おはなし会(図書館)

9:00 春の文協まつり文化展・芸
能大会(総合公園体育館)
9:30 里山体験「里山竹林整備」
　　　　            (野間義朝の森)

確定申告受付最終日

児童館休館日
体育館・心育館休館日

10:30 おはなし会(図書館) 小学校卒業式

11:00 おはなし会(図書館)
13:00 春の文協まつり文化展
　　　　　　　 　(総合公園体育館)

国民健康保険税(第8期)納期限
春季全国火災予防運動
                     (3/1～3/7)
児童館休館日
体育館・心育館休館日
図書館特別整理期間 図書館特別整理期間

中学校卒業式

図書館特別整理期間 図書館特別整理期間 図書館特別整理期間

日程・時間等変更する場合があります。毎月の広報みはまでご確認ください。

日 月 火 水 木 金 土

図書館特別整理期間

　　　　　　　(総合公園体育館)
消防記念日
早春硬式テニス大会
          (総合公園テニスコート)
図書館特別整理期間

10:00 おもちゃ図書館・病院
　　　　　（美浜町福祉センター）
児童館休館日
体育館・心育館休館日
図書館特別整理期間 図書館特別整理期間

9:00 心配ごと相談所
　　　    （美浜町福祉センター）

図書館特別整理期間

10:30 おはなし会(図書館)

2021年 月
令和２年度

年間行事カレンダー


