募

流域モニタリング一斉
調査参加者募集

募

「食」の見本市in知多半
島出展事業社募集

〜FOOMA2021
（国際食品工業展）
連動企画商談会〜
常滑商工会議所と愛知県国際会
議展示場
（株）
が共催し、愛知県近隣
の食の魅力を伝えるBtoBの商談会
を実施します。大型催事の場を活用
したこの取り組みは、国内だけでな
く海外販路開拓のきっかけを創出す
ることも可能です。
※
「FOOMA JAPAN2021」
は、ア
ジア最大級の国際食品工業展。スカ
イエキスポでの開催は初。約7万人
の国内外の企業様が来場予定
日時 6/1
（火）
〜6/4
（金）
10：00〜
17：00 （最終日のみ14：00まで）
会場 Aichi Sky Expo
（愛知県国
際展示場）
内 屋外特設会場
対象事業者
知多半島地域を中心とした東海3
県に所在する
「衣」
「 食」
「 住」
に関
連する事業者
出展料 要相談
（6㎡・屋外テント）
常滑×Aichi Sky Expo×FOO
MA JAPAN2021連動企画・地
域連携商談会 実行委員会事務
局 常滑商工会議所
〒479-0837
愛知県常滑市新開町5丁目58
☎34-3200

期日 ７/５(月) 雨天決行
場所 新南愛知カントリークラブ
美浜コース
参加資格 町内に在住・在勤してい
る方
募集人員 １２０名
（先着順）
申込期限 ６/８
（火） 17：00
（定員になり次第締め切ります）
参加費 ビジターの方18,800円、
メンバーの方13,500円
（チャリテ
ィー費・賞品代・カート使用料・パー
ティー代等を含む。詳細は、大会
要綱をご覧ください）
キャンセル料
（大会６日前より発生）
ビジターの方3,300円、
メンバーの方2,200円
申込先 美浜町民ふれ愛チャリティ
ーゴルフ大会実行委員会
（総合公
園体育館内）
※申込用紙は、体育館窓口にあり
ます。
総合公園体育館 ☎82-５２００

募 町営住宅入居者募集

入居可能日 ６/１(火)
募集物件 河和団地及び河和第二
団地(ただし、河和第二団地は、若
者・子育て世帯優先住宅になりま
す。)
家賃 収入に応じて決定します。
敷金 家賃３か月分
申込期間
５/６(木)〜５/19(水)
(土日祝日は除く。)
都市整備課 内線246
※申込資格、申込方法、空き部屋等
詳細については、都市整備課住
宅支援係までお問い合わせくだ
さい。

暮らしの情報ひろば
アイコン説明

河川やため池など身近な水環境
に興味を持っていただくため、県民
の方々を対象に県内全域で
「流域モ
ニタリング一斉調査」
を実施します。
この調査は、参加者の五感により
水の色やにおいなどを評価するもの
で、どなたでも簡単に実施すること
ができます。
対象 どなたでも参加できます。
（小
学生以下は保護者と一緒に参加）
調査期間 ６/５
（土）〜９/ 3 0（木）
（※期間内に調査ができない場合
は、調査日を変更できます。）
調査内容 身近な水辺（川やため
池、水路、海辺など）
で
「水のきれ
いさ」
「 水の量」
「 生態系」
「 水辺の
ようす」
を調べ、所定の調査票に
て報告してください。
募集期間
５/6
（木）
〜８/30
（月）
環境課 内線216・217

岡本綾子杯第３２回美浜町民
ふれ愛チャリティーゴルフ大会

募 募集

催し

相談

スポーツ

お知らせ

◆役場・保健センター
☎82-1111
（代表）
◆総合公園体育館
☎82-5200
◆図書館
☎82-6800
◆生涯学習センター
☎82-6464
※新型コロナウイルス感染予防等
のため、行事の中止または延期の
場合がありますのでご了承くださ
い。

春季町民バドミントン大会
日時 ６/27
（日） ９
：15〜
場所 総合公園体育館
種目 ・男子ダブルス
（１部・２部Ａ・
２部Ｂ・
３部）
・女子ダブルス
（１部・２部Ａ・
２部Ｂ・
３部）
・車いすミックスダブルス
※申込状況による変更有
参加資格 町内に在住・在勤・在学
又は町内クラブで活動している
方
申込期限 ６/９
（水） 17：00
参加費 美浜町スポーツ協会バドミ
ントン部に登録している方は無料
未登録の方は1,000円 中学生
以下の方は５００円
※大会当日集めます
申込先 美浜町スポーツ協会事務
局
（総合公園体育館内）
その他
（１）
ペアでの申込みを基本としま
すが、
１名での申込みも受付けま
す。
（２）
各自において傷害保険等にご
加入の上、ご参加ください。
（３）
新型コロナウイルスの影響に
より競技内容の変更や大会が中
止になる場合があります。
総合公園体育館 ☎82-５２００
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民踊講習会
主催 美浜音頭・小唄保存会
民踊まつりに向けて美浜音頭や、
みはま小唄などの民踊の講習会を
開催します。
日時 ６/5
（土） ９
：
３０〜12：00
（９
：00開場）
場所 総合公園体育館メインアリーナ
持ち物 体育館シューズ
服装 自由
（動きやすい服装）
草履の使用はご遠慮ください
総合公園体育館 ☎82-5200

認知症介護家族交流会
〜お気軽にお越しください〜
認知症の方を介護している家族
等が、お互いに悩みを相談し、情報
交換をする場。家族交流会を開催し
ています。
日時 ５/１７
（月） 13：30〜15：30
場所 保健センター2階講義室
対象者 認知症の方を介護してい
る家族など
申込み 不要
当日直接会場へお越し下さい
参加費 100円
＊次回は６/２１
（月）
を予定しています。
福祉課 内線362

5月の｢みはま寿大学｣
のご案内
令和３年度
「みはま寿大学」
が始ま
ります。お誘い合せの上お気軽にご
参加ください。
日時 ５/28
（金） 10：00〜
場所 総合公園体育館サブアリーナ
内容 ・開校式 ・記念講演
演題 「健康長寿の秘訣〜百寿者
の研究と美浜町の調査から〜」
講師 日本福祉大学スポーツ科学部
教授 山根 真紀 氏
受講料 無料
対象者 町内の60歳以上の方
総合公園体育館 ☎82-5200

不動産無料相談会
予約不要ですので、お気軽にお越
しください。
日時 5/11(火) 13：30〜16：30
場所 役場１階町民相談室
愛知県宅地建物取引業協会
知多支部 ☎20-５１５１
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成年後見サポート研修
講座【全6回講座】
日時 6/11（金）〜7/16（金）
まで
の毎週金曜日
13：30〜16：00
定員 30名
（先着順）
受講料 1,000円
（資料代）
会場 生涯学習センター２階研修室
（３日目のみ役場３階大会議室）
内容
１日目 成年後見概論
２日目 高齢者・障害者の権利侵害
の状況
３日目 法定後見の申し立て手続き
４日目 財産管理と身上監護Ⅰ
５日目 財産管理と身上監護Ⅱ
６日目 後見人の実務
※内容については変更になる場合が
あります。
講師 弁護士、司法書士等
申込み 5/10
（月）
から開始
知多地域成年後見センター
☎０５６２-39-２６６３

親子ふれあいひろば
日時 ５/25
（火）
、
６/15
（火）
、
７/10
（土）
、
９/14
（火）
、
１０/19
（火）
、
１１/９
（火）
、
１２/14
（火） １０
：00〜１１
：
３０
場所 生涯学習センター他
対象 本町在住の未就園児の子と
その親12組
内容 手遊び、親子体操、簡単な工
作、音楽遊び、交流会等。詳しくは、
生涯学習センター、河和児童館、子
育て支援センター等に
設置のチラシをご覧く
ださい。こちらからもご
覧になれます。
今回は年間を通しての募集に応
募者多数の場合は抽選になります。
定員に満たない場合、随時募集しま
す。
申込期間 5/6
（木）
〜19
（水）
新型コロナウイルス感染症対策
のため予約制になります。
申込先 総合公園体育館かQRコー
ドからお申込ください。
（体育館での受付は午
前9時から午後5時ま
でです。）
企画・運営
子育て支援ほっと・ミルク
総合公園体育館 ☎82-5200

里山で遊ぼう！
〔事前申込不要〕
初夏の里山を散策し、伊勢湾と三
河湾を眺めてみませんか？
日時 ５/9(日) ９
：30
集合場所 総合公園体育館駐車場
参加費 大人３００円・小学生２００円
幼児100円
（保険代等）
その他 弁当持参・小学生以下保護
者同伴
吉田
（090-3453-1562）
ＨＰ http://mhmsatoyama.web.fc2.com/

自然観察会参加者募集
〜山で発見！ヒメボタル〜
陸に住むヒメボタルをご存じです
か？空に地に舞うホタルの輝きに
出会えるかな？
日時 ５/22(土) 21：30
観察場所 時志観音境内周辺
参加費 ５０円
（保険料）
持ち物 運動靴または長靴(サンダル不可)
懐中電灯
その他 小学生以下保護者同伴
事前申込不要
環境課 内線216

｢おしゃべり広場｣に行ってみよう！
主催 子育て支援｢ほっと・ミルク｣
誰かとおしゃべりしたい時や息抜
きしたい時、遊びにきませんか。おも
ちゃ工作や、折り紙、歌あそび、絵本
など、いろんな遊びが楽しめます。
工作中はスタッフがお子様を見てい
ます。お気軽にお越しください。
対象 ０歳〜どなたでも
日時 第４月曜日 10：00〜11：30
場所 野間公民館
※参加費無料、申込み不要、入退室
自由です。
総合公園体育館 ☎82-5200
詳しくは、生涯学習センター、公
民館、子育て支援セン
ター等に設置のチラシ
をご覧ください。こちら
からもご覧になれます。

リフォーム無料相談会
予約不要ですので、お気軽にお越
しください。
日時 ５/２７
（木） 13：30〜16：30
※毎月第４木曜日
場所 役場１階町民相談室
美浜町商工会 ☎82-3951

募 募集

催し

相談

お知らせ

巡回バス情報
美浜町巡回バス
「行ってきバス」
の停留所名が変更となりました。
①ＪＡ奥田支店→ＪＡ美浜西支店
②ＪＡ布土支店→布土消防詰所
③ＪＡ上野間支店→ＪＡ上野間スタンド
④美浜少年自然の家前→美浜自然の家
※時刻表・停留場所の変更はありません。
企画課 内線232

軽自動車税（種別割）の
納期限は５月３１日です
◎軽自動車税
（種別割）
とは
毎年４月１日
（賦課期日）現在、町
内で原動機付自転車・軽自動車・小
型特殊自動車及び二輪の小型自動
車
（これらを軽自動車等といいます）
などを所有または使用している方に
対して課税され、
５月３１日
（月）
までに
納めていただくことになっています。
軽自動車税
（種別割）
は、自動車税
（種別割）
とは異なり月割課税制度は
ありません。
これらの軽自動車等を取得、
廃車、
名義変更したときは届出が必要で
す。届出をしないままにしておくと、
名義人に軽自動車税
（種別割）
がい
つまでも課税されることになります。
◎減免制度について
身体障害者手帳等の交付を受け
ている方は、その障害の程度により
軽自動車税（種別割）
の減免を受け
ることができます。ただし、普通自動
車税（種別割）の減免を受けられる
方および福祉タクシー利用券を交
付されている方は軽自動車税
（種別
割）
の減免を受けられません。
納期限の７日前までに(今年度は５
月２４日(月))に申請してください。一
年毎の申請になり、期限を過ぎると
減免は受けられません。
また、申請前に軽自動車税
（種別
割）
を納付してしまうと減免制度を
受けられなくなります。必ず先に減
免の申請を行ってください。
税務課 内線250・350

スポーツ

令和３年経済センサス‐活動調査を実施しま
す〜あなたの事業所・企業も対象です！〜
調査の期日 令和３年６月１日現在
調査の目的 我が国の全産業分野
における事業所・企業の経済活動の
状況を全国的・地域別に明らかにす
ること
調査事項 名称及び電話番号、事
業の内容、従業者数、売上
（収入）
金額 等
調査方法等
調査票を５月中旬より調査員が直
接お届け又は国から直接郵送で届
きます。
新型コロナウイルス感染症の対
策をして調査を行います。
ご回答はできる限りインターネッ
トでお願いします。
（郵送も可）
企画課 内線232

自動車税種別割の
納付をお忘れなく

５月３１日
（月）
は、自動車税種別割
の納期限です。
４月１日現在で自動車をお持ちの方
に対し、
４月３０日
（金）
に県税事務所か
ら納税通知書が発送されています。
ご確認いただき、
お近くの県税事務
所、
金融機関、
コンビニエンスストア等
で納付してください
（納付場所は、
納
税通知書の裏面をご確認ください）
。
また、パソコンやスマートフォンな
どを利用して、クレジットカード
（決
済手数料がかかります）
やインター
ネットバンキング、スマートフォン決
済アプリ
（ＰａｙＰａｙ
・
Ｌ
ＩＮＥＰａｙ
・
ＰａｙＢ）
でも納付していただけます。
なお、名義変更や廃車などの手続
きを他の人に依頼した自動車につ
いて、納税通知書が届いた場合は、
それらの手続が３月末日までに行わ
れていないことが考えられますので、
依頼先にご確認ください。
また、転居などにより納税通知書
が届かないときは、管轄の県税事務
所にご連絡ください。
知多県税事務所 課税第二課
自動車税グループ
☎８９-８１７６
（ダイヤルイン）
HP https://www.pref.aichi.jp/
soshiki/zeimu/0000051633.html

暮らしの情報ひろば

監査委員が決まりました
３月31日をもちま
して、監査委員の横
田和弘さん（河和）
が任期満了で退任
され、後 任に４月１
日から笹 本 正 二さ
ん（河和）が就任さ
れました。

早期教育相談
【無料】
乳幼児期
（０歳以上）
から、来年度
に新一年生になるお子さん
（６歳ま
で）
とその保護者の方を対象とした
早期教育相談を実施します。子育て
で気になることのある方、お子さん
の就学について相談したい方など、
お気軽にご相談ください。
日時 ７/26(月)、27(火)
９
：00〜17：00
会場 半田市福祉文化会館
申込期限 6/15(火)
申込先 学校教育課（予約制） 内線325

ちた地域若者サポートステー
ション巡回相談のお知らせ
働くことに悩みを抱えている若者や
その保護者の相談を、
お受けします。
日時 ６/２
（水） １０
：00〜12：00
場所 役場１階町民相談室
対象者 １５〜４９歳までの無業状態
の若者やその保護者
定員等 ２組
（予約優先・申込順）
申込み 問合せ先へ
ちた地域若者サポートステーション
☎８９
‐
７９４７
chitasapo@icds.jp
HP http://chitasapo.icds.jp

障がい者のための巡回相談
障害のある方、ご家族のための巡
回相談を行います。相談は無料、予
約制です。
日時 5/11
（火） 9：30〜12：00
場所 役場町民相談室
※相談日に都合のつかない方は個
別の相談も可能ですので事前にお
問い合わせ下さい。
予約・問合せ先
〔9：00〜17：00〕
ゆめじろう
☎72-６４６４ FAX72-６４５４
わっぱる
☎73-３２０１ FAX73-１６７４
soudan@dune.ocn.ne.jp
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