
◆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。
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　片づけのコツを身につけよう！
日時　9/12（日）　14:00～15:３０
場所　生涯学習センター2階研修
室1・2
対象　高校生以上
定員　30名
参加費　無料
持ち物　筆記用具、実技用Tシャツ
講師　近藤真弓氏　
申込開始　8/14（土）
申込先・問合先　図書館　☎82-6800

　プログラミングロボット「こくり」を
使って楽しくプログラミングを学ぼ
う♪
日時　9/19（日）
　　　午前の部　９:３０～１１:３０
　　　午後の部　14:00～16:00
場所　生涯学習センター2階研修
室4
対象　午前の部　小学1～3年生
　　　午後の部　小学4～6年生
※午前の部は、付き添いが必要。
定員　各回５組
参加費　無料
申込開始　８/21（土）
申込先　問合せ先へ
問　図書館　☎82-6800

日時　9/5(日)　9:00～
予備日　9/12（日）
場所　総合公園テニスコート
種目　ダブルス（一般男子の部、一
般女子・超壮年の部）
参加資格　美浜町スポーツ協会ソ
フトテニス部に登録または町内在
住・在勤・在学している方
参加費　美浜町スポーツ協会ソフト
テニス部に登録している方は
200円
　　未登録の方は５００円（高校生は
２００円）
申込期限　8/28（土）　17：00まで
その他　雨天等で中止する場合は、
当日午前7時に決定しますので各
自で役場（☎８２-１１１１）へお問い
合わせください。また、各自にお
いて傷害保険等にご加入の上、
ご参加ください。
申込先・問合先
　総合公園体育館　☎82-5200

対象年齢 　１８歳から３２歳
概要 　一般曹候補生(陸・海・空の自
衛官)、自衛官候補生（陸上は２年、
海上・航空は３年の任期制。任期
終了後、再就職支援有り）　　　
福利厚生 　宿舎無料で、食事・衣服
類・寝具を支給または貸与します。
また、自衛隊病院、医務室等（入院・
受診無料）が整備。 　　　                                                                                                      
採用試験　一般曹候補生は、9月中旬
　自衛官候補生は、毎月1回
試験内容　筆記・口述試験・適性・身
体検査　　　　　　　　　　　
受験料 　無料
問　自衛隊愛知地方協力本部
　半田地域事務所　☎21-0004

入居可能日　９/１（水）
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。）
家賃　収入に応じて決定します。
敷金　家賃の３カ月分
申込期間　8/2（月）～8/13（金）（土・日・祝除く）
問　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。

日時　9/10（金）　9:00～
予備日　9/14（火）
場所　総合公園グランド
参加資格　町内在住・在勤・在学している方
参加費　美浜町スポーツ協会グラウン
ド・ゴルフ部に登録している方は無料。
　未登録の方は５００円。
競技部門　男子の部・女子の部
申込期限　8/31（火）　17：00まで
申込先　総合公園体育館内
その他　雨天等で中止する場合は、
当日午前7時30分に決定します
ので、各自で役場（☎８２-１１１１）へ
お問い合わせください。また、各
自において傷害保険等にご加入
の上、ご参加ください。
問　総合公園体育館　☎82-5200

　親子で手や体を使ったふれあい
遊びをします。体を動かして、子ども
とコミュニケーションしませんか。
日時　９/22（水）　10：30～１１：30
　（受付10：00～）
場所　子育て支援センター
　(布土保育所2階）
講師　子育てネットワーカー
　あいち・三河　志村貴子さん
対象者　未就園児と保護者　15組
参加費　無料
募集期間　8/10（火）～9/10（金）
応募方法　QRコードを
読取り申し込みいた
だくか、生涯学習課ま
で申し込みください。
　定員になり次第、募集締切。
持ち物　飲み物、汗ふきタオル
問　生涯学習課　☎82-5200

　子育ての応援をしたい、子育てや
家庭教育支援の勉強をしたいと考え
てみえる方、気軽にご参加ください。
日時　9/14（火）、21（火）、10/1（金）
の3日間で6講座開催。
場所　愛知県生涯学習推進センター
募集期限　8/20（金）まで
申込方法等　詳しくは、愛知県教育
委員会生涯学習課のホームペー
ジをご覧ください。
HP　https://www.pref.aichi.jp/soshiki/syogaigakushu/
問　愛知県生涯学習課社会教育推
進グループ　☎052-954-6780

催し募集
相談 スポーツ
お知らせ

募

こんまり流　
ときめきお片づけ講座募

秋季町民グラウンド・
ゴルフ大会参加者募集募秋季町民ソフトテニス大

会(一般の部)参加者募集募

「親子で遊ぼう！」ふれあ
い遊び 【家庭教育講座】募

愛知県「親の育ち」家庭
教育支援者養成講座募

「こくり」で
プログラミング募

自衛官を募集しています募

町営住宅入居者募集募
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　クリアファイルが涼しそうなミニ
バッグに変身！
日時　8/7（土） 　10:00～10:50、
                    　 １１:00～11:５０
場所　生涯学習センター1階情報
工房
対象　小学３年生以上
持ち物　定規（15
ｃｍ以上）、シャー
プペンシル(ファ
イルにすじ目を
つける為に使用)
定員　各回６名
参加費　無料
申込み　不要
問　図書館　☎82-6800

　バリアフリー映画には、映像に音
声ガイドと日本語字幕がつきます。
日時　10/17（日）　13：30～15：45
場所　生涯学習センター2階研修室
定員　20名
対象　どなたでも
参加費　無料
申込開始　9/18（土）
申込先　図書館
　　FAXから申込みができます。
FAXの場合、氏名と連絡先、付き
添いの方の人数を記載。（FAX:82-
　6801）
その他　当日、配慮の必要な方はお
知らせください。
問　図書館　☎82-6800

　自然豊かな環境の中で「竹細工教
室」や若竹を使った「流れないソーメ
ン」の体験と、「もぎたて畑」で夏野
菜の収穫と手入れをしてみましょう。
日時　8/8(日)　9:30
場所　野間内扇地内「義朝の森」
参加費　大人300円
　小学生200円（保険代等）
その他　事前申込不要。
　小学生以下保護者同伴。
問　神野（☎０８０-５１６９-３９６４）
　美浜里山クラブ
HP　http://mhmsatoyama.web.
　fc2.com/

　「がんの不安や悩みを聞いてほし
い」「地域の医療機関の情報を得たい」
「がんの患者会に出たい」「同じがんの
体験者と話をしたい」等のがん患者と
その家族からの相談を、がんのピア
サポーターへ電話相談ができます。
開催日　毎週火・木・土曜日（月2回）
開催時間　
　10:00～12：00（受付11:30まで）
　13：00～16：00（受付15:30まで）
　ほっとライン　
　☎052-684-8686
　※予約ができます。
予約先・問合先　NPO法人ミーネット
　☎052-252-7277（火～土曜日
　9：30～17：00）

　知多南部相談支援センターゆめ
じろう・わっぱるでは障害のある方、
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。秘密
は厳守します。
日時　8/10（火）　9:30～12：00
場所　役場1階町民相談室
※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
お問い合わせください。
予約・問合せ先
　ゆめじろう
　☎72-6464　FAX72-6454
　わっぱる
　☎73-3201　FAX73-1674
　　soudan@dune.ocn.ne.jp
※広報みはま7月号に、メールアドレ
スに誤りがありましたので、お詫
びして訂正します。
　誤）soudan@dune.ｃo.ｊｐ
　正）soudan@dune.ocn.ne.jp

日時　8/27（金）～９/2（木）　8:30～19:00
※８/28（土）・２９（日）は10:00～17:00
内容　いじめ、虐待など、子どもの
人権に関わる悩みごと、心配ごと
などの相談に応じます。
※相談内容の秘密は固く守られま
すので、ひとりで悩まず、気軽に
相談してください。
連絡先　相談専用（子どもの人権１１０
番）　☎0120-007-110
問　名古屋法務局人権擁護部
　☎052-952-8111(内線1483）

クリアファイルでマ
イバッグを作ろう！

　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。
　お気軽にお越しください。
日時　8/16（月）　13:30～15:30
場所　保健センター2階小会議室
対象者　認知症の方を介護してい
る家族等
参加費　100円
申込み　不要　当日直接会場へお
越しください。
　　次回は9/27（月）を予定してい
ます。
問　福祉課　内線361・362

　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、資格を持っ
た相談員がお受けします。
日時　9/1（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　２組（予約優先・申込順）
問　ちた地域若者サポートステーション 
　　☎89-7947  

　中学校卒業程度認定試験とは、
病気などやむを得ない事由により、
義務教育諸学校に就学させる義務
を猶予または免除された子に対して、
中学校卒業と同等以上の学力があ
るかを認定するために国が行う試
験であり、合格した方には高等学校
の入学資格が与えられます。
受験資格　文部科学省のホームペ
ージをご覧ください。
HP　https://www.mext.go.jp/
　a_menu/shotou/sotugyo/14
　1876_00002.htm
願書受付期限
　9/3(金)まで
　（9/3の消印有効）
試験期日 10/21(木)
問　文部科学省総合教育政策局　
生涯学習推進課　
　☎03-5253-4111　
　内線2643・2024　
 

里山で遊ぼう！　流れな
いソーメン・竹細工教室

バリアフリー映画上映会
｢博士の愛した数式｣

暮らしの情報ひろば暮らしの情報ひろば

ちた地域若者サポート
ステーション巡回相談

がんサポート
ほっとライン

全国一斉「子どもの人権
１１０番」強化週間です

障害者のための巡回相談

令和3年度就学義務猶予免除者
等の中学校卒業程度認定試験

認知症介護家族交流会
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　本町ではごみの減量化・リユース
（製品再利用）を考えようと例年フ
リーマーケットを開催していました
が、新型コロナウイルス感染拡大防
止の観点から、９月２５日（土）に開催
を予定していました今
年度のフリーマーケッ
トは中止とします。
　住民の皆さまにおか
れましては、引き続き
ごみの減量化への取り
組みをお願いします。
問　環境課　内線216・217

　個人事業税の第１期分の納期限
は、８月３１日（火）です。
　県から納税通知書が届きましたら、
納期限までに納付してください。
　納税通知書には、第１期分と第２
期分の納付書が同封されますので、
納付に当たっては、納付書をお間違
えのないようにご注意ください。
納付場所および納税方法
・金融機関、県税事務所の窓口
・コンビニエンスストア、ＭＭＫ設置
店
・Pay-easy（ペイジー）に対応した
インターネットバンキングまたはＡ
ＴＭ
・インターネット環境でのクレジット
カードによる納付
・スマートフォン決済アプリ（Pay
　Pay、LINEPayおよびPayB）によ
る納付
※コンビニエンスストア、ＭＭＫ設置
店、スマートフォン決済アプリによ
る納付については、納付書の納付
金額が３０万円以下のものに限り
ます。
その他　領収証書が必要な方は、
金融機関（ゆうちょ銀行を除く。）
の窓口、県税事務所の窓口または
コンビニエンスストア、ＭＭＫ設置
店で納付してください。
　　また、納税には便利で安全な口
座振替の制度もあります。ご希望
の方は口座を開設している金融
機関の窓口で手続きをしてくださ
い。
問　愛知県知多県税事務所課税
　第一課　県民税・事業税グループ
　☎89-8174(ダイヤルイン）

　戦没者、原爆死没者の冥福を祈り、
世界の恒久平和の実現を祈念して、
同報無線のサイレンを合図に一分
間の黙とうをお願いします。
日時　８/15（日）
　（終戦の日）12:00～
問　総務課　内線204

　「令和３年２月福島県沖地震災害
義援金募金箱」受付総額　3,966円
　お寄せいただいた義援金は、日本
赤十字社を通じて被災地へお届け
いたします。多くの皆さまからのあ
たたかいご支援ありがとうございま
した。

奥田保育所へ
●移動式動物園開催費用
　奥田申酉会様
　ご寄附いただきました行事開催
費用については、有効に活用させて
いただきます。
　ありがとうございました。

　「広報みはま」を無料アプリ「マチ
イロ」を利用し、スマートフォンやタ
ブレット端末向けにインターネットで
デジタル配信をしています。アプリ
をダウンロードして登録すれば、「広
報みはま」を読むことができます。
利用方法
①QRコードからサイトへアクセス
②ダウンロードし、インストール
③個人設定で、必要事項（性別・生年
月日・お住いの地域の郵便番号）
を入力し、お住まいの地域で「愛
知県美浜町」を選択してください。
問　秘書課　内線212

　小野浦地区で例年8月に開催して
いる「元気の出る花火大会 in MIHA
MA トップPresents ビックバン」に
ついて、新型コロナウイルス感染拡
大防止のため、今年も開催しないこ
とといたしました。
ご理解頂きますよ
うお願いします。
問　産業課
　内線264

　希望する企業のブースで面談（面
接）を実施します。
　事前予約不要で入退場自由、参
加費も無料ですので気軽にご入場
ください。
日時　9/14（火）　10：00～12：00、
　13：00～15：00
場所　半田市福祉文化館（雁宿ホー
ル）中央公民館　講堂
対象者　新型コロナウイルス感染
症の影響により離職を余儀なくさ
れた方等の一般求職者

その他　詳細はホームページをご
覧ください。
HP　https://www.ai
　chi-job.info/event/
問　愛知県就業促進課
　☎052-954-6366

　空港ターミナルビル内に新型コロ
ナウイルスワクチン大規模接種会場
が開設されている期間は、日あるい
は時間帯によって空港内や周辺道
路が混雑する恐れがありますので、
空港をご利用の際は、お時間に余裕
を持ってお越しください。
問　名古屋空港総合案内所
　☎0568-28-5366

　10月30日（土）・31日（日）に開催
を予定していました｢美浜町文化祭・
芸能祭｣ですが、新型コロナウイル
ス感染拡大の影響等を考慮し、令和
4年3月12日（土）・13日（日）に延期し
ます。
　皆さまのご理解をお願いします。
問　生涯学習課　☎82-5200

暮らしの情報ひろば暮らしの情報ひろば

広報みはまをスマホで
も読むことができます！

お知らせ相談 スポーツ催し募集募

元気の出る花火大会中止

ご寄附ありがとうございます

新型コロナウイルスによる離
職者向け地域別就職面接会

【県営名古屋空港】
ご利用のお願い

美浜町文化祭・芸能祭
開催延期

フリーマーケット
中止のお知らせ

個人事業税第１期分
の納税をお忘れなく

平和祈念の黙とうの
お願い

災害義援金のご協力
ありがとうございました

iPhone
(APP Store) 

Android
(Google Play)
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