
◆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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　日頃、運動不足が気になる方、ま
だまだ体力には自信がある方、あな
たの体力年齢は何歳ですか？健康
的な生活を送るためにも、体力テス
トを受けてみましょう！
参加資格　２０歳以上の方
日時　10/5（火）
　　　①６５歳以上の方…9:30～
　　　②２０歳以上の方…19：00～
場所　総合公園体育館
参加費　無料
測定項目
〈６５歳以上の方〉
　握力・上体起こし・長座体前屈・開
眼片足立ち・１０ｍ障害物歩行・６分
間歩行
〈２０歳以上の方〉
　握力・上体起こし・長座体前屈・反
復横とび・立ち幅とび・急歩（男子は
１５００ｍ、女子は１０００ｍ）
持ち物　運動のできる服装、室内専
用シューズ、タオル、飲み物等
申込先・問合先
　生涯学習課　☎８２-５２０0
※当日の参加も可能です。
　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。

入居可能日　10/１（金）
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　9/1（水）～9/14（火）（土
日祝は除く。）
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。

　聴覚障害者（児）の理解と要約筆
記に必要な基礎知識修得やパソコ
ン要約筆記の大切さを実感してい
ただくための講座です。
日時　9/25～11/6（毎週土曜日）
　9：30～12：00（全7回）
対象　ボランティア活動や意思疎通
支援に関心があり、基本的なパソ
コン操作ができる方、美浜町・南知
多町・武豊町に在住・在勤・在学の方
定員　20名
場所　武豊町地域交流センター
　（武豊町字忠白田11-1）
受講料　無料
申込期日　9/21（火）までに電話、
　ＦＡＸ（82-5160）、メール（vc@mi
　hama-shakyo.or.jp）からお申し
込みください。
問　美浜町社会福祉協議会　☎83-2066

募集人員　1名
勤務内容　高齢者の介護予防およ
び認知症に関する業務
勤務場所　福祉課高齢介護係
勤務条件
　（1）勤務時間　9：00～17：00
　（2）賃金　1時間当たり1,286円
　通勤手当は規定による

　（3）雇用期間　10/1～R4/3/31
　（平日のみ）

申込期間　9/17（金）まで
応募資格　保健師の資格を有し、社会
保険および雇用保険に加入できる方
提出書類　自筆履歴書（写真貼付）
面接試験　別途通知します
申込先・問合先
　福祉課高齢介護係　内線361

　「親子ふれあいひろば」に参加しま
せんか。
　絵の具を使って、色遊びを楽しみ
ます。
日時　９/14（火）　10：30～１１：30
　（受付10：00～）
場所　生涯学習センター
講師　子育てネットワーカー
対象者　未就園児と保護者　2組
参加費　無料
申込期間　9/7（火）～9/10（金）
申込先　総合公園体育館
かQRコードからお申し
込みください。
　（受付は9：00～17：00）
※応募者多数の場合は抽選になり
ます。
問　生涯学習課　☎82-5200

 

　県では、交通事故防止のため、交
差点の危険性などを理解し、安全な
道路の横断方法を学べる「交差点事
故防止出張講座」の派遣先を募集し
ています。
　歩行環境シミュレータによるリア
ルな交差点での横断を疑似体験し
ながら、安全な横断方法を身につけ
ていただけます。
対象　子どもから大人までの団体
　（15～30人程度）
派遣日時　10：00～16：00（平日）
　講座の所要時間は概ね2時間程
度
費用　無料
申込方法　開催希望日の1か月前ま
でに県防災安全局県民安全課に
派遣申込書を提出してください。

その他　会場および電源等は申込
者側でご用意ください。
問　県防災安全局県民安全課
　☎052-954-6177（ダイヤルイン）

催し募集
相談 スポーツ
お知らせ

募

｢町民体力テスト｣募

「親子ふれあいひろば」募

安全な道路の
横断方法を学ぼう募

【美浜・南知多・武豊町社会福
祉協議会共催】パソコン要約
筆記ボランティア養成講座

募

会計年度任用職員募集募

町営住宅入居者募集募

こちらから
ご覧いただけます
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　マツボックリでミニクリスマスツ
リーを作ろう♪
日時　11/21（日）
　①10：00～12：00
　②13：00～15：00
場所　愛知県緑化センター
　豊田市西中山町猿田21-1
申込開始　10/21
定員　各40名
講師　愛知県緑化センター職員
参加費　無料
※一部材料費が必要な場合があり
ます。
申込方法　申込開始日の午前9時
より電話で先着順に受け付けま
す。
問　愛知県緑化センター
　☎0565-76-2109

　野間内扇にある「義朝の森」で、秋
冬野菜の植え付け、畑の手入れを体
験しませんか？また、里山整備として
散策路の草刈りとピザ作りも行いま
す。
日時　９/12(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　竹内（☎０９０-９９４３-６１４２）
　美浜里山クラブ
ＨＰ　http://mhmsatoyama.we
　b.fc2.com/

　9月23日（木・祝）に開催を予定し
ていました｢みはま寿大学｣は、新型
コロナウイルス感染拡大防止のた
め、中止いたします。
　楽しみにしていた皆さまには、ご
理解いただきますようお願いします。
問　総合公園体育館　☎82-5200

　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　１０/６（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

　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　9/14（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・問合先
問　ゆめじろう
　☎72-6464　FAX72-6454
問　わっぱる
　☎73-3201　FAX73-1674
　　soudan@dune.ocn.ne.jp

　布土川は、町内でも多くの水棲生
物が生息する河川の一つです。カワ
ムツ・ウナギ・ヨシノボリなど何が生
息しているのでしょうか？
日時　９/4(土)　9：30～
集合場所　布土公民館駐車場
参加費　50円（保険料）
持ち物　タモ・バケツ・長靴（サンダ
ル不可）
その他　小学生以下保護者同伴。
事前申込不要。指導は、知多自然
観察会のみなさんです。
問　環境課　内線216・217

　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　9/27（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。
問　福祉課高齢介護係
　　内線361・362
　次回は10月18日（月）を予定して
います。

日時　9/14（火）　13：30～16：30
場所　役場1階町民相談室
内容　不動産に関するご相談なら
どんなことでもお気軽にご相談い
ただけます。（予約不要）
対象者　どなたでも
問　愛知県宅地建物取引業協会　
知多支部　☎20-5151

里山で遊ぼう！　秋冬野菜の
植付・「もぎたて畑」の手入れ

暮らしの情報ひろば暮らしの情報ひろば

障害者のための巡回相談

自然観察会
～布土川の生き物観察～9月の「みはま寿大学｣ 【野外教室】親子で

楽しむ森のクラフト

不動産無料相談会

認知症介護家族交流会

ちた地域若者サポート
ステーション巡回相談
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日時　10/1（金）　13：00～16：00
場所　役場1階町民相談室
相談内容
　「相続について聞きたい」
　「飲食店を開業したい」
　「農地に家を建てたい」
　「建設業許可を申請したい」
　「法人を設立したい」
　「成年後見制度に関する相談をし
たい」等
　予約は不要です。お気軽にお越し
ください。
問　司法書士会半田支部
　　☎32-8895
　　行政書士会知多支部
　　☎26-4114

日時　10/6（水）　13:00～15:50
場所　役場1階町民ホール
内容　応募書類の書き方、再就職
の不安や疑問、仕事の探し方など、
就労に関する無料相談会を行い
ます。
対象者　55歳以上の方
定員　3名（1人50分以内）
参加費　無料
受付開始　9/1（水）
その他　雇用保険受給者の方は、
求職活動の実績になります。
申込先・問合先　
　福祉課高齢介護係　内線361
※事前予約制（当日受付はありませ
ん）定員になり次第締切。
　電話またはFAX（83-0755）にて
お申し込みください。

　今年のリサイクルフェアは、新型
コロナウイルス感染拡大防止のた
め、開催を中止いたします。
　楽しみにしていた皆さまには、ご
理解いただきますようお願いします。
問　知多南部衛生組合
　　☎62-0402

美浜町へ
町民の森整備費用
神田航太郎　様　
問　産業課農政係　内線265

　「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

　今年度の「美浜町産業まつり」は、
新型コロナウイルス感染拡大防止
のため、中止いたします。楽しみにし
ていた皆さまには、ご理解いただき
ますようお願いします。
問　産業課　内線265

日にち　7/17（土）
場所　総合公園グランド
　優　勝　美浜レッドスプライト
　準優勝　ＫＯＮベースボールクラブ
〈個人の部〉
　最優秀選手賞
　　横田佳知（美浜レッドスプライト）
　優秀選手賞
　　佐伯　元（ＫＯＮベースボール
クラブ）

問　総合公園体育館　☎82-5200

日にち　７/4（日）
場所　総合公園体育館
【男子の部】
　優　勝　フクちゃんず
　準優勝　マジスティック
　第３位　サンダース
　第３位　かましや
【女子の部】
　優　勝　イーブイ
　準優勝　ジョニー・Ｄ
　第３位　スリーＭＳＨＡ
　第３位　口者クラブ
問　総合公園体育館　☎82-5200

日にち　6/26（土）
場所　パロマ瑞穂公園北陸上競技場
　種目　小学５年男子100ｍ　
　第6位　北村早千都（Ｓｐｉｒｉｔｓ）
　今大会で上位に入賞し、東海大会
出場を決めました。
問　総合公園体育館　☎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！

司法書士・行政書士
による無料相談会

シニアの「働きたい」を応援しま
す！　無料出張相談ｉｎ美浜町

お知らせ相談 スポーツ催し募集募

美浜町産業まつり中止

ご寄附ありがとうございます

令和３年度の
リサイクルフェア中止

iPhone
(APP Store) 

Android
(Google Play)

美浜町少年野球連盟
春季大会

春季町民６人制
バレーボール大会

日清食品カップ第３８回
全国小学生陸上競技交
流大会愛知県予選会
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