
自衛官候補生　陸上は2年、海上・
航空は3年の任期制コースです。
任期終了後、再就職支援があり、
希望により任期継続も可能です。

対象年齢  18歳～32歳
採用試験  筆記・口述試験、適性・身
体検査（体力検査なし）

試験日　11/13(土)・28(日)
　12/4（土）・18（土）
※1月以降も試験あり
　（応募状況により終了あり） 
※筆記試験は、ウェブでの受験も
可能です。

充実した福利厚生など
生活：宿舎無料、食事、衣類及び
寝具は支給又は貸与
医療：自衛隊病院、医務室等が完
備（入院・通院等無料）
貯金：定期貯金 利率1．23％(見直
しあり）
問　自衛隊愛知地方協力本部
半田地域事務所　☎21-0004

　愛知障害者職業能力開発校では、
令和4年1月および4月入校の訓練
生を11月19日まで募集します。
募集科目
①ITスキル科　②OAビジネス科
③CAD設計科
④総合実務科（知的障害者対象）
⑤就業支援科
　（精神障害者・発達障害者対象）

訓練期間　①～④の科目 1年間
⑤の科目 3ヶ月間

募集期間　10/1（金）～11/19（金）
選考方法　筆記試験および面接試験
選考日　
①、②、③、⑤の科目　12/10（金）
④の科目　12/12（日）

申込先・問合先　
ハローワーク半田　☎21-0023

職種　事務職
（一般・土木・情報）
採用人数　２名程度
申込期間　11/15（月）～25日（木）
までの開庁日
申込場所　役場2階秘書課
提出書類　受験申込書
　受験票（自筆記入・写真を添付）
※写真は、正面・上半身・脱帽で縦
4㎝×横3㎝

その他　
本人が持参
（郵送・代理提出不可）
試験要項および受験申込書は、
町ホームページからダウンロード
できます。https://
www.town.aichi-
mihama.lg.jp/docs/
2020101000035/

日程　
一次試験　12/5（日）
二次試験　R4/1/17（月）～18（火）

試験内容
一次試験　適性検査、作文試験、
リレー面接試験、専門試験（土木）
二次試験　個人面接（一次試験
の合格者）
問　秘書課　内線206

 お気にいりのぬいぐるみを図書館
におとまりさせてみませんか？
日時　12/4（土）　
　　　11：00～(おはなし会)　
　　　11：30～(おとまり受付)　
　　　12/5(日)
　　　13:00～(おむかえ受付)
場所　生涯学習センター2階研修室4
対象者　小学生まで（定員10名）
持ち物　ぬいぐるみ
(1人1つ/大きさは50㎝以下)

申込開始　11/13(土)
申込先・問合先　図書館　☎82-6800

対象　町内在住６０歳以上の方およ
び老人クラブ会員の方が、日ごろ
の文化活動で制作した作品（書道、
絵画、手芸、彫刻等）

開催期間　R4/1/6（木）～14（金）
　（休日は除く）
展示場所　役場町民ホール
申込方法　美浜町老人クラブ連合
会事務局に備え付けの「出品申込
書」により、お申し込みください。
なお、作品はR4/1/5（水）に搬入
いただきます。
申込期限　12/10（金）
問　美浜町老人クラブ連合会事務局
（美浜町社会福祉協議会内）

　あなたは何歳まで健康で暮らした
いですか？健康に関するスペシャリ
ストから知識を学び、いきいき健康
ライフを手に入れましょう。
日時・内容
第1回　12/6（月）　健康は下半
身から！筋力UPの重要性
第2回　12/13（月）　お口予防
で健康アップ講座
第3回　12/20（月）　認知症に
負けないための脳トレ講座
いずれも10：30～12：00
場所　保健センター3階集団指導室
対象者　町内在住の方
定員　20名（先着順）
講師　理学療法士、作業療法士、言語
聴覚士、栄養士、歯科衛生士など

参加費　無料
申込期間　11/1（月）～11/19（金）
申込先・問合先　
福祉課高齢介護係　内線362

◆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。

暮らし   情報ひろば暮らし   情報ひろば暮らし   情報ひろばの

アイ
コ
ン
説
明

催し募集
相談 スポーツ
お知らせ

募

令和4年度採用　
本町職員募集募

【参加費無料】
ぬいぐるみのおとまり会募 自衛官を募集してい

ます募

「老人クラブ趣味
作品展」作品募集募

いきいき健康ライフ！
介護予防のための教室 募

障害者職業訓練生を
募集募

▲ホームページ ▲Twitter
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入居可能日　12/１(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３か月分
申込期間　11/1(月)～11/15(月)
(土日祝日は除く。)

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。

　家族の介護に関わる方々への息
抜きや交流の場として認知症カフェ
を開催します。ご本人や介護家族の
方々はもちろんのこと、地域の皆さ
ん、医療・福祉等専門職の方など、ど
なたでもご利用頂けます。認知症介
護相談コーナーでは、介護経験のあ
るスタッフが相談をお受けします。
お気軽にお越し下さい。
日時　11/15（月）　10:30～15:00
場所　役場１階町民ホール
参加費　200円(お茶とお菓子付)
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

　11月の寿大学は、半田市出身の
児童文学者である「新美南吉」につ
いて、本町との関わりを踏まえて講
話いただきます。皆さんお誘い合わ
せのうえ、ご参加ください。
日時　11/20（土）　10:00～
場所　総合公園体育館サブアリーナ
内容　新美南吉さんと美浜町のつながり
講師　新美南吉記念館　

　館長　遠山光嗣氏
受講料　無料
対象者　町内の60歳以上の方
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　１2/1（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

　最高裁判所の委嘱により、広く住
民を対象に調停手続の利用に関す
る相談会を行います。
　家庭内の問題、交通事故、金銭、
土地建物のトラブルなどでお困りの
方は、調停委員が調停手続の利用
について無料でご相談に応じます。
日時　11/20（土）　１0：00～15：00
場所　半田市市民交流センター
　（クラシティ3階）
主催　日本調停協会連合会
　（半田調停協会）
問　名古屋地方・家庭裁判所半田
　支部　☎21-1610
 

　例年実施（昨年を除く）していまし
た税務署主催の「年末調整等説明
会」につきましては、今年以降実施し
ないこととなりました。ご不明な点
等がございましたら、税務署までお
問い合わせください。
問　半田税務署　☎21-3423

　膠原系難病患者がより快適に在宅・
療養できるよう、教室を開催します。
日時　11/22(月)　13：30～15：30
場所　半田保健所　
講師　藤田医科大学病院　
リウマチ・膠原病内科　平野大介
先生

対象者　膠原系難病の患者・家族
定員　35人　　　　　　　　　　
申込先・問合先
半田保健所　健康支援課難病担当
11/8(月)　午前10時から電話で
受付開始。(定員になり次第締め
切り)

　ピアノ連弾の調べと朗読により名
作童話「ヘンゼルとグレーテル」の世
界を耳から味わえます。
日時　11/28（日）　11：００～１１：３０
場所　生涯学習センター１階情報工房
対象者　どなたでも
ピアノ連弾　澤田さとこ氏　彦坂
友美氏

朗読　三枝美代子氏
問　図書館　☎82-6800

　ぶっくふれんずによる読み聞かせ
と図書館スタッフによる工作を一緒
に楽しみましょう。
日時　11/13（土）　11：00～12：00
場所　お話のへや
対象者　幼児～小学校低学年のお
子様と保護者の方

定員　なし
申込み　不要
問　図書館　☎82-6800

　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　11/9（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

日時　11/9（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

町営住宅入居者募集募

認知症介護家族交流会　出前カフェ
ケアラーズカフェ　日向家

調停手続無料相談会

11月の「みはま寿大学」
のご案内

【参加費無料】
とくべつおはなし会

【参加費無料】ピアノ連弾と朗読
　～ヘンゼルとグレーテル～

ちた地域若者サポート
ステーション巡回相談

障害者のための巡回相談

不動産無料相談会

年末調整説明会を
取りやめます

膠原系難病患者家族
教室のお知らせ
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　個人事業税の第２期分の納期限
は、11/30（火）です。８月中旬に県
から送付された納付書により、納期
限までに納付してください。
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
ＡＴＭ
・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
（PayPay、LINEPay及び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。
※MMK設置店とは、料金収納を取
り扱っている店舗のことです。
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）

　愛知県の最低賃金は、令和３年
１０月１日から時間額が、９５５円に改
定されました。
　県内の事業所で働くすべての労
働者（常用・臨時・派遣・パートアルバ
イト等）に適用され、使用者は、適用
される最低賃金以上の賃金を労働
者に支払わなければなりません。
　賃金が時間給以外で定められて
いる場合（月給・日給等）は、賃金を１
時間当たりの金額に換算して時間
額９５５円と比較します。
　支払賃金を確かめ、最低賃金を下
回ることのないようにご注意くださ
い。
問　半田労働基準監督署　
　　☎21-1030

　国税庁では、毎年11月11日から
17日を「税を考える週間」として、国
税庁ホームページで様々な情報を提
供しています。暮らしを支える税につ
いて、この機会に考えてみませんか。

問　半田税務署　☎21-3141

　裁判員候補者名簿は、市町村の選
挙管理委員会が選挙人名簿からくじ
で無作為に抽出した名簿をもとに作
成し、登録されます。
　令和4年の裁判員候補者名簿に登
録された方には、本年11月中旬に名
簿に登録されたことの通知（名簿記
載通知）をお送りします。（R4/1/1時
点で20歳以上の方に限られます。）
　この通知は、来年2月ころからの約
1年間に裁判所にお越しいただき、裁
判員に選ばれる可能性があることを
事前にお伝えし、あらかじめ心づもり
をしていただくためのものです。
　なお、この段階では、まだ具体的な
事件の裁判員候補者に選ばれたわけ
ではありませんので、すぐに裁判所に
お越しいただく必要はありません。実
際に裁判所にお越しいただくことに
なった場合には、別途お知らせします。
問　名古屋地方裁判所裁判員係　
　　☎052-203-8916

布土小学校へ
　非接触型検温器　２台
　空気清浄機 　　　１台
心友会厄歳一同　様
問　学校教育課　内線325

 

　第36回美浜タウンマラソンは、新
型コロナウイルス感染拡大防止の
ため、中止とします。
　楽しみにしていた皆さまには、申
し訳ございませんが、ご理解をお願
いします。
問　生涯学習課　☎82-5200

　11月16日（火）開催予定の家庭
教育講座「音楽あそびと保健師さん
のお話し」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申し
訳ございませんが、ご理解ください
ますようお願いします。
問　総合公園体育館　☎82-5200

　愛知県警察では、相談窓口として
警察ダイヤルを設置しています。
迷ったらまずご相談ください。
相談内容　
・犯罪の未然防止に関する相談など
相談時間　平日9：00～17：00
連絡先　＃9110
問　愛知県半田警察署　☎21-0110
※緊急の事件や事故等については、
110番への通報をお願いします。

日にち　９/１１（土）～１２（日）
場所　知多運動公園陸上競技場
種目　女子４00ｍ　　　　　
　第１位　北村はる
　(日本福祉大学付属高等学校)　
　女子８００ｍ  　　　　　
　第１位　北村はる
　(日本福祉大学付属高等学校)
問　生涯学習課　スポーツ係　
　　☎82-5200

日にち　8/21（土）
場所　岐阜メモリアルセンターで愛
ドーム・ふれ愛ドーム
種目　カブの部　男子　
　第３位　川村侑輝　　
　（富貴ジュニア）
問　生涯学習課　スポーツ係　
　　☎82-5200

11月11日～17日は、
税を考える週間です。

裁判所から名簿記載
通知が届いたら

ご寄附ありがとうご
ざいます

最低賃金が改定
されました。

個人事業税第2期分
の納税をお忘れなく

第36回美浜タウン
マラソン中止

「家庭教育講座」中止
のお知らせ

警察ダイヤル
【♯9110】

　期間中、国税庁ホームページで
様々な情報を提供しています。
詳しくは、国税庁ホーム
ページをご覧ください。
https://www.nta.go.jp

検索で国税庁

愛知県高等学校新人体育大会　陸上
競技大会　知多支部予選会　結果

第７３回中部日本
卓球選手大会結果

お知らせ相談 スポーツ催し募集募
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