
 

　冬鳥を探しながら初冬の里山を
歩いてみませんか。
　また、野間内扇地内にある義朝の
森で「もぎたて畑」の手入れと収穫、
しいたけホダ木作りやクリスマス
リース・門松作りも行います。
日　時　１２/12(日)　9:30～
場　所　野間内扇内　義朝の森
参加費　大人３００円
　小学生２００円（保険代等）
その他　弁当持参。マスク着用。
　小学生以下保護者同伴。
　事前申込不要。
問合先　竹内（☎090-9943-6142）
美浜里山クラブＨＰ
(http://mhmsatoyama.web.fc2.com/)

日時　12/１２(日)　9:30～
場所　総合公園体育館
競技種目
〈ダブルス〉
男子の部（一部・二部）
女子の部（一部・二部）

　※一般は一般同士で組む。
   　中学生は中学生同士で組む。
※一人での申込も可とする。

〈シングルス〉
小学４年以下の部
小学５年の部
小学６年の部
中学男子の部・中学女子の部
一般男子の部（一部・二部・三部）
一般女子の部（一部・二部・三部）
※参加人数によって競技種目等が変
更になる場合がございます。

参加資格　町内のクラブで活動し
ている高校生以上の方又は、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卓球
部に登録している方は無料。

　未登録の方は５００円
（中学生以下は１００円）。
　※大会当日に集めます。
申込期限　12/8（水）　17：00まで
総合公園体育館内

その他　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

日時　12/26（日）　10：00～11：30
場所　生涯学習センター２階
　研修室4
内容　干支の「寅」を折ってみませんか
対象　大人限定
定員　15名
講師　滝本二三子氏
参加費　無料
申込受付　12/4（土）
申込先・問合先　図書館　☎82-6800

日時　１２/１８（土）　10：００～１１：００
場所　生涯学習センター２階
　研修室４
内容　松は、町の木です。自然の素
材、まつぼっくりをつかって、素敵
なツリー作ってみましょう。
対象　小学生以上
　（小学３年生までは保護者同伴）
定員　12名
講師　柴田恵子氏
参加費　無料
申込受付　11/27(土)
申込先・問合先　図書館　☎82-6800

　エクセルやワードのようなソフト
を使うだけでなく、プログラムやア
プリについての基礎的な知識と仕
組みを学んでみませんか。
日時　R4/1/15・22・29、2/5日(土)
  13:30～15:00
内容　スクラッチというソフトを使
い、プログラムの基礎を学び、実
際に簡単なゲームを作成します。

場所　総合公園体育館研修室
対象者　町内在住・在勤・小学生以
上在学の方で、基本的なパソコン
操作ができ、4回の連続講座が受
講可能な方

定員　8名
受講料　1,200円
　（パソコン使用料400円含む）
申込み　12/6（月）～
その他　総合公園体育館窓口・電話
で受付（窓口優先）先着順
　一世帯2名まで申込み可能
申込先・問合先　総合公園体育館
　☎82-5200

　国際芸術祭「あいち」組織委員会
では、2022年７月30日（土）から10
月10日（月・祝）まで開催する、3年に
一度の国際芸術祭「あいち２０２２」の
運営を支えてくださるボランティア
を募集します。募集条件
や申込方法等をホーム
ページでご確認いただき、
ご応募ください。
活動期間　R4/7/29（金）～10/10
（月・祝）　※内覧会含む
活動場所　愛知芸術文化センター、
　一宮市内、常滑市内、有松地区
（名古屋市）
活動内容　
・展示作品の看視、会場の案内等
・対話型鑑賞の手法を用いた来場
　者の鑑賞サポート等
・展示作品の案内等
募集期間　12/１（水）～R4/３/４（金）必着
申込先・問合先　国際芸術祭
「あいち２０２２」ボランティア事務局
☎（052）961-4561　
       jimukyoku＠aichi2022-volunteer.jp
HP　https://aichitriennale.jp

◆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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里山で遊ぼう！　冬鳥を探
しながら初冬の里山を歩く募生涯学習講座「はじめての

プログラミング」参加者募集募

秋季町民卓球大会
参加者募集募

国 際 芸 術 祭「 あいち
2022」ボランティア募集募
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暮らしの情報ひろば暮らしの情報ひろば

入居可能日　R4/1/１(土)
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　12/1(水)～12/14(火)
(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。

募集人数　２名
業務内容　住民税課税補助事務
　および窓口業務
勤務場所　税務課
勤務時間　９:00～15:00
報酬単価　時給955円
　（通勤手当は町の規定に基づき支給）
任用期間　R4/1/14（金）～３/15
（火）
申込期限　12/13（月）
応募資格　町内在住・健康で簡単な
パソコン操作ができる方

面接試験　別途通知します
応募先・問合先　税務課住民税係
　内線250・350

　成年後見制度の普及、啓発のた
めの講座を開催します。
日時　R4/1/14・21・28
　2/4・18・25　13：30～16：00
場所　大府市石ヶ瀬会館大会議室
　（大府市江端町四丁目1番地）
定員　30名（先着順）
受講料　1,000円（資料代）
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
講師　弁護士、司法書士等
申込先・問合先　
　12/6（月）から受付開始
　知多地域成年後見センター　
　☎0562-39-2663

　コケは、地球の絆創膏。近年、緑
化素材としても注目されています。
コケの性質などの魅力について学
びます。
日時　R4/1/14（金）
　13：00～15：00
場所　愛知県緑化センター講堂
　（豊田市西中山町猿田21-1）
講師　苔むす会代表　
　のだ　ふみ氏
受講料　無料
　一部材料費が必要となる場合が
　あります。
申込日　12/14（火）
申込先・問合先　
　愛知県緑化センター
　☎0565-76-2109

"

　花・果実・紅葉と楽しめるブルーベ
リー。小スペースやベランダで管理
できる鉢植えブルーベリーの管理方
法について学びます。
日時　R4/2/18（金）
　13：30～15：30
場所　愛知県緑化センター実習舎
　（豊田市西中山町猿田21-1）
講師　東谷山フルーツパーク職員
申込日　R4/1/18（火）
申込先・問合先　
　愛知県緑化センター
　☎0565-76-2109

町営住宅入居者募集募 コケに魅せられて募

会計年度任用職員募集募

成年後見サポーター
研修講座募

鉢で楽しむブルー
ベリーの育て方募

　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　12/20（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

日時　12/14（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

 

　人権啓発キャッチコピー
　「誰か」のこと　じゃない。
　人権擁護委員は、あなたの街の身
近な相談相手です。隣近所のもめご
と、家族間の問題、体罰やいじめ、職
場におけるセクハラ、ＤＶ等でお悩
みの方は、お気軽にご相談ください。
相談は無料で秘密は厳守します。
日時　12/8（水）　9:00～12：00
場所　美浜町福祉センター２階
相談員　人権擁護委員
申込み　不要（直接会場へ）
問　住民課戸籍住民係　内線256

  

　河和南部小学校は、令和３年度末
をもって閉校となりますが、校舎等
の有効利用を図るため、民間事業者
等へ譲渡する運びとなりました。
　譲渡は、公募型プロポーザル方式
にて行います。詳細は、町ホーム
ページからご確認いただけます。な
お、運動場および体育館は、引き続
き運動施設として町民の皆様がご
利用できます。
問　総務課財政係　内線213

認知症介護家族交流会

不動産無料相談会

第73回人権週間　
12/4～10

河和南部小学校跡地
を利用するために募
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暮らしの情報ひろば暮らしの情報ひろばお知らせ相談 スポーツ催し募集募

　新型コロナウイルス感染症による
影響が長期化する中で子育て世帯に
給付金を支給しています。対象となる
方で、まだ申請をされていない方は、
下記期間までに申請してください。
　対象者や手続き方法等は、町ホー
ムページまたは役場健康・子育て課
にお問い合わせください。
ひとり親世帯の方
　https://www.town.
　aichi-mihama.lg.jp/
　docs/2021042100
　013/
ひとり親世帯以外の方
　https://www.town.
　aichi-mihama.lg.jp/
　docs/2021070600
　011/
※すでにどちらかの給付金済みの
方は対象外となります。

支給額
　児童1人当たり一律５万円
　申請期間　R4/2/28（月）
問　健康・子育て課 内線262

 

　知多南部クリーンセンター（焼却
施設）は、今年度をもって稼働を停
止します。４月から稼働する知多南
部広域環境センターは、一般廃棄物
処理施設であるため、産業廃棄物は
受け入れしません。
　事業者の皆様におかれましては、
産業廃棄物は一般廃棄物と区別し、
愛知県産業廃棄物処理（収集運搬
許可）業者に依頼するなど、適正に
処分していただくようお願いします。
詳細は次回の広報みはま１月号でお
知らせします。
問　知多南部衛生組合　☎62-0402
　　環境課　内線216・217

日にち　10/2（土）
場所　パロマ瑞穂北陸上競技場
種目　女子８００ｍ
　第１位　北村はる
 　（日本福祉大学付属高等学校）
　女子４００ｍ
　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

 

　知多半島を舞台にしたスタンプラ
リー「ちたんぷ」の冬クールが開催さ
れます。皆様奮ってご参加ください。
開催期間　
　11/27（土）～R4/3/13（日）
参加費　無料
参加方法　スマートフォン専用アプ
リ「ちたんぷ」をダウンロードして、
知多半島内約５００か所のちたん
ぷスポットを巡ります。アプリでは
施設やお店で使えるお得なクー
ポンが盛りだくさんです。また、ス
ポットでスタンプを集めるとポイ
ントが貯まり抽選で素敵なギフト
が当たります。お得なクーポンで
知多半島を楽しくまわって、ギフト
をゲットしましょう。
問　知多半島回遊性向上事業
　　実行委員会事務局
　　☎052-971-7253

　公務員の採用制度の分かる説明
会を2部制で開催します。
日時　R4/1/23（日）　
　第1部　受付　9:30～
　第２部　受付　14:00～
場所　アイプラザ半田
　(半田市東洋町1丁目8番地）
　※駐車場あり(51台)
参加機関　自衛隊、警察、消防、海
保、拘置所

定員　第１部 先着50名
　　　第2部 先着50名
申込方法　ＱＲコードを読み込むと、
参加申込書が表示されます。必要
事項を入力して、メー
ルを送信してください。
各部先着50名の方に
連絡します。 

問　自衛隊愛知地方協力本部
　　半田所　☎21-0004         

　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　R4/１/5（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　12/14（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
    

　障害のある方の福祉についての
関心と理解を深めるとともに、障害
のある方が社会、経済、文化その他
あらゆる分野の活動に参加すること
を推進するため、障害者週間が設け
られています。
　期間は、「国際障害者デー」である
１２月3日から9日までの一週間です。
問　福祉課社会福祉係　
　　内線221・261

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

「ちたんぷ」冬クール
開催

12月3日（金）～9日（木）
は「障害者週間」です

子育て世帯生活支援
特別給付金のご案内

令和４年度からの事業
系ごみの処理について

【公務員志望の方】 
合同説明会開催

第４９回名古屋地区陸上
競技選手権大会　結果
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