
 

日時　2/13(日)　９：３０
場所　総合公園体育館
種目　・初心者の部
　　　・女子の部
　　　・混合の部
　※申込状況による変更有
参加資格　町内在住・在勤・在学ま
たは町内クラブで活動している方
で構成されたチーム（監督１名、選
手４～６名とし、監督は選手を兼ね
ることができる）
参加費　１チーム１，０００円
申込期限　２/2（水）　17：00
その他
（１）運営委員として、各チーム１名の
　ご協力をお願いします。

　　（申込書に記入してください）
（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。

申込先・問合先　
　美浜町スポーツ協会事務局 
　☎82-5200（総合公園体育館内）

日時　２/20(日)　９:15
場所　総合公園体育館
競技種目　
　男女別ダブルス
　（１部・２部・３部・車いす部門）
　※申込状況による変更有
参加資格　町内在住・在勤・在学又
は町内のクラブで活動している方
参加費　500円
　※大会当日集めます
申込期限　２/9日（水）　17時
その他
　（１）１人での申込みも受け付けま

すが、ペアは本部にて決定し
ます（ペアでの申込みも可）。

　（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。

申込先・問合先　
　美浜町スポーツ協会事務局 
　☎82-5200（総合公園体育館内）

日時　２/6(日)　９：30
場所　総合公園体育館
競技種目
〈シングルス〉　男子・女子の部
年齢ごとにグループ分けを行い
ます。
Ａグループ　18歳以下の部
　　　　　　（高校生以下）
Ｂグループ　１８～50歳以下の部
Ｃグループ　51歳以上の部
※年齢は大会当日の年齢とします。

〈ミックスダブルス〉　一般の部
参加者全員でくじを引きペアを決
めます。
一人での申込み・小中学生の参加
もできます。
参加資格　町内在住・在勤・在学ま
たは町内のクラブで活動している
高校生以上の方

参加費　美浜町スポーツ協会卓球部
登録者無料。未登録者５００円。
（中学生以下は１００円）
申込期限　１/２5（火）　17時（厳守）
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。
申込状況により内容等変更が生
じる場合があります。
申込先・問合先　
美浜町スポーツ協会事務局
☎82-5200（総合公園体育館内）

　親子ふれあい広場特別編「聞いて
よかった！本当に大切な食のお話」
を開催します。今の子どもの食の現
状から、安全な食べ方や、幼児食の
トラブルを解決します。
　お話や、ふれあい遊び等盛りだく
さんです。親子で参加できます。
日時　2/15（火）　10：00～１１：30
場所　生涯学習センター2階研修室
講師　栄養と料理のインストラクター
久村祥子氏

対象者　乳幼児と暮らす親子、ご家族
参加費　無料
その他　新型コロナウイルス感染
　対策をしながら実施します。予約
不要です。参加希望の方は、当日
学習センターにお越しください。

問　生涯学習課　☎82-5200

　「絵本かるた」とは、絵本を取り札
にして楽しむ遊びだよ。きみならい
くつ取れるかな。みんなの挑戦を
まってるよ！
日時　1/９（日）　14:30～15:45
場所　生涯学習センター2階研修室4
対象　年長～小学3年生
　※年長児は保護者の付添いが必要
定員　10名(申し込み順)
参加費　無料
申込み　受付中
申込先・問合先　図書館　☎82-6800

日時　1/23（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名
参加費　無料
申込み　
　受付中
申込先・問合先 
　図書館　
　☎82-6800

◆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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第39回
全美浜卓球大会募

第1回美浜町民ソフト
バレーボール大会募

冬季町民
バドミントン大会募

特別編
「親子ふれあいひろば」募

新春えほんかるた大会募

「こくり」
でプログラミング募
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暮らしの情報ひろば暮らしの情報ひろば

　南知多・美浜地域精神障がい者
家族会（かもめ会）では、家族会の会
員さん以外のご家族の方からの相
談に応じる「家族による家族相談日」
を例会日の中で行います。家族だか
ら気持ちが分かることがあります。
誰にも話せず、悩んだり困っている
ことが自分を苦しめていってしまい
ます。１人で抱え込まないために、気
軽に参加ください。
日時　２/16（水）　13：30～15：00
場所　旧河和南部公民館　
　　　２階大会議室
その他　新型コロナウイルス感染
の状況によっては中止・延期とな
る場合があります。当日は、マスク
の着用と検温をお願いします。
予約先・問合先　かもめ会事務所
　（ワークルームかもめ内）　☎82-5137

日時　１/27（木）　13：30～16：30
場所　役場１階町民相談室
問　美浜町商工会　☎82-3951

　小中学校に就学困難な児童・生徒
の保護者を対象に学用品費・給食費
等を補助する就学援助制度を実施
しています。
対象者
・町民税の非課税または減免世帯
・国民年金の掛金免除世帯
・児童扶養手当受給世帯
・生活状態が著しく悪く、学用品
 費等に不自由している世帯

申込先
　現在通学している学校または
　学校教育課　内線325

 

　ご協力ありがとうございました。
受付総額　４,５２８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。多くの皆様からの温か
いご支援ありがとうございました。
問　福祉課社会福祉係　内線221

　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　1/17（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　
問　福祉課高齢介護係
　　内線361・362

日時　1/11（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

　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　2/2（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　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　1/11（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
　ゆめじろう
　☎72-6464　FAX72-6454
　わっぱる
　☎73-3201　FAX73-1674
　　soudan@dune.ocn.ne.jp

認知症介護家族交流会

不動産無料相談会

障害者のための巡回相談

ちた地域若者サポート
ステーション巡回相談

【無料・予約制】家族に
よる家族相談日

【予約不要】リフォーム
無料相談会

入居可能日　2/１（火）
募集物件　河和団地および河和第二
　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　1/４（火）～1/17（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。

　町内の歴史や伝承・風俗・自然等
を見直す活動に取り組む団体です。
会報の発行や研修会、講演会を開 
催しています 。
年会費　２,０００円 
申込先・問合先　
　総合公園体育館（美浜ふるさと研
究会）　☎82-5200

　※申込書は体育館にあります。

　自然豊かな野間の里山でハイキ
ング(秋葉山５㎞)をしてみませんか！
また、野間内扇にある「義朝の森」で
七草がゆとぜんざいを食べて新年
を祝いましょう。
日　時　1/9（日）　9：30
場　所　野間内扇「義朝の森」
参加費　大人300円
　小人200円（保険代等）
その他　小学生以下保護者同伴。
　事前予約要。
問　榊原（☎０９０-２５７０-１６３６）
　美浜里山クラブ
ＨＰ　http://mhmsatoyama.web.fc2.com/

　美浜町老人クラブ連合会では、
「老人クラブ趣味作品展」を開催しま
す。ぜひご覧ください。
開催期間　１/６（木）～１４（金）
　（休日は除く）
展示場所　役場町民ホール
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）
　☎８３-２０６６

里山で遊ぼう！七草がゆ
とぜんざいで新年を祝う

老人クラブ趣味作品展

町営住宅入居者募集募

みんなのひろば
【美浜ふるさと研究会】募

安心して学べる環境づくり
就学援助制度

令和3年7月
大雨災害義援金募金箱
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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

　1月より、役場や金融機関、口座
振替支払いに加え、コンビニエンス
ストアやスマートフォンアプリを利用
して水道料金をお支払いいただけ
るようになりました。曜日や時間、場
所を気にすることなく、
お支払いができます。詳
しくは、町ホームぺージ
をご覧ください。
注意　クレジットカードによるお支
払いはお取り扱いしておりません
ので、ご了承ください。
問　水道課業務係　内線238

日にち　１０/23（土）
場所　総合公園グランド
優　勝　ＫＯＮベースボールクラブ
準優勝　美浜レッドスプライト
〈個人の部〉
　最優秀選手賞　木学　一貴　
　（ＫＯＮベースボールクラブ）
　優秀選手賞　筒井　　陸　
　（美浜レッドスプライト）
問　生涯学習課スポーツ係　
　　☎82-5200

日にち　11/2(火)
場所　総合公園グランド
〈男子の部〉
　優勝　　森　　 政明（友愛）
　準優勝　大橋　昭芳（友愛）
　第3位　 岸上　博明（みはまっこ）
〈女子の部〉
　優勝　　森　　すゑの（友愛）
　準優勝　小川　敦子（緑苑会）
　第３位　 寺澤　  美千代（みはまっこ）
問　生涯学習課スポーツ係　☎82-5200

　大府「あたたかい心を育む会」会長
広川希依子様より、㈱手塚プロダク
ション様のご厚意により出版された
「自然こそ最高の教師です」をご寄
附いただきました。町内の学校・保
育所・図書館等で有効に活用させて
いただきます。
問　学校教育課　内線225 

回収日時
　1/26（水）　9：00～11：00
回収場所
　・布土公民館
　・河和港観光総合センター
　・旧河和南部公民館
　・野間公民館
　・奥田公民館
　・上野間公民館
お願い
　食用廃油をペットボトル、びんなど
に入れてください。
　保管する容器にふたをし、食用廃
油に水などの異物が入らないよ
うにしてください。
問　環境課　内線216・217

　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。
日にち　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・第2部とも 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

　12月14日（火）、知多信用金庫様
より町民の方々に正月玄関に飾って
いただくため、計1万5,000枚の紙
門松の寄附をいただきました。広報
みはまと併せ、各世帯に２枚ずつ配
布させていただきます。知多信用金
庫様、誠にありがとうございました。

食用廃油回収が行わ
れます

【公務員志望の方】 
合同説明会開催

ご寄附ありがとうご
ざいました

水道料金の新たなお支
払い方法が始まります

門松シートをご寄附
いただきました

美浜町少年野球連盟
秋季大会結果

美浜町秋季町民グラン
ド・ゴルフ大会結果

【お詫びと訂正】
広報みはま12月号34ページ
特集　広報によるリレーレター　つなげる・つな
がる地域支えあいレター
一部に誤りがありました。お詫びして訂正いたし
ます。
誤）河和南部小学校開校事業実行委員
正）河和南部小学校閉校事業実行委員

日にち　10/30（土）～31（日）
場所　小笠山総合運動公園
種目　女子４00ｍ
 　第７位　北村　はる　
　日本福祉大学付属高等学校　
　女子８００ｍ 
　第３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　11/９（火）
場所　新南愛知カントリークラブ　
　美浜コース
優　勝　茶谷　俊和（布土）
　グロス90　ＨＤ19.2　ネット70.8
準優勝　大原　安弘（野間）　
　グロス８９　ＨＤ18.0　ネット71.0
第３位　橋本　紀美雄（河和）
グロス88　ＨＤ15.6　ネット72.4
ベストグロス
男子　小西　嘉則（武豊町）　
スコア85
問　生涯学習課スポーツ係　
　　☎82-5200

　スポーツウエルネス吹矢は、腹式
呼吸を使った年齢を問わず、誰でも
楽しめるスポーツです。
見学・体験ができます。
日時　
毎月第1・3木曜日 10：00～12：00
毎月第2・4土曜日 10：00～12：00

場所　奥田公民館
問　スポーツウエルネス吹矢
　美浜教室　中川
　☎080-3079-6973

第２４回東海高等学校
新人陸上競技選手権大会

秋季町民ゴルフ
大会結果

みんなのひろば【スポーツウエル
ネス吹矢を体験してみませんか】 参加申込書

町ホームページ
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