
◆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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日時　2/27（日）　
　受付9:00　開始9:30
場所　生涯学習センター2階研修室
参加資格　どなたでも
定員　先着45名
参加費（昼食代含む）
　文化協会囲碁将棋部門会員1,000円
　一般参加者1,500円
　中学生以下500円
　※申込み時に納めてください。　
申込期間　2/18（金）　17：00まで
　（申込みは、平日にお願いします）
その他　申込用紙は、文化協会事
務局にあります。町
ホームページからダ
ウンロードできます。
申込先・問合先　
　文化協会事務局　
（総合公園体育館内）
　☎82-5200

　4月からの入学生を募集していま
す。10代から90代の幅広い世代、
約9万人の学生が、大学を卒業した
い・学びを楽しみたいなど、様々な目
的で学んでいます。
　約300の幅広い授業科目(心理
学・福祉・経済等）があり、1科目から
学ぶことができます。
出願期間　第1回　2/28(月)
　　　　　第2回　3/15(火)
その他　資料を無料で差し上げます。
問　放送大学愛知学習センター
　☎052-831-1771

入居可能日　3/１（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　2/1（火）～2/14（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。

日時　３/6(日)　9：00
　　　（予備日　３/１3(日)）
場所　総合公園テニスコート
種目　ミックスダブルス
競技内容　男女のペア単位にて申
し込みを行い、ダブルス戦にて試
合を行います。
※初心者の参加大歓迎

参加資格　町内在住・在勤・在学ま
たはスポーツ協会硬式テニス部
に登録している方
参加費　美浜町スポーツ協会硬式
テニス部に登録している方は
500円、それ以外の方は1,000円

　※大会当日集めます
申込期限　２/１８(金)　１７：00
申込先　美浜町スポーツ協会事務局
（総合公園体育館内）
その他　雨天等で中止する場合は
７：３０に決定しますので、各自で役
場(☎８２-１１１１)へお問い合せく
ださい。また、各自で傷害保険等
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　２/１２（土）　10：00～11：30
場所　生涯学習センター1階
　情報工房
内容　バレンタインにステキなサプ
ライズボックスを作ってプレゼン
トしてみませんか。
対象者　小学生以上
定員　１２名
参加費　無料
申込み　不要
問　図書館　☎８２－６８００

 

　自然豊かな野間内扇「義朝の森」で、
シイタケ・ヒラタケなどの菌打ちや旧
正月を祝い、稲作体験で収穫した餅
米で餅つきに参加してみませんか？
日時　２/1３（日）　9:30
場所　野間内扇内　義朝の森
参加費　大人300円・小人200円
（保険代等）
その他　弁当持参。
小学生以下保護者同伴。
事前申込不要。

問　神野悦夫（☎080-5169-3964）
美浜里山クラブＨＰ
http://mhmsatoyama.web.fc2.com/

　町内には、一年中いる鳥や渡鳥、
群れでいる鳥などいろいろな種類
の鳥がいます。そんな鳥たちの冬の
様子を三河湾国定公園の特別保護
地区である鵜の池周辺で観察して
みませんか？
日時　２/27（日）　9:30
集合場所　総合公園体育館駐車場
参加費　５０円(保険料)
持ち物　双眼鏡（町貸与有）、鳥の図
鑑（お持ちの方は持参ください）

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
観察会の方です。

問　環境課　内線216

早春町民
硬式テニス大会募

【主催　美浜町文化協会】 
春季囲碁将棋大会募

放送大学　
入学生募集募

町ホームページは
こちらから

町営住宅入居者募集募

里山で遊ぼう！

自然観察会参加者募集
～冬鳥と旅鳥　カワウの子育て～

バレンタインのサプ
ライズボックス作り
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暮らしの情報ひろば暮らしの情報ひろば

ホームページ 事前予約

　町では、ニューあいちスタンダー
ド（通称あいスタ）認証を受けた事業
者の方へ一律５万円の応援交付金
を交付しています。
申込期限　3/10（木）
申請方法　町ホームぺー
ジからダウンロード可
能です。町ホームペー
ジをご覧ください。
HP　https://www.aichi-mihama.
　lg.jp/docs/2021093000027/
問　産業課水産商工観光係　内線264

　来春卒業予定の学生を対象に、
知多地域の企業を紹介する「るびあ
ん2023合同会社説明会」が開催さ
れます。会場では企業ごとにブース
が設けられ、企業の人事担当者と直
接お話ができます。
日時　3/3（木）　10：00～15：00
場所　半田市福祉文化会館
　（雁宿ホール講堂）
その他　参加企業は、ホームぺージ
　からご覧いただけます。
　https://www.shuushoku.or.jp
申込み　事前予約が必要となります。

問　知多地域学生就職情報センター
　　（半田商工会議所内）
　　☎21-0311

河和中学校へ　　　
スタッキングチェア　３６脚
スタッキングチェア専用台車　２台
布土学区厄歳　心友会 一同　様
河和学区厄歳　モンキーアンドバー
　ド 一同　様
河和南部学区厄歳 河南の会 一同　様
問　学校教育課　内線325

日時　2/8（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　3/2（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　2/8（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

日時　2/24（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

　地域応援プレミアム付商品券の
利用期間を過ぎてしまった場合は、
換金することはできませんので、お
早めにご利用をお願いします。
問　美浜町商工会　☎82-3951

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

【予約不要】リフォーム
無料相談会

　コロナ禍でも工夫して実践する地
域の各団体による防災の取り組み
や活動について紹介します。防災マ
ン体操や水戸黄門血流体操などで
体を動かしながら楽しく防災につい
ての知識を深めませんか。
　防災粗品のプレゼントもあります。
　お気軽にご参加ください。
日時　2/23（水）　10:00～12:00
場所　生涯学習センター２階 
　研修室１～３
参加費　無料
定員　30人 ※申込先着順
その他　参加される場合、事前に
　連絡ください。
申込先・問合先
美浜町赤十字奉仕団事務局
福祉課社会福祉係　担当久保
内線221　FAX　83-0755

　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。いろいろな立場の人の介
護の様子等を聞くことで視野が広
がり自分の介護を客観的に考えるこ
とができます。また気分転換やスト
レス発散にもなりますので、お気軽
にお越しください。
日時　2/21（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　
問　福祉課高齢介護係　内線361・362

　令和３年第４回定例会（１２月議会）
で美浜町議会基本条例が制定され
ました。議会では、皆さんの多様な
意見を把握し、町政に反映させるた
め、皆さんと議員が自由に意見を交
換する対話集会を開催します。
日時　2/27（日）　15:00～16:30
　（開場14:30）
会場　総合公園体育館サブアリーナ
内容　議会活動・町政に関する報
告・意見交換等

説明者　本町議会議員
対象者　どなたでも
問　議会事務局議会係　内線286

【美浜町赤十字奉仕団主催】 
防災講座

【飲食店事業者対象】
応援交付金

【来春卒業予定の学生対象】
知多地域の企業説明会開催

ご寄附ありがとうご
ざいます

地域応援プレミアム付商品券
利用期間は、2月28日（月）まで

【申込み不要】
認知症介護家族交流会

町民との対話集会開催
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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

日にち　11/２7（土）
場所　総合公園グランド
優　勝　池谷　宏・夏目　美代子・
　　　　沼田　信秋組 
準優勝　須田　徹・岸上　恵子組
第３位　近藤　益二郎・宮崎　房枝・
　　　　野田　充組
第４位　須田　敏弘・須田　明恵・
　　　磯貝　佳宏組

第５位　齋藤　利雄・鳥居　幸子組
第６位　久村　六三・江口　加代子・
　　　　  横田　義敬組
問　生涯学習課　スポーツ係
　　☎82-5200

日にち　１２/１２（日）
《ダブルス》
〈男子１部〉
優　勝　家田 龍希・吉満 直城組
　　　　（布土クラブ）
準優勝　鈴置 敦士・岩本 康輝組
　　　　（布土クラブ）
第３位　水野 貴博・内野 陽介組
　　　　（布土クラブ）
第３位　鈴置 高司・太田 有哉組
　　　　（布土クラブ）
〈女子１部〉
優　勝　山下 紀恵・鈴木 心那組
　　　　（ピンポン館）
準優勝　蟹江 道子・岩本 有佐組
　　　　（布土クラブ）
第３位　須田 結季菜・久保田 菫組
　　　　（布土クラブ）
第3位　伊藤 舞南・家田 望寧組
　　　　（布土クラブ）
《シングルス》
〈一般男子１部〉
優　勝　吉満 直城（布土クラブ）
準優勝　家田 龍希（布土クラブ）
第３位　 岩本 康輝（布土クラブ）
第３位　 鈴置 敦士（布土クラブ）
〈一般女子１部〉
優　勝　岩本 有佐（布土クラブ）
準優勝　仲野 佳恵子（ピンポン館）
第３位　榊原 ユキ子（ピンポン館）
第３位　蟹江 道子（布土クラブ）
〈中学男子の部〉
優　勝　中村 健人（河和中）
準優勝　山下 夕空（河和中）
第３位　山本 愛（河和中）
第３位　冨谷 知希（河和中）
〈小学生の部〉
優　勝　大濵  颯（美浜東スポーツ少年団）
準優勝　高橋 舞（美浜東スポーツ少年団）
第３位　本間 理希大（美浜東スポーツ少年団）

場所　総合公園体育館

〈男子２部〉
優　勝　田島 秀一・平山 工晟組
　　　　（布土クラブ）
準優勝　畑中 初幸（スリーピンキー）・
　　　　磯部 留維組（布土クラブ）
第３位　永田 世喜男・森 保雄組
　　　　（布土クラブ）
第３位　浅野 尚男・牛田 修組　
　　　　（ピンポン館）
〈女子２部〉
優　勝　近藤 具子・仲野 佳恵子組
　　　　（ピンポン館）
準優勝　榊原 ユキ子・石井 祐子組
　　　　（ピンポン館）
第３位　大橋 マヰ・大橋 ユヰ組
　　　　（野間中）　
第３位　新美 優月・野田 奈々花組
　　　　（野間中）

〈一般男子２部〉
優　勝　竹内 秋男（スリーピンキー）
準優勝　平山 工晟（布土クラブ）
第３位　 田島 秀一（布土クラブ）
第３位　 大嶋 透哉（布土クラブ）
〈一般女子２部〉
優　勝　野田 咲希（野間・奥田スポーツ少年団）
準優勝　石井 祐子（ピンポン館）
第３位　近藤 具子（ピンポン館）
第３位　伊藤 舞南（布土クラブ）
〈中学女子の部〉
優　勝　大橋 ユヰ（野間中）
準優勝　野田 奈々花（野間中）
第３位　大橋 マヰ（野間中）
第３位　新美 優月（野間中）

問　生涯学習課　スポーツ係
　　☎82-5200

軽自動車の手続きは
お早めに

冬季町民
ペタンク大会 結果

秋季町民卓球大会結果

日にち　12/4（土）女子の部
　　　　12/5（日）男子の部
場所　総合公園体育館
【女子の部】
優　勝　ジョニーD
準優勝　滝造C
第３位　Ⅱ部バレーボール部
第３位　滝造D
【男子の部】
優　勝　ふくちゃんず
準優勝　Ⅰ部男子バレーボール部四年
第３位　口者クラブ
第３位　滝造A
問　生涯学習課　スポーツ係
　　☎82-5200

秋季町民６人制
バレーボール大会  結果

■毎年３月は、軽自動車の名義変更、
廃車の届出が集中し、窓口が大
変混雑します。名義変更および廃
車の届出はできる限り３月中旬頃
までにお願いします。
■新型コロナウイルス感染拡大防止
対策として、マスクの着用、手指の
アルコール消毒、適切な距離を保
ち３密の回避にご協力ください。
■届出手続き等のお問い合わせ
　軽自動車検査協会　
　愛知主管事務所　☎０５０（３８１６）１７７０
名義変更、廃車等の手続きは、軽
自動車検査協会ホームページを
ご覧ください。
HP　http://www.keikenkyo.or.jp

　この度、フライトパークが令和3年
12月にリニューアルしました。気軽
に立ち寄れて、本物の飛行機の迫力
を間近で体験できるほか、楽しく遊
びながら航空や飛行機を学べる展示
物や遊具等が新たに出来ました。
場所　中部国際空港セントレア　
　フライト・オブ・ドリームズ　
営業時間　10：00～17：00（年中無休）
入場料　無料（一部有料コンテンツあり）
HP　https://www.centrair.jp/
　service/flightofdreams.html
問　中部国際空港　☎38-1195

日にち　１１/2１（日）
場所　総合公園テニスコート
優　勝　フレンズ
問　生涯学習課　スポーツ係
　　☎82-5200

【中部国際空港セントレア】
フライトパークリニューアルオープン

秋季町民
硬式テニス大会  結果

【お詫びと訂正】
広報みはま1月号32ページ
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
一部に誤りがありました。お詫びして訂正いたします。
誤） 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
正） 毎月第1・3木曜日　10：00～12：00
     場所　河和港観光総合センター2階ホール
     毎月第2・4土曜日　10：00～12：00
     場所　奥田公民館

　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。
問　スポーツウエルネス吹矢
　　美浜教室　中川
　　☎080-3079-6973
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