
◆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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催し募集
相談 スポーツ
お知らせ

募
日にち　４/19（火）　雨天決行
場所　新南愛知カントリークラブ美
浜コース

参加資格　町内在住・在勤の方
募集人員　１００名（先着順）
参加費　美浜町スポーツ協会ゴル
フ部に登録の方は無料
未登録の方は、大会当日受付にて
１，２００円を徴収し、あわせて美浜
町スポーツ協会への登録とします。

プレー代
メンバーの方は１２，７９６円
ビジターの方は１８，０８８円
（カート使用料および飲食費等を
含む。詳細は、大会要綱をご覧く
ださい）
キャンセル料は６日前から発生
メンバー　２，２００円
ビジター　３，３００円
申込期限　３/29（火）　１７時まで
申込先・問合先　
美浜町スポーツ協会事務局

　（総合公園体育館内）　☎82-5200
　※申込用紙は、体育館窓口にあり
　　ます。

　県では政策や方針決定の場への女
性の登用を積極的に推進しています。
女性人材を計画的かつ継続的に育
成することを目的としたセミナーが
開催されます。町を代表して、参加
していただける方を募集します。
開催期間　5月～翌年3月（計8回）
場所　愛知県女性総合センター
（ウィルあいち）
〒４６１-００１６　
名古屋市東区上堅杉町１

応募資格　町内在住の１８歳～６５
歳までの女性の方

　※本町と雇用関係（非常勤含む）の
　　無い方
募集人数　１名
受講料　無料
申込先・問合先　３/1（火）～２２（火）
までに申込書（写真添付）を役場
企画課（内線232）へ

その他　申込書は企画課にて配布。
　交通費相当分をお支払いします。
　また、応募多数の場合は選考によ
り決定。

入居可能日　4/１(金)
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になり
ます。)
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　3/1(火)～3/14(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。

　自然豊かな野間内扇「義朝の森」
で、竹林整備、春野菜の種まき、竹の
子探し堀りに参加してみませんか？
日時　3/１3（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
　　　　幼児100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　美浜里山クラブ西浦敏廣氏
　　☎（090-9896-9717）
　　美浜里山クラブＨＰ
　　(http://mhmsatoyama.
　　　web.fc2.com/)

日時　3/19（土）　１０：００～１１：００
場所　生涯学習センター１階
　情報工房
内容　おりがみでちゅうがえり馬と
　ふきゴマを作ってあそぼう！
対象　どなたでも
定員　なし
参加費　無料
申込み　不要
講師　滝本二三子氏
問　図書館　☎８２－６８００

春季町民卓球大会募

町営住宅入居者募集募

「義朝の森」で遊ぼう♪

あそべるおりがみ

日時　４/１7(日)　９:３０
場所　総合公園体育館
競技種目
 〈団体戦〉
男子の部・女子の部
（いずれも中学生以上）
※１Ｓ・２Ｗ・３Ｓとし、構成は１チー
ムにつき３名から４名とします。
　ただし、１Ｓに出た者は２Ｗには
出られません。

 〈シングルス〉
低学年の部（小学１・２・３年生）
高学年の部（小学４・５・６年生）
※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高
校生以上の方

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。
　※大会当日集めます
申込期限　４/1（金）　17時まで
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。
申込先・問合先　
美浜町スポーツ協会事務局
（総合公園体育館内）　☎82-5200

春季町民ゴルフ大会募

令和４年度愛知県男女共
同参画人材育成セミナー募
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内容　自分の土地・家屋の評価が適
切かを確認するため、他の土地・
家屋との価格の比較ができます。

日時　４/1（金）～５/2（月）
　（土日・祝日を除く）8:30～17：15
場所　役場１階　税務課
縦覧できる書類
　■土地価格等縦覧帳簿
　■家屋価格等縦覧帳簿
縦覧できる方
　■土地・家屋の固定資産税の納税者
　■納税者と同居の親族　
　■納税管理人　
　■納税者からの委任状をお持ちの方
必要書類　　
　■本人確認書類等
　　（マイナンバーカード、納税通知
　　書、運転免許証、健康保険証など）
　■法人は社印、代表者印の押印
　　がある委任状
問　税務課　内線251・351

内容　自分の土地・家屋に対する課
税内容の確認ができます。

日時　４/1（金）以降
　（土日・祝日を除く）8:30～17:１５
場所　役場１階　税務課
閲覧できる書類
　■固定資産課税台帳
閲覧できる方
　■土地・家屋の固定資産税の納税者
　■納税者と同居の親族　
　■納税管理人　
　■納税者からの委任状をお持ちの方
　■借地人、借家人
  （その借地借家している土地・家
　屋に限る。）

必要書類　　
　■本人確認書類等
　　（マイナンバーカード、納税通知書、
　　運転免許証、健康保険証など）
　■法人は社印、代表者印の押印が
　　ある委任状
　■借地、借家人は賃貸契約書や賃

借料領収書など（最新のもの）
　問　税務課　内線251・351

 

　「令和３年台風９号等大雨災害義
援金募金箱」　受付総額　2,560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。皆さんからのあたたか
いご支援ありがとうございました。

　浄化槽のある家屋にお住まいの
方で、海外出張や長期の転勤等によ
り、長い間浄化槽を使用しない場合、
休止届を提出しておくと浄化槽の保
守点検・清掃・法定検査が免除され
ます。該当する方は一度保守点検業
者にご相談ください。
その他　浄化槽の休止届・廃止届出
の窓口は知多県民事務所環境保
全課です。詳しくは、
QRコードよりご確
認ください。

問　知多県民事務所環境保全課
　　☎21-8111

 

　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　3/28（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　福祉課介護高齢係
　　内線361・362
　
 

　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　3/8（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　3/24(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

　見えにくい、見えないなど見え方
が気になるお子さまの教育相談を
実施しています。また、社会人の方
で、見え方が気になる方の相談、鍼
灸マッサージによる職業自立を目指
す方の相談も行っています。お気軽
にお電話ください。
日時　月～金曜日　9：00～16：30
費用　無料
問　愛知県立名古屋盲学校　
　　☎052-711-0009

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

【予約不要】リフォーム
無料相談会

【愛知県立名古屋盲学
校主催】　教育相談

災害義援金のご協力
ありがとうございました固定資産税の縦覧  

固定資産税の閲覧

浄化槽を使用しなくなっ
た場合ご相談ください

認知症介護家族交流会

お知らせ相談 スポーツ催し募集募 暮らしの情報ひろば暮らしの情報ひろば
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