
◆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
日時　５/１(日)　９：00
　　　 （予備日　５/8(日)）
場所　総合公園テニスコート
種目　ダブルス
・一般男子の部
・一般女子、超壮年の部
参加資格　町内在住・在勤・在学ま
たはスポーツ協会ソフトテニス部
に登録している方
　※学連登録者は出場不可
参加費　美浜町スポーツ協会ソフト
テニス部に登録している方は無
料、未登録の方は５００円

　高校生は２００円
　※大会当日集めます
申込期限　４/２2（金）　17：00
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
その他　雨天等で中止する場合は、
７:00に決定しますので、各自で役
場(☎８２-１１１１)へお問い合わせく
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。

日時　５/１０（火）　９：00
    　　(予備日　５/13（金）)
場所　総合公園グランド
参加資格　町内在住・在勤・在学し
ている方
試合形式　赤コース、青コース
それぞれ１６ホールを１回りし、計３
２ホールで競う
競技部門　男子の部・女子の部
参加費　スポーツ協会グラウンド
・ゴルフ部に登録している方は無料
　未登録の方は５００円　　

※大会当日集めます
申込期限　４/３０（土）　17：00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
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）へお問い合わせ
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。

　地球温暖化防止の一つとして「緑
のカーテン」の普及を目指します。
　夏へ向け、暑さをやわらげる「緑
のカーテン」を作ってみませんか。
参加資格
〇町内在住で、個人が所有する住
宅にツル性植物を緑のカーテン
として設置できる方（集合住宅
など借家にお住いの方は、管理
者の承諾を事前に得られる方）
〇９月30日（金）までに実績報告書
と写真（電子データも可）を提出
できる方

募集期間
　４/25（月）～６/17（金）
配布資材
〇あさがおまたはゴーヤの種子の
どちらか（選択）
〇ネット1枚
　詳しくは、町ホームページ、電話
にてご確認ください。

問　環境課　内線216

入居可能日　5/１(日)
募集物件　河和団地
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　4/1(金)～4/14(木)
　(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　1名
業務内容　事務および窓口業務
勤務場所　企画課企画政策係
勤務時間　8：30～17：15の間で要
相談（社会保険・雇用保険要相談）

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　5/9（月）～R5/3/31（金）
（平日のみ）
応募期限　4/15（金）
応募資格　簡単なパソコン操作が
　できる方
提出書類　自筆履歴書（写真貼付）
面接試験　別途通知します
応募先・問合先　
　企画課企画政策係　内線227

春季町民
バドミントン大会募

緑のカーテン
参加者募集募

町営住宅入居者募集募

会計年度任用職員募集募

日時　5/15（日）　９:１５
場所　総合公園体育館
種目
・男子ダブルス
　（１部A・B・２部・３部）
・女子ダブルス
　（１部A・B・２部・３部）
・車いすミックスダブルス
　※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
申込期限　4/28（木）　17：00
参加費　
　美浜町スポーツ協会バドミントン
部に登録している方は無料

　未登録の方は1,000円　
　中学生以下の方は５００円
　※大会当日集めます
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
その他
（１）ペアでの申込みを基本とします

が、１名での申込みも受付けます。
（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。
（３）新型コロナウイルスの影響によ
り競技内容の変更や大会が中止
になる場合がございます。

春季町民ソフトテニ
ス大会（一般の部）募

春季町民グラウンド・
ゴルフ大会募

町ホームページ
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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

　訪問販売・通信販売などの契約
に関すること、クーリングオフの方
法、商品トラブルなど消費生活に関
する相談を行っています。電話相談
も可能です。
電話受付　9:30～16:30
　(月～金（祝日・第4水曜除く））
問　消費生活センター　☎32-2444

　令和３年度分住民税が非課税で
ある世帯等に対し、１世帯につき１０
万円の臨時特別給付をしています。
対象となる世帯へは確認書をお送
りしておりますので、対象の方は、
お早めに提出してください。対象と
なると思われる方で確認書が送付
されていない場合は、福祉課へお
問い合わせください。
対象者　令和３年度住民税非課税
世帯。（R3年12月10日時点）

　　ただし、世帯全員の住民税が
課税されている方に扶養されて
いる場合は対象外です。
　　新型コロナウイルス感染症の
影響で収入が減少し、非課税世
帯と同様の事情にあると認めら
れる場合は、支給対象となります。
詳しくは福祉課へお問い合わせ
ください。
問　福祉課　内線221・261

　美浜町スポーツ協会では、スポー
ツ大会において優秀な成績を収め
た高校生以下の方を対象に、青少
年スポーツ育成基金を交付してい
ます。条件を満たす方は、総合公園
体育館窓口にて申請が必要です。
条件　東海大会以上の大会に出場
　（予選大会にて優秀な成績を収め
たことにより出場する大会に限
る）
金額　個人　　5,000円
　　　団体　30,000円以内
　※基金の財源は、美浜町民ふれ

あいチャリティーゴルフ大会の
収益金、寄付金となります。

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

　春の里山で、山菜・薬草探し、竹の
子堀り、山野草天ぷら料理に挑戦し
てみませんか？
日　時　4/10（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　事前申込不要。
小学生以下保護者同伴。

問　榊原（☎090-2570-1636）
美浜里山クラブＨＰ
（http://mhmsatoyama.web.
 fc2.com/）

 

　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
護の様子などを聞くことで、自分の
介護を客観的に考えることができま
す。お気軽にお越しください。
日時　4/18（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

消費生活センター

【非課税世帯対象】
臨時特別給付金

美浜町スポーツ協会
青少年スポーツ育成基金

認知症介護家族交流会

里山で遊ぼう！　
～春の里山めぐり～

ホームページ　Twitter

※詳しくは、自衛隊愛知地方協力本部ホーム
ページをご覧ください。下のQRコードから
閲覧できます。

幹部
候補生
（一般）

（大卒者）
22歳～25歳
（大学院卒者）
20歳～27歳

18歳
　～32歳

18歳
　～32歳 －

（1次試験）
4/23（土）,24（日）
（2次試験）
5/27（金）～
6/2（木）の内1日
（1次試験）
5/20（金）～
29（日）の内1日
（2次試験）
6/17（金）～
7/3（日）の内1日

4/14
（木）

5/10
（火）

年間
を通
じて
募集

募集種目 応募締切受験資格 試験日

一般曹
候補生

自衛官
候補生

自衛官等募集募

日時　4/12（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

　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　4/12（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　4/28（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

　固定資産課税台帳に登録された
価格について不服がある場合、固定
資産評価審査委員会に対し、納税
通知書を受け取った日の翌日から
3ヶ月以内に審査の申出をすること
ができます。価格が上昇した土地で
あっても税額を据え置く特別な措置
が、令和３年度に講じられたことに
伴い、当該特別な措置の適用対象と
なった土地に係る令和３年度の価格
について、令和４年４月１日から令和
３年度の納税通知書の交付を受け
た日から１５ヶ月を経過する日までの
間においても審査の申出をすること
ができます。
問　税務課資産税係　
　　内線251・351

不動産無料相談会

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

固定資産税に係る
審査申出の特例

自衛隊愛知地方協力本部
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