
◆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

入居可能日　8/1（月）
募集物件　河和団地
家賃　収入に応じて決定します。
敷金　家賃の３カ月分
申込期間　7/1（金）～7/14（木）
　（土日祝日は除く。）
※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。

問　都市整備課　内線246

布土小学校へ　　　
・高圧洗浄機　2台　　　　　
・コードリール　1台　
鳳凰会　厄歳一同　様

　三河湾は、海水の交換の少ない
閉鎖性海域であるため、汚濁物質が
堆積し、赤潮や苦潮が発生、湾内の
環境に影響を与えています。三河湾
の水質浄化を図るため「豊かな海
“三河湾”環境再生推進の日（毎年７
月の第４水曜日）」および「豊かな海“
三河湾”環境再生推進週間（この日
から一週間）」を定め、水質浄化の推
進を図っています。
日時　7/28（木）　16：30～
場所　名鉄河和駅前
内容　啓発資材の配布
　　　（なくなり次第終了）　
 

　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、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　7/19（火）　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。

日時　7/12（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

日時　7/28（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

町営住宅入居者募集募

美浜民踊まつり募

放送大学　
入学生募集募

日時　7/30（土）　18:30～20:30
場所 総合公園体育館 センター広場
　（雨天時：体育館メインアリーナ）
内容
·夜店　18：30～なくなり次第終了
　子どもくじ引き　など　
·開会式　19：00
·民踊おどり　19：10～20：30　
　美浜音頭・みはま小唄・民踊数曲
・アトラクション　19：50～20：00
　Power☆Beat（キッズダンス）

主催　美浜音頭・小唄保存会
協賛・協力
あいち知多農業協同組合美浜事
業部、Power☆Beat

※新型コロナウイルス感染状況によ
り、内容の変更や、中止する場合
があります。

問　生涯学習課生涯学習係
　　☎82-5200

　10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8/31まで
　　　　　第2回9/13まで
その他　資料を無料で差し上げて
　います。問合先までご請求ください。
問　放送大学愛知学習センター
　　☎052-831-1771

ご寄附ありがとうご
ざいます

とりもどそう！
美しい三河湾！！

【予約不要】リフォー
ム無料相談会

不動産無料相談会

認知症介護家族交流会
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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

　美浜町登録統計調査員である、
木原とき代さんに叙勲伝達があり
「瑞宝単光章」が授与されました。
　長年にわたり統計調査員として
従事され、国勢調査を始め各種の統
計調査に合計９２回従事していただ
くなど統計行政の推進に貢献され
た業績が認められました。
　受賞おめでとうございます。　

日時　①7/16（土）　
　　　②7/23（土）　24（日）
場所　①東海市芸術劇場（東海市大
田町下浜田137）　②半田地方合
同庁舎(半田市宮路町200ｰ4） 

内容　公務員の仕事内容の分かる
説明会を開催します。　　　　　

参加機関　自衛隊愛知地方協力本
部半田地域事務所、知多中部広
域事務組合消防本部または東海
市消防本部　 愛知県警察半田警
察署または東海警察署、第四管区
海上保安本部衣浦海上保安署

対象者　どなたでも
申込先　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、
メールで送信して
ください。後日、
参加者へ詳細連
絡があります。

　3年に一度の、国際芸術祭「あいち
2022」が7月30日から開幕します。
　今回は「STILL ALIVE 今、 を生き
抜くアートのちから」というテーマの
もと、国内外から100組のアーティ
ストが集結。詳細は公式Webサイト
（https://aichitriennale.jp/）
をご確認ください。
問　国際芸術祭「あいち」組織委員
   　会事務局　☎052-971-3111

　愛知県では、がんのピアサポーター
によるがん患者さんとそのご家族を
対象とした電話相談を行っています。
ホットライン　☎052-684-8686
日時　毎週火・木曜日と土曜日（月2
回）10:00～12:00（受付　11:30
まで）　13:00～16:00（受付
15:30まで）

※ご予約をお勧めします。詳細日程
のご確認、ご予約はＮＰＯ法人
ミーネット事務局まで。
予約申込み　☎052-252-7277火
～土曜日　9:30～17:00

こんな時にご利用ください
　「がんの不安や悩みを聞いてほし
い」「地域の医療機関の情報が得
たい」「がんの患者会に出たい」「同
じがんの体験者と話をしたい」など

内容　精神科医師・酒害相談員によ
るアルコール専門相談
日時・場所
　・半田保健所　
　  7/8（金）　13:30～15:30 
　  10/27（木）　13:30～15:30 
　・半田保健所美浜駐在
　  R5 1/27（金）　13:30～15:30 
申込・問合先
　半田保健所　健康支援課　
　こころの健康推進グループ
　☎21-3340
　電話にてご予約をお願いします。
詳細な時間につきましては、予約
時にご案内します。

　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　7/12（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・問合せ先　
問　ゆめじろう
　　☎72-6464　FAX72-6454
問　わっぱる
　　☎73-3201　FAX73-1674
　 soudan@dune.ocn.ne.jp

　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　8/3（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

障害者のための巡回相談

アルコール専門相談

ちた地域若者サポート
ステーション巡回相談

令和４年春の叙勲で
瑞宝単光章を受賞

【公務員志望の方対象】
説明会開催

国際芸術祭「あいち2022」
がいよいよ開幕します！

「がんサポートほっと
ライン」のご案内

　社会を明るくする運動は、すべて
の国民が、犯罪や非行の防止と犯罪
や非行を犯した人たちの更生につ
いて理解を深め、それぞれの立場に
おいて力を合わせ、犯罪や非行のな
い安全で安心な明るい地域社会を
築くための全国的な運動で、今年で
７２回目を迎えます。
　犯罪や非行をした人たちが社会
復帰をするためには、地域社会にお
いてその立ち直りを支えていくこと
が大切です。
　美浜町社会を明るくする運動実
施委員会では、活動内容を町民の皆
様に広く知ってもらい、理解を深め
ていただくため、７月の強化月間に
は、各地区に児童生徒の作品（習字）
を役場玄関ロビーや各地区への掲
示、のぼり旗の掲示を行います。

第７２回社会を明るくする運動 
～犯罪や非行を防止し、立ち
直りを支える地域のチカラ～

国際交流員シェンさ
んによるおはなし会

日時　7/16（土）　11：00～11：30
場所　生涯学習センター2階研修室4
内容　国際交流員シェンさんと英
語のおはなし会を楽しみましょう。

対象　幼児～小学生（低学年）
　※保護者同伴
定員　10組程度
参加費　無料
問　図書館　☎８２-６８００
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行事
2022 7月7月
※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。

7月分別収集
    実　施　地　区分別収集日

 12日（火）・26日（火）午前８時まで

午前８時まで

午前８時まで

布土・時志・北方・河和
新浦戸・浦戸・古布・豊丘

14日（木）・28日（木）小野浦・野間・奥田
新栄・上野間

東部：役場保健センター前駐車場
西部：奥田公民館駐車場

28日（木）

午前８時～10時
9日（土）

美浜緑苑

資源ごみ・不燃ごみの
分別にご協力ください

環境課
(内線216.217)

7月の納税

●納付にはスマートフォンもご利用できます。納付書の取扱期限について
は、役場ホームページをご覧ください。
●納め忘れのない便利な口座振替もご利用ください。

税務課（内線248）

ほのぼの日記
鈴木きよし

心配ごと相談　（午前9時～正午）（受付11時30分まで）
7月13日（水） 美浜町福祉センター　7月27日（水） 野間公民館

・青少年の非行・被害防止に取り組む県民運動　夏期 (～8/31)

・おはなし会 (図書館)（11:00）
・夏季町民ペタンク大会 (総グ)

・おはなし会 (図書館)（10:30）

・おはなし会 (図書館)（10:30）

・おはなし会 (図書館)（10:30）

・心配ごと相談所 (野間公)（9:00）

・自然観察会「干潟の生き物と漂着物」 (農協（美浜西）)（13:00）

・親子ふれあいひろば (生涯学習センター)（10:00）

・春季町民野球大会 (総グ)
・児童館休館日
・総体・心育館休館日
・チャリティーゴルフ大会 (新南愛知ＣＣ)

・おはなし会 (図書館)（10:30）
・リフォーム無料相談会 (役場)（13:30）

・図書館休館日（館内整理日） (図書館)

・マイナンバーカード休日窓口（役場）（9：00）　・美浜民踊まつり (総体周辺)（18:30）　
・硬式テニス教室 (総テ)

・社明推進大会・家庭教育講演会 (総体)（10：00）
・おはなし会 (図書館)（11:00）

・マイナンバーカード休日窓口（役場）（9：00）　・里山体験活動 (冨具崎港)（9：30）
・春季町民野球大会 (総グ)　・児童館休館日　　
・おもちゃ図書館・おもちゃ病院 (福祉セ)（10：00）　　
・夏の交通安全県民運動 (7/11~7/20)　　・総体・心育館休館日

・おはなし会 (図書館)（11：00）　　
・硬式テニス教室 (総テ)

・不動産無料相談会 (役場)（13：30）

・心配ごと相談所 (福祉セ)（9：00）

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

（金）
（土）
(日）
（月）
（火）
（水）
（木）
（金）
（土）
（日）
（月）
（火）
（水）
（木）
（金）
（土）
（日）
（祝）
（火）
（水）
（木）
（金）
（土）
（日）
（月）
（火）
（水）
（木）
（金）
（土）
（日）

固定資産税・都市計画税2期
国民健康保険税1期
納期限　8月1日（月）

・児童館休館日

・児童館休館日

・児童館休館日

・児童館休館日

・総体・心育館休館日

・総体・心育館休館日

・小中学校1学期終業式
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