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　加入者が保険税を出し合い、病気やけがをした時の医療費に充てる相互扶助の制度です。職場の健康保険や後期高
齢者医療制度に加入している方、生活保護を受けている方以外は国民健康保険(国保)の被保険者になります。

●問合せ　住民課　内線257
■世帯主が納税義務者です。
　国保では各世帯の世帯主がその世帯の保険税をまとめて納めることになります。世帯主が国民健康保険でない場合
でも、家族に一人でも国保加入者がいれば納付の義務者は、世帯主となります。

■納付のご案内

　65歳から74歳までの世帯主の方であって次の①-④ま
ですべてに当てはまる方は特別徴収になり、年金からあ
らかじめ差し引かれます。
①　世帯主が国民健康保険の被保険者の方
②　国民健康保険加入者全員が65歳以上75歳未満の方
③　年金額が18万円以上
④　保険税が介護保険料と合わせて年金額の2分の1を
超えない方

期別 納期

第１期

第２期

第３期

第４期

第５期

第６期

４月年金・仮徴収

６月年金・仮徴収

８月年金・仮徴収

10月年金・本徴収

12月年金・本徴収

 ２月年金・本徴収

期別 納期

第１期

第２期

第３期

第４期

第５期

第６期

第７期

第８期

8月1日（月）

8月31日（水）

9月30日（金）

10月31日（月）

11月30日（水）

12月26日（月）

令和5年1月31日（火）

令和5年2月28日（火）

国 民 健 康 保 険

　普通徴収の方は7月中旬にお送りする納付書または口座振替により納めてください。
※コンビニエンスストアでのお支払いおよびスマートフォン決済アプリ(PayPay・LINEPay・PayB・au PAY・Fami-
Pay)もご利用いただけます。

※特別徴収の方の保険料については8月までの仮徴収した保険料を確定した保険料と比べ10月以降で調整をし
ます。

　必ず納期限までに納めましょう。保険税を滞納してしまうと延滞金が発生するなど様々なデメリットが発生します。
〇納付が困難な場合は滞納のままにせず担当窓口にご相談ください。特別な事情があると認められる場合は保険税が
減額されることもあります。

安全で便利な口座振替をご利用ください。
　通帳と通帳の届印をお持ちのうえ、次の取扱金
融機関または役場住民課へお申し込みください。
口座振替の開始は、申請から1か月後の納期限分
からとなります。
◇取扱金融機関
三菱UFJ銀行、中京銀行、名古屋銀行、あいち知多
農業協同組合、知多信用金庫、半田信用金庫、東日
本信用漁業組合連合会、ゆうちょ銀行　
※ゆうちょ銀行は郵便局の窓口のみでのお申し込
みとなります。

特別徴収の方は年金から天引きされます。

普通徴収

特別徴収
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■保険税の軽減
　 一定の基準以下の所得の世帯が対象となり、均等割と平等割が軽減（7割・5割・2割軽減）されます。軽減にあたる所
得の世帯でも所得の申告がされていないと所得の把握ができないため、軽減の適用が受けられませんので忘れずに
申告してください。

■70～74歳の方へ　「高齢受給者証」が変わります　
　 現在お使いの「高齢受給者証」の有効期限は７月31日です（７月31日までに75歳の誕生日を迎えられる方は、誕生日
の前日までが有効期限）。８月からは高齢受給者証の色が白色に変わります。新しい高齢受給者証は７月中に郵送しま
す。

■医療費が高くなったとき
　　医療費の自己負担額が高額になったときは、申請により自己負担額を超えた分が高額療養費として支給されます。
対象者には診療月の３か月後に申請書を送付いたします。限度額は所得により変わります。

　※所得の申告がなかった場合、最も高い自己負担額となります。

■保険税の計算の仕方
　保険税は、前年中の所得、加入者の人数、一世帯当たりの平等割額をもとに計算し、世帯主に課税されます。

※1:40～64歳の被保険者がいる場合に加算されます。　　　　※2:未就学児は均等割が半額になります。

「限度額適用認定証」・「限度額適用・標準負担額減額認定証」の更新
　提示すると医療機関での自己負担額が減額される「限度額適用認定証」と「限度額適用・標準負担額減額認定証」
は、毎年更新が必要です。現在お使いの認定証の有効期限は７月31日です。８月以降も利用される方は役場で手続
きしてください。（8月1日から手続き受け付けます。）
■必要なもの
　　国民健康保険証、現在お持ちの認定証、個人番号（マイナンバー）の分かるもの、本人確認ができる書類
※別世帯の方が申請に来られる場合は、委任状が必要です。

①所得割

③平等割

最高限度額

年間税額

（令和3年中総所得金額等
　 －基礎控除43万円）×6.2%

24,000円×国保加入者数

（令和3年中総所得金額等
　 －基礎控除43万円）×2.3%

8,000円×国保加入者数

（令和3年中総所得金額等
　 －基礎控除43万円）×2.0%

9,000円×介護2号該当者数

22,000円（一世帯当たり） 7,000円（一世帯当たり） 6,000円（一世帯当たり）

6３0,000円 190,000円 170,000円

医療分＝①＋②＋③ 支援金分＝①＋②＋③

医療分　＋　支援金分　＋　介護分　
年度途中の加入・脱退は、年税額を加入月割りで課税します。

介護分＝①＋②＋③

医療分 後期高齢者支援金分 介護納付金分※1

②均等割※2
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■保険税の軽減
　 一定の基準以下の所得の世帯が対象となり、均等割と平等割が軽減（7割・5割・2割軽減）されます。軽減にあたる所
得の世帯でも所得の申告がされていないと所得の把握ができないため、軽減の適用が受けられませんので忘れずに
申告してください。

■70～74歳の方へ　「高齢受給者証」が変わります　
　 現在お使いの「高齢受給者証」の有効期限は７月31日です（７月31日までに75歳の誕生日を迎えられる方は、誕生日
の前日までが有効期限）。８月からは高齢受給者証の色が白色に変わります。新しい高齢受給者証は７月中に郵送しま
す。

■医療費が高くなったとき
　　医療費の自己負担額が高額になったときは、申請により自己負担額を超えた分が高額療養費として支給されます。
対象者には診療月の３か月後に申請書を送付いたします。限度額は所得により変わります。
　※所得の申告がなかった場合、最も高い自己負担額となります。

■保険税の計算の仕方
　保険税は、前年中の所得、加入者の人数、一世帯当たりの平等割額をもとに計算し、世帯主に課税されます。

※1:40～64歳の被保険者がいる場合に加算されます。　　　　※2:未就学児は均等割が半額になります。

「限度額適用認定証」・「限度額適用・標準負担額減額認定証」の更新
　提示すると医療機関での自己負担額が減額される「限度額適用認定証」と「限度額適用・標準負担額減額認定証」
は、毎年更新が必要です。現在お使いの認定証の有効期限は７月31日です。８月以降も利用される方は役場で手続
きしてください。（8月1日から手続き受け付けます。）
■必要なもの
　　国民健康保険証、現在お持ちの認定証、個人番号（マイナンバー）の分かるもの、本人確認ができる書類
※別世帯の方が申請に来られる場合は、委任状が必要です。

①所得割

③平等割

最高限度額

年間税額

（令和3年中総所得金額等
　 －基礎控除43万円）×6.2%

24,000円×国保加入者数

（令和3年中総所得金額等
　 －基礎控除43万円）×2.3%

8,000円×国保加入者数

（令和3年中総所得金額等
　 －基礎控除43万円）×2.0%

9,000円×介護2号該当者数

22,000円（一世帯当たり） 7,000円（一世帯当たり） 6,000円（一世帯当たり）

6３0,000円 190,000円 170,000円

医療分＝①＋②＋③ 支援金分＝①＋②＋③

医療分　＋　支援金分　＋　介護分　
年度途中の加入・脱退は、年税額を加入月割りで課税します。

介護分＝①＋②＋③

医療分 後期高齢者支援金分 介護納付金分※1

②均等割※2
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　７５歳以上の方、６５歳以上で一定の障害がある方は、それまで加入していた国民健康保険や職場の健康保険から脱
退し、後期高齢者医療制度に加入します。

■限度額適用・標準負担額減額認定証
　自己負担割合が1割で、住民税非課税世帯の方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請ができます。認定証
を医療機関の窓口に提示することにより、入院時の食事代が減額、医療費の窓口負担額を限度額までとすることができ
ます。

■限度額適用認定証
　自己負担割合が3割で、住民税課税所得が145万円以上690万円未満の方は、「限度額適用認定証」の申請ができま
す。認定証を医療機関の窓口に提示することにより、医療費の窓口負担額を限度額までとすることができます。

　認定証は、現在お持ちで、8月以降も対象となる方には7月下旬に郵送します。更新手続きの必要はありません。

医療機関の窓口で支払う自己負担割合
　現在、医療機関の窓口で支払う自己負担割合は、かかった医療費の１割です。住民税課税所得145万円以上ある世帯
の方は３割負担となります。
　10月1日から、窓口負担割合1割の方のうち、一定以上所得のある方の負担割合が2割に変わります。
　現役並み所得者（窓口負担割合3割）に変更はありません。

　世帯の窓口負担割合が2割の対象となるかどうかは、75歳以上の方の課税所得や、年金収入をもとに世帯単位で判
定します。
　ご自分の負担割合が変更になるかどうかは、9月中に届く2回目の保険証でご確認ください。

　※住民税非課税世帯の方は、基本的に窓口負担割合は、1割となります。

保険証の更新　新しい保険証を今年度は全員に2回お送りします。
　10月１日から、医療費の窓口負担割合に2割が加わるため、保険証の一斉更新を今年度は２回行います。
　そのため、7月中に送付する被保険者証（赤茶色）の有効期限は9月30日までとなっていますのでご注意ください。
　10月1日以降は9月中に改めて全員に送付する保険証（青色）をお使いください。

後期高齢者医療制度
●問合せ　住民課　内線358

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

制度に関するお問い合わせ
あいち後期高齢者医療コールセンター　☎0570－011－558
期間7月11日（月）～12月28日（水）　8：45～17：15　※土日・祝日を含む

令和４年８月１日～令和４年9月30日
赤茶色 7月中に送付 9月中に送付

令和４年10月１日～令和5年7月31日
青色
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■普通徴収
　7月中旬に送付する納付書または口座振替により納めていただきます。また令和3年4月1日より、スマートフォン決済
アプリやコンビニエンスストアを利用して保険料を納付できるようになりました。
　なお、普通徴収の方は、便利で安全な口座振替制度を利用してください。

口座振替選択制度
　後期高齢者医療保険料を年金からの天引き（特別徴収）ではなく、口座振替による納付（普通徴収）を希望され
る方は、『後期高齢者医療保険料納付方法変更申出書』と『口座振替依頼書』を役場住民課へ提出してください。
年金からの天引きで良い方は、手続きの必要はありません。
《必要なもの》　①後期高齢者医療被保険者証　②預金通帳　③通帳の届印
※10月に支給される年金からの天引きを中止したい場合は、7月22日（金）までにお手続きください。　
※ゆうちょ銀行の場合は、直接、郵便局で口座振替のお申し込みをしていただき、役場住民課で納付方法変更の
申出をしてください。

期別
第1期
第2期
第3期
第4期
第5期
第6期

納付方法

特別徴収

納期
4月年金・仮徴収
6月年金・仮徴収
8月年金・仮徴収
10月年金・本徴収
12月年金・本徴収
2月年金・本徴収

期別
第1期
第2期
第3期
第4期
第5期
第6期
第7期
第8期

納付方法

普通徴収

納期
8月1日（月）
8月31日（水）
9月30日（金）
10月31日（月）
11月30日（水）
12月26日（月）

令和5年1月31日（火）
令和5年2月28日（火）

※基礎控除額は合計所得金額により異なります。

■保険料の軽減措置

保険料計算方法(令和4年度)

納付方法

対象となる方

世帯主と被保険者全員の所得金額の合計が次の金額以下の世帯
43万円＋10万円×（給与所得者等の人数－1）以下の世帯

43万円＋（28.5万円×世帯の被保険者数）＋10万円×（給与所得者等の人数－1）以下の世帯
43万円＋（52万円×世帯の被保険者数）＋10万円×（給与所得者等の人数－1）以下の世帯

軽減割合
7割
5割
2割

均等割軽減額
34,579円
24,699円
  9,880円

保険料額（年額）
（限度額66万円）
100円未満切捨て

（所得金額－基礎
控除額※）　　　

所得割率
9.57％

被保険者一人当たり
49,398円

所得割額 均等割額

×＝ ＋

■特別徴収
　年金から天引き（特別徴収）される方はすでに4月、6月の年金から天引き（仮徴収）をしています。8月も仮徴収として
天引きをしますが、10月以降の年金で仮徴収した保険料と確定した保険料との差額を天引き（本徴収）して調整します。

　次の全てに該当する方は、原則年金から天引きされます（年6回偶数月）。該当しない方は、納付書または口座振替に
より納めることになります。
・年額18万円以上の公的年金受給者
・介護保険料を特別徴収され、介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計額が年金支給額の2分の1を超えない方
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■普通徴収
　7月中旬に送付する納付書または口座振替により納めていただきます。また令和3年4月1日より、スマートフォン決済
アプリやコンビニエンスストアを利用して保険料を納付できるようになりました。
　なお、普通徴収の方は、便利で安全な口座振替制度を利用してください。

口座振替選択制度
　後期高齢者医療保険料を年金からの天引き（特別徴収）ではなく、口座振替による納付（普通徴収）を希望され
る方は、『後期高齢者医療保険料納付方法変更申出書』と『口座振替依頼書』を役場住民課へ提出してください。
年金からの天引きで良い方は、手続きの必要はありません。
《必要なもの》　①後期高齢者医療被保険者証　②預金通帳　③通帳の届印
※10月に支給される年金からの天引きを中止したい場合は、7月22日（金）までにお手続きください。　
※ゆうちょ銀行の場合は、直接、郵便局で口座振替のお申し込みをしていただき、役場住民課で納付方法変更の
申出をしてください。

期別
第1期
第2期
第3期
第4期
第5期
第6期

納付方法

特別徴収

納期
4月年金・仮徴収
6月年金・仮徴収
8月年金・仮徴収
10月年金・本徴収
12月年金・本徴収
2月年金・本徴収

期別
第1期
第2期
第3期
第4期
第5期
第6期
第7期
第8期

納付方法

普通徴収

納期
8月1日（月）
8月31日（水）
9月30日（金）
10月31日（月）
11月30日（水）
12月26日（月）

令和5年1月31日（火）
令和5年2月28日（火）

※基礎控除額は合計所得金額により異なります。

■保険料の軽減措置

保険料計算方法(令和4年度)

納付方法

対象となる方

世帯主と被保険者全員の所得金額の合計が次の金額以下の世帯
43万円＋10万円×（給与所得者等の人数－1）以下の世帯

43万円＋（28.5万円×世帯の被保険者数）＋10万円×（給与所得者等の人数－1）以下の世帯
43万円＋（52万円×世帯の被保険者数）＋10万円×（給与所得者等の人数－1）以下の世帯
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2割
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  9,880円

保険料額（年額）
（限度額66万円）
100円未満切捨て

（所得金額－基礎
控除額※）　　　

所得割率
9.57％

被保険者一人当たり
49,398円

所得割額 均等割額

×＝ ＋

■特別徴収
　年金から天引き（特別徴収）される方はすでに4月、6月の年金から天引き（仮徴収）をしています。8月も仮徴収として
天引きをしますが、10月以降の年金で仮徴収した保険料と確定した保険料との差額を天引き（本徴収）して調整します。

　次の全てに該当する方は、原則年金から天引きされます（年6回偶数月）。該当しない方は、納付書または口座振替に
より納めることになります。
・年額18万円以上の公的年金受給者
・介護保険料を特別徴収され、介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計額が年金支給額の2分の1を超えない方
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マイナンバーカード休日窓口
マイナンバーカードの
休日窓口の日程

●問合せ　住民課　内線256

●日　時　
　7月10日(日)、30日(土)
　午前９時～正午
●場　所　役場　住民課

●取扱業務　
　マイナンバーカードの申請・
　受取り、電子証明書の更新など

　マイナンバーカードは、公的な身分証明書になる顔写真付きのカード
で、健康保険証としても利用できるようになりました。この機会にマイ
ナンバーカードを作りませんか。平日も休日も受け付けています。

①住民課窓口で申請
●持ち物
　本人確認書類（注意１）、通知カード、住基カード（ある人だけ）
※上記持ち物（本人確認書類は（注意２））を持参し、申請時に通知カー
ド、住基カードを返納できる人は郵便でもカードを受け取れます。
②約１か月後、申請者本人の住所地に交付通知書（ハガキ）
が届く
③マイナンバーカードの受取り
●持ち物
　本人確認書類（注意１）、交付通知書（ハガキ）、通知カード、住基カー
ド（ある人だけ）
※必ず本人が住民課窓口に取りに来てください。15歳未満の人、成年
被後見人には、法定代理人も同行してください。

本人確認書類
（注意１）

免許証やパスポートなど官公署発行
の顔写真付きのものは１点、健康保
険証、学生証、年金手帳、医療受給
者証など顔写真のないものは２点以
上、有効期限内の公的な書類が必要

（注意２）
免許証やパスポートなど官公署発行
の顔写真付きのものを１点

●申請者
　・本町に住民登録をしている方
　・申請から１か月半以内に町外に転出する予
定のない方

　・マイナンバーカードを初めて申請される方

　町職員が、皆様のもとへ出向き、マイナンバーカードを作るため
の写真撮影や申請の手続きを行います！
●実施場所
　町内の会場（グループ代表の方のご自宅や会社など）
　※駐車場および写真撮影ができるスペースが必要です。
●実施日時
　平日の午前10時～午後２時（祝日を除く）
　※上記以外の実施日時を希望する場合は、ご相談ください。
●実施日当日にお持ちいただく申請者の持ち物
　・本人確認書類（運転免許証・保険証など）
　・通知カード
　　（紛失している場合は紛失届をご記入いただきます）
　・住民基本台帳カード（お持ちの方のみ）
●申込方法
　実施の１週間前までに、問合先まで電話でご予約ください。
●カードの受け取り方法
　マイナンバーカードの受け取りまで、約１か月ほどかかります。

マイナンバーカードを作りませんか

マイナンバーカード
出 張 申 請

マイナンバーカードを持っていないみなさん！

申込条件 申請予定者が２名以上いること
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　経済的な理由で国民年金を納めることが困難な場合や、過去に申請を忘れていたなど未納期間がある方は、
問合せ先へご相談ください。
　令和4年度国民年金保険料免除などの受付を７月１日から開始します。免除対象期間は、令和4年７月分から令
和５年６月分までです。申請時点の２年１か月前までさかのぼって免除申請ができます。詳細は、お問い合わせいた
だくか町ホームページをご覧ください。（　 　https://www.town.aichi-mihama.lg.jp/docs/201805080028/）
■必要なもの
　マイナンバーカードまたは基礎年金番号のわかるもの
　失業などの特例免除を申請する場合は…
　雇用保険受給資格者証または雇用保険被保険者離職票のコピー

給付額　１世帯当たり１０万円
対　象　令和４年度に新たに住民税非課税となった世帯
　　　　※住民税が課税されている他の親族等の扶養を世帯全員が受けていない世帯
　　　　※令和３年度非課税世帯又は家計急変世帯として、現行制度を受給している世帯は対象外　　　　　　　　　
基準日　令和４年６月１日（住民基本台帳登録者）
申請等　対象者へ７月１日以降順次確認書を送付し、返送があった者から給付
その他　令和４年１月以降に新型コロナウィルス感染症の影響により、家計が急変した世帯はこれまでどおり申請が必要で
　　　　す。令和３年度分確認書受取済の方は対象外です。なお、令和３年度分確認書を受取済で、確認書未提出の方は至
　　　　急ご提出ください。詳しくは福祉課へお問合せください。

納付猶予制度は平成28年度以降の申請から対象年齢が30歳未満から50歳未満に拡大しました。
任意加入されている方や学生の方は、免除・納付猶予を申請できません。
学生の方は学生納付特例を申請できます。

●問合せ　・半田年金事務所　☎２１-２３75　　・役場　住民課　内線３５８

●問合せ　福祉課　内線221・261

全額免除
４分の３
半額免除
４分の１
納付猶予

（扶養親族等の数×１）×35万円+32万円
88万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
128万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
168万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
（扶養親族等の数×１）×35万円+32万円

所得基準 保険料（月額） 年金反映額の割合
０円

4,1５0円
8,300円
12,440円

0円

８分の４
８分の５
８分の６
８分の７

反映されない

国民年金保険料の免除制度、納付猶予制度国民年金保険料の免除制度、納付猶予制度

こちらからご覧いただけます
HP

注 意

マイナポイント第2弾を実施しています。マイナポイント第2弾を実施しています。

令和４年度　新たな住民税非課税世帯等へ臨時特別給付金を支給します

①マイナンバーカードを取得された方のうち、マイナポイ
ント第１弾に申し込んでいない方（マイナンバーカードを
これから取得される方も含みます。）
　最大5000円分のポイント！
令和3年12月末までにマイナポイント第１弾に申し込んだ方
で、まだ20,000円のチャージやお買い物を行っていない場合
（最大5,000円分までポイント付与を受けていない方）は、令和
4年1月1日以降も引き続き、上限（5,000円相当）までポイント
の付与を受けることができます。
■申込開始時期：令和4年1月1日から
■マイナンバーカードの申請期限：令和4年9月末まで
■申込期限：令和5年2月末まで

②マイナンバーカードの健康保険証としての利用申込みを
行った方（既に利用申込みを行った方も含みます。）
③公金受取口座の登録を行った方（既に登録を行った方も
含みます。）

②7,500円分
③7,500円分　　②＋③で15,000円分のポイント！
詳細については、右のQRコードのサイト（総務省の
ホームページ）にてご確認ください。

■申込開始時期：令和4年6月30日開始
■マイナンバーカードの申請期限：令和4年9月末まで
■申込期限：令和5年2月末まで

持ち物

総務省:マイナポイント事業
　　　 紹介ページ

・ マイナンバーカード（数字4桁のパスワードが必要です。）
・ 決済サービスID・セキュリティコード（決済サービスによっては事前登録が必要な場合があります。右のQRコード
　のサイトでご確認ください。
・ 口座情報がわかるもの（通帳等）
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　経済的な理由で国民年金を納めることが困難な場合や、過去に申請を忘れていたなど未納期間がある方は、
問合せ先へご相談ください。
　令和4年度国民年金保険料免除などの受付を７月１日から開始します。免除対象期間は、令和4年７月分から令
和５年６月分までです。申請時点の２年１か月前までさかのぼって免除申請ができます。詳細は、お問い合わせいた
だくか町ホームページをご覧ください。（　 　https://www.town.aichi-mihama.lg.jp/docs/201805080028/）
■必要なもの
　マイナンバーカードまたは基礎年金番号のわかるもの
　失業などの特例免除を申請する場合は…
　雇用保険受給資格者証または雇用保険被保険者離職票のコピー

給付額　１世帯当たり１０万円
対　象　令和４年度に新たに住民税非課税となった世帯
　　　　※住民税が課税されている他の親族等の扶養を世帯全員が受けていない世帯
　　　　※令和３年度非課税世帯又は家計急変世帯として、現行制度を受給している世帯は対象外　　　　　　　　　
基準日　令和４年６月１日（住民基本台帳登録者）
申請等　対象者へ７月１日以降順次確認書を送付し、返送があった者から給付
その他　令和４年１月以降に新型コロナウィルス感染症の影響により、家計が急変した世帯はこれまでどおり申請が必要で
　　　　す。令和３年度分確認書受取済の方は対象外です。なお、令和３年度分確認書を受取済で、確認書未提出の方は至
　　　　急ご提出ください。詳しくは福祉課へお問合せください。

納付猶予制度は平成28年度以降の申請から対象年齢が30歳未満から50歳未満に拡大しました。
任意加入されている方や学生の方は、免除・納付猶予を申請できません。
学生の方は学生納付特例を申請できます。

●問合せ　・半田年金事務所　☎２１-２３75　　・役場　住民課　内線３５８

●問合せ　福祉課　内線221・261

全額免除
４分の３
半額免除
４分の１
納付猶予

（扶養親族等の数×１）×35万円+32万円
88万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
128万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
168万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
（扶養親族等の数×１）×35万円+32万円

所得基準 保険料（月額） 年金反映額の割合
０円

4,1５0円
8,300円
12,440円

0円

８分の４
８分の５
８分の６
８分の７

反映されない

国民年金保険料の免除制度、納付猶予制度国民年金保険料の免除制度、納付猶予制度

こちらからご覧いただけます
HP

注 意

マイナポイント第2弾を実施しています。マイナポイント第2弾を実施しています。

令和４年度　新たな住民税非課税世帯等へ臨時特別給付金を支給します

①マイナンバーカードを取得された方のうち、マイナポイ
ント第１弾に申し込んでいない方（マイナンバーカードを
これから取得される方も含みます。）
　最大5000円分のポイント！
令和3年12月末までにマイナポイント第１弾に申し込んだ方
で、まだ20,000円のチャージやお買い物を行っていない場合
（最大5,000円分までポイント付与を受けていない方）は、令和
4年1月1日以降も引き続き、上限（5,000円相当）までポイント
の付与を受けることができます。
■申込開始時期：令和4年1月1日から
■マイナンバーカードの申請期限：令和4年9月末まで
■申込期限：令和5年2月末まで

②マイナンバーカードの健康保険証としての利用申込みを
行った方（既に利用申込みを行った方も含みます。）
③公金受取口座の登録を行った方（既に登録を行った方も
含みます。）

②7,500円分
③7,500円分　　②＋③で15,000円分のポイント！
詳細については、右のQRコードのサイト（総務省の
ホームページ）にてご確認ください。

■申込開始時期：令和4年6月30日開始
■マイナンバーカードの申請期限：令和4年9月末まで
■申込期限：令和5年2月末まで

持ち物

総務省:マイナポイント事業
　　　 紹介ページ

・ マイナンバーカード（数字4桁のパスワードが必要です。）
・ 決済サービスID・セキュリティコード（決済サービスによっては事前登録が必要な場合があります。右のQRコード
　のサイトでご確認ください。
・ 口座情報がわかるもの（通帳等）

7 広報みはま 2022. 7 

★★■No.22F00189／版管理番号24914001／美浜町役場様
広報みはま7月号／（210×297mm）／22.6.20／08:48／長尾

天

地



新型コロナウイルス感染防止のため来所時のお願い
＊飛沫防止のためマスクの着用をお願いします。
＊石鹼手洗い・手指消毒、検温のご協力をお願いします。
＊お茶または水、タオルかハンカチを必ず持参しましょう。
＊コロナ感染予防のため利用者の制限をさせていただく場合がございます。
＊家族を含め発熱など風邪の症状がある方はご利用をお控えください。
＊ご利用後に、利用者および家族に発熱など風邪の症状が現れた場合は、お手
数ですが河和児童館・子育て支援センターまで連絡をお願いします。
　皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

身長と体重の測定ができます。
保健師・栄養士にご相談のある方は、火曜日にお越しください。

広い遊戯室で滑り台、ジャングルジム、大型積み木やボールで
子どもさんと一緒に体を動かしてあそびませんか？
日　時　毎週月、火、金曜日　午前9時～11時30分

遊戯室開放

　誕生月に手形を押してみませんか？
　誕生ボードの前で写真も撮れますよ。職員に声
をかけてください。

7月生まれのお友だち

『クルクルさかな』
紙コップを使って音のでる不思議な
さかなを作ってみましょう。

『シャワー』
水遊びで使えますよ。
なかよし広場　１９日（火）～ ２３日（土）
ふっと広場　　２０日（水）
のま広場　　　１９日（火）・２１日（木）

今月のあそび
児 童 館

子育て支援
センター

●問合せ
河和児童館・子育て支援センター　
☎82‒5881

■子育て支援センターの時間は４部構成・予約制です。

 子育て支援センターご利用の方は、来所日の前日または当日に
ご連絡をお願いします。予約人数を調整させていただく場合が
あります。ご協力お願いします。

初めて利用される方へ
　初めて児童館・支援センターをご
利用される方は、登録名簿の用紙に
ご記入をお願いします。利用者の名
前、地区、保護者名、電話番号、生年
月日を記入いたします。

日　時　7月11日（月）
　　　　　 12日（火）保健師・栄養士来所
　　　　　　午前10時～11時
　　　　　　（受付時間　午前10時～10時45分）
場　所　子育て支援センターなかよし広場（児童館内）

☆すくすく計測 要予約

日　時　毎週水曜日　午前10時～11時30分
対象者　平成31年4月2日～令和2年4月1日生まれの
　　　　お子さんとその保護者
持ち物　お茶または水・タオル・着替え・帽子
7月　6日 (水)　たなばた飾り作り
　　13日 (水)　スタンプあそび

こあら教室 要予約　（2週間前より予約可能）

①午前９時～10時10分　　②午前10時30分～11時40分
③午後1時～2時20分　      ④午後2時40分～4時
子育て支援センター布土分室は、月・水曜日の午前①②のみ開所
子育て支援センター野間分室は、火・木曜日の午前①②のみ開所

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

　　…休館日　　　
　　…遊戯室開放日　　　

 こあら教室

夏まつり♡

♡

すくすく計測☆

水火月日 木 金 土
7月

☆ ☆

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

◎予約が必要なものについては午前８時３０分～午後５時が受付時間です。

7月30日（土）に児童館・支援センター合同の夏まつりを開
催します。
お店屋さんを楽しんでみませんか？親子で参加もできますよ。
要予約　①午前9時30分～
　　　　②午前10時45分～
　　　　③午後 1時30分～
　※予約開始日　7月16日（土）～
　※各回25人
　　定員になり次第申し込みを終了させていただきます。

　ファミリー・サポートとは、子育ての手助けを受
けたい人（依頼会員）と子育てを応援したい人（提
供会員）が助け合う事業です。
　興味のある方は、ファミリー・サポート・センター
（児童館内）までご連絡ください。職員が説明いた
します。
問合せ　みはまファミリー・サポート・センター
　　　　☎８２－５８８１

夏まつり ファミサポ
会員募集中しています
ファミサポ

会員募集中しています

8広報みはま 2022. 7

★★★■No.22F00189／版管理番号24914001／美浜町役場様
広報みはま7月号／（210×297mm）／22.6.20／08:44／長尾

天

地
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　熱中症とは、高温多湿な環境に長時間いることで体温調節機
能がうまく働かなくなり体内に熱がこもった状態をいいます。
　マスクをつけると皮膚から熱が逃げにくくなったり気づかない
うちに脱水になったりなど体温調節がしづらくなってしまいます。
高温化や多湿といった環境下でのマスク着用は熱中症のリスク
が高くなるため、体調に応じて野外で人と十分な距離（少なくとも
２m以上）が確保できる場合にはマスクを外すようにしましょう。

　また通気性の良い衣服を着用したり、保冷剤、氷、冷たいタオ
ルなどで体を冷やしたり、のどの渇きを感じなくてもこまめに水
分、塩分、スポーツドリンクなどを補給するよう心がけましょう。

　子宮頸がんワクチンの接種は、令和４年４月より、定期予防接種
積極的勧奨の対象となりました。平成９年度生～平成１７年度生女
子で過去に自費にて接種された方は、保健センターまで償還払い
申請にお越しください。
（領収書等がないと償還払いは出来ません。）

①子宮頸がんワクチン領収書または支払い証明書　
②接種記録（母子手帳・接種証明など）
③振込口座が分かるもの

　保健センターでの集団接種は、ワクチンの入荷が少ないことから、しばらくの間は安定的に実施することが出来ま
せん。ワクチンが供給されましたら、対象の方には個別通知をさせていただきます。なお、接種期限が切れそうな方
は手続きが必要となりますので、保健センターまでご連絡ください。
・町内の医療機関で接種する場合　→紹介状発行手続き　→保健センターにお電話ください。
・町外の医療機関で接種する場合　→広域連絡票の申請手続き　→保健センター窓口に母子手帳と診察券をご持参ください。

保健センターでの予防接種　日本脳炎　３歳から保健センターでの予防接種　日本脳炎　３歳から

熱中症とコロナ対策熱中症とコロナ対策

子宮頸がんワクチンについて子宮頸がんワクチンについて

◎受付時間は、午前９時～正午までです。都合により変更になる場合があります。

7月の休日急病当番医

当番日
当　　　番　　　医

診療科目 電話番号
診療場所 医療機関名

3日（日）

10日（日）

17日（日）

18日（月）

24日（日）

31日（日）

大岩医院（内海）

(医)顕心会 辻医院　 

知多厚生病院　　 担当医：前田医院

（医）大岩医院（豊浜）

知多厚生病院　　 担当医：榊原医院

(医）浜田整形外科・内科クリニック

内科

内科・小児科

内科・小児科

内科・小児科

内科・小児科

整形外科・内科

62-0138

82-0106

82-0395

65-0184

82-0395

82-5511

自費で子宮頸がんワクチン予防接種を受けられた方へ

償還払いに必要な物

・ 室温をこまめに確認
・ 扇風機、エアコンで温度を調節
・ 遮光カーテン、すだれ、打ち水
  を利用

・ 日傘や帽子の着用
・ 日陰でのこまめな休息
・ 天気の良い日は日中の外出を
  出きるだけ控える

室内では 野外では
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　熱中症とは、高温多湿な環境に長時間いることで体温調節機
能がうまく働かなくなり体内に熱がこもった状態をいいます。
　マスクをつけると皮膚から熱が逃げにくくなったり気づかない
うちに脱水になったりなど体温調節がしづらくなってしまいます。
高温化や多湿といった環境下でのマスク着用は熱中症のリスク
が高くなるため、体調に応じて野外で人と十分な距離（少なくとも
２m以上）が確保できる場合にはマスクを外すようにしましょう。

　また通気性の良い衣服を着用したり、保冷剤、氷、冷たいタオ
ルなどで体を冷やしたり、のどの渇きを感じなくてもこまめに水
分、塩分、スポーツドリンクなどを補給するよう心がけましょう。

　子宮頸がんワクチンの接種は、令和４年４月より、定期予防接種
積極的勧奨の対象となりました。平成９年度生～平成１７年度生女
子で過去に自費にて接種された方は、保健センターまで償還払い
申請にお越しください。
（領収書等がないと償還払いは出来ません。）

①子宮頸がんワクチン領収書または支払い証明書　
②接種記録（母子手帳・接種証明など）
③振込口座が分かるもの

　保健センターでの集団接種は、ワクチンの入荷が少ないことから、しばらくの間は安定的に実施することが出来ま
せん。ワクチンが供給されましたら、対象の方には個別通知をさせていただきます。なお、接種期限が切れそうな方
は手続きが必要となりますので、保健センターまでご連絡ください。
・町内の医療機関で接種する場合　→紹介状発行手続き　→保健センターにお電話ください。
・町外の医療機関で接種する場合　→広域連絡票の申請手続き　→保健センター窓口に母子手帳と診察券をご持参ください。

保健センターでの予防接種　日本脳炎　３歳から保健センターでの予防接種　日本脳炎　３歳から

熱中症とコロナ対策熱中症とコロナ対策

子宮頸がんワクチンについて子宮頸がんワクチンについて

◎受付時間は、午前９時～正午までです。都合により変更になる場合があります。

7月の休日急病当番医

当番日
当　　　番　　　医

診療科目 電話番号
診療場所 医療機関名

3日（日）

10日（日）

17日（日）

18日（月）

24日（日）

31日（日）

大岩医院（内海）

(医)顕心会 辻医院　 

知多厚生病院　　 担当医：前田医院

（医）大岩医院（豊浜）

知多厚生病院　　 担当医：榊原医院

(医）浜田整形外科・内科クリニック

内科

内科・小児科

内科・小児科

内科・小児科

内科・小児科

整形外科・内科

62-0138

82-0106

82-0395

65-0184

82-0395

82-5511

自費で子宮頸がんワクチン予防接種を受けられた方へ

償還払いに必要な物

・ 室温をこまめに確認
・ 扇風機、エアコンで温度を調節
・ 遮光カーテン、すだれ、打ち水
  を利用

・ 日傘や帽子の着用
・ 日陰でのこまめな休息
・ 天気の良い日は日中の外出を
  出きるだけ控える

室内では 野外では
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平成１６年４月２日以降に生まれた１８歳以下の児童（障害児の場
合、平成１４年４月２日以降に生まれた児童）を養育する父母等

健康・子育て課（保健センター内）　内線262
厚生労働省コールセンター　☎0120-400-903(平日9:00～18:00)

令和４年度子育て世帯生活支援
特別給付金のご案内

令和４年度子育て世帯生活支援
特別給付金のご案内

ひとり親世帯（今回の給付金を受取済み）でない方へひとり親世帯（今回の給付金を受取済み）でない方へ

子育て世帯の支援のため､給付金の支給を実施します!

１ 支給対象者

2 支給額

4 問合せ

3 給付金の支給手続き

①②の両方に当てはまる方(※ひとり親世帯分の給付金を受け取った方を除く)

児童1人当たり 一律 ５万円

(※令和５年２月末までに生まれた新生児等も対象になります。)
①

■令和４年度住民税（均等割）が非課税の方
　　　　　　　        または
■令和４年１月１日以降の収入が急変し、
　 住民税非課税相当の収入となった方

②

▶ 給付金は､申請不要で受け取れます。支給対象者には個別で通知します。
▶ 令和４年４月分の児童手当または特別児童扶養手当を支給している口座に振り込みます。

Ⅰ. 令和４年４月分の児童手当または特別児童扶養手当の受給者で住民税非課税の方
　（公務員を除く）

▶ 給付金を受け取るには､申請が必要です。
▶ 申請方法等は、美浜町のホームページまたは健康・子育て課までお問い合わせください。

Ⅱ. 上記以外の方（例.公務員の方、高校生のみ養育している方、収入が急変した方）

｛
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１～３回目接種がお済でない方へ
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①60歳以上の方　　　　　
②１８歳以上～６０歳未満の方で基礎疾患を有する方
※基礎疾患のある方については、事前申請が必要です。　
　ただし、１～３回目接種の際に申請をいただいた方は新たに申請は不要です。
　【申請方法】　窓口、郵送、FAX(82-1321)
　　　　　　　申請用紙は、保健センターまたは町ホームページ「新型コロナワクチン追加接種(４回目)について
　　　　　　　のお知らせ」よりダウンロードしてご利用ください。

①新型コロナワクチン４回目接種のお知らせ
②４回目用の接種券付き予診票(A3用紙の左側が予防接種済証になっています)
③新型コロナワクチン予防接種についての説明書(追加(４回目)接種用)
④予約方法(水色の紙)
⑤接種予定日一覧　
※接種予定日一覧は町ホームページとインターネット予約サイトにて随時更新します。
　(更新日：金曜日。※更新の日程がある場合のみ)

　6月から、本町では４回目の接種が始まりました。対象の方は接種の時期が近付きましたら、接種券等を送付させて
いただきます。

接種費用は
無料です

４回目接種ができる日3回目の接種日
例1

例2

１月28日

1月31日

６月28日以降

７月１日以降

～新型コロナウイルスワクチン接種情報～～新型コロナウイルスワクチン接種情報～～新型コロナウイルスワクチン接種情報～
４回目接種が始まりました４回目接種が始まりました

新たな情報につきましては、決まり次第、
広報またはホームページ等でお知らせします。

(１)対象者　(※接種日時点の年齢)

(2)接種が受けられる期間

(6)予約方法　※詳しくは発送される案内をご確認ください。

※入院中・入所中の方等は、医療機関や施設の方とご相談ください。

(3)接種ができる時期

町ホームページはこちら⇒

１～３回目接種がお済でない方へ

令和４年５月25日～令和４年９月30日（金）まで

(4)本町で使用するワクチン

(5)４回目接種のご案内の同封物

・モデル社製ワクチン：3回目接種と同量(1・2回目接種の半量)
・ファイザー社製：３回目接種と同量

３回目接種後、５か月経過後

インターネット予約 接種券が届き次第受付可能(24時間受付)
予約開始日から予約可能(平日：午前９時30分から午後４時)予約受付センター(電話予約)

(7)接種会場
集団接種 総合公園体育館、保健センター

渡辺病院、浜田整形外科・内科クリニック、知多厚生病院、前田医院、榊原医院個別接種

１～３回目接種の期限は９月３０日（金）までです。
接種をご希望の方はお早めにご予約ください。接種の日程は町ホームページをご確認ください。
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１～３回目接種がお済でない方へ
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①60歳以上の方　　　　　
②１８歳以上～６０歳未満の方で基礎疾患を有する方
※基礎疾患のある方については、事前申請が必要です。　
　ただし、１～３回目接種の際に申請をいただいた方は新たに申請は不要です。
　【申請方法】　窓口、郵送、FAX(82-1321)
　　　　　　　申請用紙は、保健センターまたは町ホームページ「新型コロナワクチン追加接種(４回目)について
　　　　　　　のお知らせ」よりダウンロードしてご利用ください。

①新型コロナワクチン４回目接種のお知らせ
②４回目用の接種券付き予診票(A3用紙の左側が予防接種済証になっています)
③新型コロナワクチン予防接種についての説明書(追加(４回目)接種用)
④予約方法(水色の紙)
⑤接種予定日一覧　
※接種予定日一覧は町ホームページとインターネット予約サイトにて随時更新します。
　(更新日：金曜日。※更新の日程がある場合のみ)

　6月から、本町では４回目の接種が始まりました。対象の方は接種の時期が近付きましたら、接種券等を送付させて
いただきます。

接種費用は
無料です

４回目接種ができる日3回目の接種日
例1

例2

１月28日

1月31日

６月28日以降

７月１日以降

～新型コロナウイルスワクチン接種情報～～新型コロナウイルスワクチン接種情報～～新型コロナウイルスワクチン接種情報～
４回目接種が始まりました４回目接種が始まりました

新たな情報につきましては、決まり次第、
広報またはホームページ等でお知らせします。

(１)対象者　(※接種日時点の年齢)

(2)接種が受けられる期間

(6)予約方法　※詳しくは発送される案内をご確認ください。

※入院中・入所中の方等は、医療機関や施設の方とご相談ください。

(3)接種ができる時期

町ホームページはこちら⇒

１～３回目接種がお済でない方へ

令和４年５月25日～令和４年９月30日（金）まで

(4)本町で使用するワクチン

(5)４回目接種のご案内の同封物

・モデル社製ワクチン：3回目接種と同量(1・2回目接種の半量)
・ファイザー社製：３回目接種と同量

３回目接種後、５か月経過後

インターネット予約 接種券が届き次第受付可能(24時間受付)
予約開始日から予約可能(平日：午前９時30分から午後４時)予約受付センター(電話予約)

(7)接種会場
集団接種 総合公園体育館、保健センター

渡辺病院、浜田整形外科・内科クリニック、知多厚生病院、前田医院、榊原医院個別接種

１～３回目接種の期限は９月３０日（金）までです。
接種をご希望の方はお早めにご予約ください。接種の日程は町ホームページをご確認ください。
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Xuan'sデイズ
国際交流員イーシェンの

Vol.16

夏休みのイベント

●問合せ　企画課　内線227

Facebook

シェンが管理しているSNSアカウントです。
（いいね！・フォロー）ご支援お願いします！

Instagram

　皆さん、いつもXuan’sデイズを読んでいただき、ありがとうございます。先月シンガポールの夏休み
についてお話ししましたが、もうすぐで日本の夏休みに入りますよね！そこで、国際交流員で企画した２
つのイベントについて紹介しようと思います。お時間のある方は、ぜひご参加ください！

　英語絵本読み聞かせを開催します。英語を聞き、単語を学び、
おはなし会を通して、異文化にも触れていきましょう！

　東京2020年オリンピック・パラリンピック競技大会は終了しましたが、
美浜町とシンガポールのホストタウン関係は続いていきます！
このイベントは国際交流員のシェンが英語メッセージのサポートをして、
アートスクール「アトリエカラフル」のともちゃん先生がアートの指導をして
くれます。英語とアートを楽しみながらシンガポールの人々へ絵手紙を書
きましょう！

＜参加申込方法＞
Webサイト（https://美浜町役場・メール
アドレスの登録）からお申込ください。
QRコードからも申込できます。

国際交流員によるおはなし会

英語とアートでシンガポールに
絵手紙を送ろう!

7月16日（土）　11：00～11：30
美浜町図書館2階研修室4
幼児から小学生（低学年）※保護者同伴（定員10組程度）
※申込不要、参加費無料！

日　時

場　所

参加対象

7月30日（土）　10：00～12：00
美浜町図書館2階研修室1・2
美浜町内在学の小学4年生～中学3年生（定員30名）
※先着順、参加費無料！

日　時

場　所

参加対象

7 30月
（土）

日

7 16月
（土）

日
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こちらからメール
していただけます

地域交流拠点「ちゃぶだいハウス」
水野屋敷記念館
（一社）美浜まちラボ
☎050-3138-3380
　 mihamachabs@gmail.comチャブ レ タ ー 　 v o l . 5 1

問
合
せ

LINE QRコードで
友達登録して申
し込むことができ
ます。

まちづくり交流拠点「ちゃぶだいハウス」の開催日
6・13・20・27（水曜日）29日（金曜日）午前10時～午後３時
○水曜日は「お屋敷カフェ Cha 茶」　午前10時30分～午後2時30分を開催します。

7月の開催日

＊臨時オープン・臨時休業をする場合は、美浜まちラボのFacebook・水野屋敷掲示板等にて
 お知らせいたします。

　（参加費：￥200　コーヒー・紅茶・抹茶のいずれかにお菓子付き）

https://lab380.comURL

「縁joy梅ヶ丘」　
山　口　☎090-2685-8812
事務局　☎82-0080　

◇ 食事は予約が必要です。・・・・・・こども100円(40食)　おとな300円(10食)　　※50食限定！
◇ アレルギーのある方は事前にお知らせください。　　　　
◇ 水筒(飲み物)を持ってきてください！                        
◇ 体調の悪い方はお受けできません。　　　　　   ※状況により中止、または変更になることもあります。

『縁joy梅ヶ丘』　えんじょいうめがおか

だれでも子ども食堂
―どなたでも参加できますー

【行事予定】　開始10:00～終了15:00

【その後の予定】　

※イベントへの参加は食事予約が必要です。

お問合せ・お申込み

10月3日（月） 12月26（月）　令和5年・1月9日（月・祝）　3月２１日（火・祝）　3月27日（月）

登録団体「みはま体力測定ボランティア」からのお知らせ
講演会：高血圧をどう下げる？―血圧を下げる食事と運動―　講師：武田英子先生（管理栄養士）
日時：8月10日(水)　午前11時から　水野屋敷記念館にて
（姿勢改善ストレッチ体操の指導もします）
（周辺散策コースを歩く方は午前9時30分集合 ※午前10時30分～11時には200円で茶菓子つき飲み物の提供あり）
※申込先：美浜まちラボ・みはま体力測定ボランティア　  okakei0315@gmail.com　締切7月20日(水)（先着25名）
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7月18日（月・祝）

8月1日(月)

8月23日(火）

9月19日(月・祝)

10:00～

10:00～

10:00～

10:00～

河和小・体育館

全忠寺

全忠寺

河和小・グランド

自転車教室〔県警B-フォース〕

海岸を学ぶ〔県・出前講座〕

防災講座 〔美浜・南知多防災の会〕

かけっこ教室  〔ジュニアスポーツ指導員〕

12:00～
(全忠寺)

12:00～
(全忠寺)

茶道にチャレンジ
『盆手前』13:00～

その他食事時間内　　　容集合場所時　間月　　日

12:00～

12:00～
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可燃ごみ　排出状況の推移（単位kg）

４月
５月
６月
７月
８月
９月
１０月
１１月
１２月
１月
２月
３月
計

令和2年 令和3年 差し引き
418,470
467,250
437,270
428,070
392,630
390,650
394,810
394,500
402,790
356,280
379,010
580,020
5,041,750

285,520
316,990
299,630
316,670
325,900
291,710
277,220
293,840
297,720
279,220
239,050
295,440
3,518,910

-132,950
-150,260
-137,640
-111,400
-66,730
-98,940
-117,590
-100,660
-105,070
-77,060
-139,960
-284,580
-1,522,840

◎排出状況の推移
　　すべての月において、昨年度より減少
◎目標達成状況
≪目標≫
　　年間、可燃ごみ５１０tの減量
≪結果≫
　　令和２年度と令和３年度を比較し、
　　約１，５２３t（約３割）の減量化に成功

◎目標達成状況
≪目標≫年間、１６０tの資源化
≪結果≫約１８５tの資源化に成功

４月
５月
６月
７月
８月
９月
１０月
１１月
１２月
１月
２月
３月
計

令和3年

（kg）

13,890
14,210
17,240
16,950
15,800
15,910
15,050
13,050
14,790
17,110
14,300
16,240
184,540

集積所におけるプラスチック製容器包装　排出状況の推移（単位kg）

減量目標を達成しました

（kg）
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◎排出状況の推移
　　すべての月において、昨年度より増加
◎目標達成状況
≪目標≫
　　年間、１７０tの資源化
≪結果≫
　　約２２１tの資源化に成功
　　（前年比約６割弱の増）

４月
５月
６月
７月
８月
９月
１０月
１１月
１２月
１月
２月
３月
計

令和2年 令和3年 差し引き
11,190
12,130
8,730
11,080
8,620
10,780
11,560
10,670
13,470
13,390
11,590
17,640
140,850

21,590
18,570
18,460
19,000
15,590
18,300
18,120
16,370
19,090
19,880
15,710
20,740
221,420

10,400
6,440
9,730
7,920
6,970
7,520
6,560
5,700
5,620
6,490
4,120
3,100
80,570

集積所におけるミックスペーパー　排出状況の推移（単位kg）

　令和３年４月から可燃ごみ袋の有料化とプラスチック製容器包
装の分別が始まりました。それぞれ当初の目標を達成できたの
は、分別方法の変更や可燃ごみ袋の価格改定により、ごみ分別
への関心が高まったからではないでしょうか。こうした変更にあ
たっては、多大なるご理解ご協力をいただきました。また、継続
的にごみ減量化、資源化に取り組んでいただいていることも併
せて感謝申し上げます。
　今後も引き続きごみ減量化・積極的な資源化にご協力をお願
いいたします。

令和３年度家庭系ごみの年間排出量は

（kg）

天

地
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可燃ごみは減量、ミックスペーパーとプラスチック製容器包装は増量を目指しましょう！可燃ごみは減量、ミックスペーパーとプラスチック製容器包装は増量を目指しましょう！
家庭系ごみ排出状況 ～令和4年4月分～

一人の努力が集まれば
やがて大きなチカラとなる

プラスチック製容器
包装収集量（kg）
14.8％増

前年
同月

令和４年
4月

令和４年
4月

20,800

21,000

21,200

21,400

21,600

21,800

21,110

21,590

ミックスペーパー
収集量（kg）
2.2％減

275,000

290,000

280,000

285,000

295,000

300,000
298,690

285,520

可燃ごみ
排出量（kg）
4.6%増

前年
同月

令和４年
4月

前年
同月

12,000

14,000

16,000

18,000

15,940

13,89013,890

・可燃ごみの排出量　微増（前年同月比）
・ミックスペーパーの収集量　微減（前年同月比）
・プラスチック製容器包装の収集量　増加（前月比）
　可燃ごみ袋の有料化から1年が経過し、それぞれが大幅に目標
を達成した昨年度との比較が始まりました。ごみの減量化と積極
的な資源化は継続して実施することが重要です。
　引き続きごみの分別、減量化にご協力お願いします。

コメント

美浜ごみダイエット計画
達成しよう！！

美浜ごみダイエット計画
達成しよう！！

美浜ごみダイエット計画
達成しよう！！

美浜ごみダイエット計画
達成しよう！！

野焼きは禁止です！
　家庭ゴミや雑草、剪定枝・落ち葉などの廃棄物を地面で直接焼却したり、
ドラム缶・ブロック囲い・素掘りの穴・簡易な焼却設備で燃やす「野焼き」は
原則禁止です。野焼きは、煙が洗濯物についたり部屋に入って煙たかった
り近隣住民に大変迷惑となります。また、近くに民家がなくても風向きや場
所によっては広範囲に迷惑をかけることになります。ぼた焼きや農業等を
営むためにやむを得ない例外もありますが、ごみは燃やさず、適切に処理
してください。
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令和4年度　みはま地域大学

「みんなの減災カレッジ２０２2」「みんなの減災カレッジ２０２2」
共催：美浜町、美浜町社会福祉協議会
協力：日本福祉大学
　東日本大震災、熊本地震等大規模災害では、地域ぐるみの防災体制
の整備が特に必要であると再認識されています。
　近い将来、南海トラフを震源とする巨大地震の発生が危惧される本
町では、災害時に必要な知識や活動技術を習得する「減災カレッジ」を
下記のとおり開催し、地域防災力の向上を図っていきます。受講を希望
される方は、この機会に是非、申込みください。
【日   程】第１回　９月１７日(土)　９：００ ～１５：００
　　　　第２回　１０月２２日(土）　９：００ ～１２：００
　　　　第３回　１１月５日(土)　９：００ ～１２：００
　　　　第４回　１２月３日(土)　９：００ ～１2：００
【会   場】役場３階大会議室または保健センター３階集団指導室
【概　要】①美浜町、自主防災会等の防災の取組、地震の備え、地区防災計画等に関する講演
　　　　②避難所運営、地域・福祉・防災等に関するワークショップ
【受講料】無料
【参加者・定員】①町内に在住・在勤・在学の１５歳以上の方
                   ②定員約5０名
【申込から受講開始まで】
①7月4日（月）から先着順に受付け致します。
②電話（☎82-1111）または直接、役場２階防災課までお申込みください。
③受講が確定しましたら、受講案内を郵送します。
④定員に達した場合には、お断りすることもございますので、ご了承ください。

募集期間
７月４日（月）～
８月１５日（月）

　台風シーズンとなりました。本町では、新型コロナウイルス感染防止の観点から、避難者同士の間隔を広
く保つため、避難所を次の学校体育館等に開設します。
　なお、避難所開設時は、同報無線、町ホームページおよびケーブルテレビ等でも、お知らせします。

新型コロナウイルス感染防止に伴う災害時避難所

学区等
布土
河和
河和南部
小野浦
野間
奥田
上野間

風水害時の避難所
布土小学校体育館
河和小学校体育館
南部体育館

愛知県美浜自然の家コミュニティホール
野間小学校体育館
奥田小学校体育館
上野小学校体育館
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家具転倒防止器具の取り付け補助をご利用ください
●問合せ　防災課　内線207

　寝室、居間、台所等の家具や冷蔵庫を転倒防止器具により固定し、居住者の安全を図るこ
とを目的に、本町が商工会に委託し、実施するものです。この機会にぜひお申し込みください。
※壁、柱、家具等に直接穴をあけて取り付けます。

次のいずれかに掲げる高齢者等の世帯
・65歳以上のみの世帯
・身体障害者手帳の交付を受けた方がいる世帯
・療育手帳の交付を受けた方がいる世帯
・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた方がいる世帯
一律1,000円で家具５台まで取り付けられます。
　※標準以外の金具等を利用する場合は、追加費用が必要です。

上記以外の一般世帯
　※グループホーム等の施設入居者は一律こちらになります。
一律5,000円で家具3台まで取り付けられます。
参考：標準仕様で家具3つを付けた場合、通常15,000円程度の

費用がかかりますので、大変お得です。

下記のいずれかの方法で申し込みをしてください。
①　役場２階防災課窓口で申込書を提出　
②　郵送で申込書を提出
③　電話での内容聞き取りによる申し込み
　※詳しくは、問合せ先までご連絡下さい。

美浜町商工会登録業者
①荒井建築　②岩本建築　③江本建築　④加藤業務店　⑤管友
⑥キシオカ　⑦畠建築　⑨平野建築　⑨広沢建設　⑩森山建築

寝室、居間、台所（ダイニングキッチンを含む）

対象者
取り付け費用等

設置場所
対象家具

申込方法

受付日時

施工業者

タンス、書棚、食器棚、冷蔵庫等（冷蔵庫以外の電化製品、仏壇は含まない。）

役場開庁日【午前９時～午後５時】
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≫　自転車・自動車の運転者へ
　車両運転中のスマートフォンの操作や、カーナビゲーション等の画面の注視は、周囲の危険の発
見が遅れたり、他の車両や歩行者との衝突事故に繋がる非常に危険な行為です。“直線道路だから
大丈夫”“ほんの一瞬見るだけだから”という気持ちが、大事故に繋がってしまうので絶対にやめま
しょう。

※自転車も車両の仲間です。自転車の「ながらスマホ」は、５万円以下
の罰金が科せられることもあります。相手に怪我を負わせた場合に
は、５年以下の懲役もしくは禁錮、または１００万円以下の罰金が処せ
られます。

海に行くときは、
・天候、海上模様の確認
・船体やエンジンの点検
・ライフジャケットの着用
・連絡方法（携帯電話など）の確保　
・見張の徹底
などの点に注意してください。
詳しくは、海上保安庁「海の安全情報」のホームページをご覧ください。
　https://www6.kaiho.mlit.go.jp/

●携帯電話使用等（保持）
　　…通話、画像注視する行為

罰　則…6か月以下の懲役、
　　　　または１０万円以下の罰金
反則金…大型車：２万５千円
　　　　普通車：１万８千円
　　　　二輪車：１万５千円
　　　　原付車：１万２千円
点　数…３点

●携帯電話使用等（交通の危険）
　　…通話、画像注視によって、
　　　交通の危険を生じさせる行為

罰　則…1年以下の懲役、
　　　　または3０万円以下の罰金
反則金…適用なし

（反則金制度の対象外となり、
すべて罰則の対象となる）

点　数…6点（免許停止）

≫　歩行者へ
　歩行者にとっても「ながらスマホ」は危険な行為です。
　駅のホーム、階段、横断歩道等の公共の場所では、人身事故に繋がる恐れもあり、被害者に
なるだけでなく、加害者になる可能性もあります。
　周りの人に迷惑をかけないためにも「ながらスマホ」はやめましょう。

自動車「ながらスマホ」の罰則

「海の事故ゼロキャンペーン」が行われます（７月１６日～７月３１日）

©JCGF

海の「事件・事故」は１１８番

衣浦海上保安署

夏の交通安全県民運動
7/11（月）～7/20（水） 一斉街頭監視7/15（金）
～「ながらスマホ」は危険です！！～（（（ ）））
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※ＡＥＤが到着したら、電源を入れ、以降は音声メッセージに従う。

分1、し迫圧でさ深のチンセ５とりかっしを中ん真の胸 　
間に１００回から１２０回のテンポで３０回圧迫する。
（強く・速く・絶え間なく）
　圧迫と圧迫の間は、胸がしっかり戻るまで力を緩める。

水難時の応急手当および
熱中症について
　夏本番、この季節になると水による事故や熱中症が多く
発生します。そこで消防署から二点お知らせします。
　一点目は、「心肺蘇生法」についてです。水の事故
などで、おぼれることにより、呼吸や心臓が止まった人
には一刻も早く「心肺蘇生法」を行わなければなりません。
　そこで、万一に備えて「心肺蘇生法」を覚えておきま
しょう。
　「心肺蘇生法」の基本的な手順は次のとおりです。

①反応を確認する
　呼びかけて目を開けるか、反応をみる。

③呼吸を調べる
　普段どおりの呼吸がなければ
「呼吸なし」と判断する。

②反応がなければ、大きな声で助けを呼ぶ。
（救急車・ＡＥＤ）

④胸骨圧迫
（心臓マッサージ）

　本来ならば、人工呼吸と胸骨圧迫を併用することによって心肺蘇生
法といいますが、新型コロナウイルス感染防止の観点から人工呼吸は
実施せずに、ハンカチやマスク等で、患者の口を覆い感染防止に努め
て胸骨圧迫のみ実施してください。

注意点

息を吹き込む
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・こんな時はためらわずに救急車を呼びましょう。

・熱中症とは？

これらの症状を発症したときは、ためらわずに救急車を呼んでください。

二点目は、熱中症についてです。

・熱中症予防のポイント

熱中症は予防できる病気です。熱い夏を元気に過ごすために、熱中症を理解して楽しい夏を過ごしましょう。

ルールを守って楽しい花火 知多南部消防組合消防本部
☎64-0121（直通）

　熱中症とは、室温や気温が高い中での作業や運動により、体内の水分や塩分
（ナトリウム）などのバランスが崩れ、体温の調節機能が働かなくなり、体温上
昇、めまい、体がだるい、ひどいときにはけいれんや意識の異常、または死に至
るなど様々な症状をおこす病気です。最近では、家の中でじっとしていても室
温や湿度が高いために、熱中症になる場合がありますので、注意が必要です。

　夏の夜空を彩る花火は種類も豊富で、子どもだけでなく、大人にとっても
楽しいものです。しかし、夏の娯楽として楽しめる花火も、取り扱いを誤る
と、火事になったり、やけどをしたりするなど事故につながります。花火を
するときは、次のことに注意しましょう。
○必ず花火に書いてある注意事項を守りましょう。
○花火を人や家に向けたり、燃えやすい物のある場所で
　遊んだりしないようにしましょう。
○衣服に火が燃え移らないように注意しましょう。
○風の強いときは、花火遊びはやめましょう。
○水の入ったバケツなどを準備し、使い終わった花火は必ず水につけて火を
消しましょう。

○花火は大人と一緒に遊び、夜遅くまで騒がないようにしましょう。
○たくさんの花火に、一度に火をつけないようにしましょう。
○正しい位置に正しい方法で点火しましょう。
○花火をほぐして遊ぶことは危険ですので、絶対にやめましょう。
○吹き出し、打ち上げなどの筒ものの花火は、途中で火が消えても筒をのぞ
いてはいけません。点火するときも筒先に顔や手を出してはいけません。

　○自分で水が飲めなかったり、脱力感や倦怠感が強く、動けない場合。
　○意識がない（おかしい）、全身のけいれんがあるなどの症状。

①部屋の温度をこまめにチェック！（普段過ごす部屋には温度計を置くことをお奨めします）
②室温２８℃を超えないように、エアコンや扇風機を上手に使いましょう！
③のどが渇いたと感じたら必ず水分補給！
④のどが渇かなくてもこまめに水分補給！
⑤外出の際は体をしめつけない涼しい服装で、日よけ対策も！
⑥無理をせず、適度に休憩を！
⑦日頃から栄養バランスの良い食事と体力づくりを！

マナーとルールを守って、楽しく花火をしましょう。

あなたも救命講習を
受けてみませんか？
あなたも救命講習を
受けてみませんか？
　消防署では、みなさまに心肺
蘇生法を身につけていただくた
めに救命講習を行っています。
受講希望の方は、お気軽に消防
署にご相談ください。
●問合せ　総務課　消防管理係
　☎64-0122（内線32）
※新型コロナウイルスの感染防
止のため、講習会が中止にな
る場合がありますので、あら
かじめご了承ください。

天

地
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・こんな時はためらわずに救急車を呼びましょう。

・熱中症とは？

これらの症状を発症したときは、ためらわずに救急車を呼んでください。

二点目は、熱中症についてです。

・熱中症予防のポイント

熱中症は予防できる病気です。熱い夏を元気に過ごすために、熱中症を理解して楽しい夏を過ごしましょう。

ルールを守って楽しい花火 知多南部消防組合消防本部
☎64-0121（直通）

　熱中症とは、室温や気温が高い中での作業や運動により、体内の水分や塩分
（ナトリウム）などのバランスが崩れ、体温の調節機能が働かなくなり、体温上
昇、めまい、体がだるい、ひどいときにはけいれんや意識の異常、または死に至
るなど様々な症状をおこす病気です。最近では、家の中でじっとしていても室
温や湿度が高いために、熱中症になる場合がありますので、注意が必要です。

　夏の夜空を彩る花火は種類も豊富で、子どもだけでなく、大人にとっても
楽しいものです。しかし、夏の娯楽として楽しめる花火も、取り扱いを誤る
と、火事になったり、やけどをしたりするなど事故につながります。花火を
するときは、次のことに注意しましょう。
○必ず花火に書いてある注意事項を守りましょう。
○花火を人や家に向けたり、燃えやすい物のある場所で
　遊んだりしないようにしましょう。
○衣服に火が燃え移らないように注意しましょう。
○風の強いときは、花火遊びはやめましょう。
○水の入ったバケツなどを準備し、使い終わった花火は必ず水につけて火を
消しましょう。

○花火は大人と一緒に遊び、夜遅くまで騒がないようにしましょう。
○たくさんの花火に、一度に火をつけないようにしましょう。
○正しい位置に正しい方法で点火しましょう。
○花火をほぐして遊ぶことは危険ですので、絶対にやめましょう。
○吹き出し、打ち上げなどの筒ものの花火は、途中で火が消えても筒をのぞ
いてはいけません。点火するときも筒先に顔や手を出してはいけません。

　○自分で水が飲めなかったり、脱力感や倦怠感が強く、動けない場合。
　○意識がない（おかしい）、全身のけいれんがあるなどの症状。

①部屋の温度をこまめにチェック！（普段過ごす部屋には温度計を置くことをお奨めします）
②室温２８℃を超えないように、エアコンや扇風機を上手に使いましょう！
③のどが渇いたと感じたら必ず水分補給！
④のどが渇かなくてもこまめに水分補給！
⑤外出の際は体をしめつけない涼しい服装で、日よけ対策も！
⑥無理をせず、適度に休憩を！
⑦日頃から栄養バランスの良い食事と体力づくりを！

マナーとルールを守って、楽しく花火をしましょう。

あなたも救命講習を
受けてみませんか？
あなたも救命講習を
受けてみませんか？
　消防署では、みなさまに心肺
蘇生法を身につけていただくた
めに救命講習を行っています。
受講希望の方は、お気軽に消防
署にご相談ください。
●問合せ　総務課　消防管理係
　☎64-0122（内線32）
※新型コロナウイルスの感染防
止のため、講習会が中止にな
る場合がありますので、あら
かじめご了承ください。
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　　・　受験申込書
自筆記入し、写真を貼付する。写真は、正面、上半身、脱帽で縦４㎝×横３㎝で６ヶ月以内に撮影した
ものを貼付

　　・　最終学校の卒業（見込み）証明書および成績証明書
　　・　免許資格取得（見込み）証明書（救急救命士）
・　健康診断書(３か月以内の病院等で発行したもので、身長・体重・血圧・尿検査・胸部Ｘ線間接撮影結
果等を含むもの。ただし、高等学校卒業見込みの方は全国高等学校統一の就職者用応募書類でも
可能）

　　※　受験申込書は知多南部消防組合消防本部総務課にてお渡しします。
　　　　消防本部まで来られない方は、下記の方法にて入手してください。

○　知多南部消防組合ホームページからダウンロード－受験申込書はＡ４サイズで２ページ分ありま
す。印刷後、自筆記入下さい。 

　　　　ホームページアドレス　http://chitanan.tac-net.ne.jp/

　　・　期　間　令和４年７月１日(金)～令和４年７月28日(木）
　　　　　　　(土･日・祝日を除く。) 
　　・　時　間　午前８時30分～午後５時15分
　　※　申込書の提出は、受験者本人が持参して直接申し込みしてください。
　　　　（郵送またはインターネット、ＦＡＸによる受付はいたしません。）

◎　高等学校以上を卒業または令和５年３月に卒業見
込みの方
◎　救急救命士の資格を有する方または令和５年３月
までに取得見込みの方

・　その他 日本国籍を有しない者および地方公務員法第１６条の欠格条項に該当する方は受験
できません。

2　応募書類

1　応募資格等

３　受付期間および受付時間

職　　種

応募資格

募集人数消　防　職

若干名

令和５年度知多南部消防組合消防職員を募集します
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4　試験内容

※　問合せ
　　詳細については、下記へお問い合わせください。
　　〒470-2404　知多郡美浜町大字河和字南橘田106番地の126
　　　　　　　　　知多南部消防組合消防本部 総務課
　　　　　　　　　☎0569-64-0120（直通） 
　　　　　　　　　☎0569-64-0119（代表）
　　　　　　　　　ＦＡＸ　0569-62-2112 
　　　　　　　　　E-mail　infocnfd@tac-net.ne.jp

令和４年８月27日（土）
午前９時30分集合

区分 試験科目 試　験　日 試　験　会　場

一次面接
書類選考

令和４年９月18日（日） 
午前8時30分集合 

適性検査 
体力検査 
作文 
二次面接

知多南部消防組合消防本部

美浜町総合公園体育館

知多南部消防組合消防本部令和４年10月中旬予定最終面接

第
一
次

第
三
次

第
二
次

私たちと一緒に、美浜町・南知多町の 

安心と安全を守りませんか！

私たちと一緒に、美浜町・南知多町の 

安心と安全を守りませんか！
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【夏のファション・・・カンカン帽】
ぼう

　明治時代になると男性は、髪形を自由にしてもよいことになりました。髪を短くして帽子をか
ぶる人が増え、地位や職業、服装により帽子の使い分けが始まりました。あらたまった服装の時
には山高帽、職人や工場で働く人や見習い店員などは鳥打帽、公務員や会社員は中折帽、画家
や芸術家はベレー帽そして夏のあらたまった服装時にはパナマ帽や“カンカン帽”をかぶるよう
になりました。
　大正時代に入ると洋服・和服を問わずカンカン帽をかぶるスタイルが大流行し、昭和初期まで
流行は続きました。
　カンカン帽は、麦わら帽子の１種で、麦わらで
堅く編んで作られており、頭頂部が平らでまわり
に平たいつばがついています。名前の由来は諸
説ありますが、叩くと「カンカン」と音がすることか
ら、カンカン帽と呼ばれるようになり、その呼び名
が世の中に浸透していったといわれています。
　令和の時代でも素材の違いはありますが、若
い女性の夏のファションとして“カンカン帽は取
り入れられています。

Q　：　「カンカン帽」と「麦わら帽子」の違いを教えてください。 
A　：　「カンカン帽」は、おしゃれをメインに使用され、硬く編んだ麦わらでできており、“頭頂部”

と“つば”が平らなものをいいます。
「麦わら帽子」は、夏の外出や農作業などのときにかぶり日差しをさえぎるための帽子で
す。麦わらで編んだもので柔らかく、頭頂部が丸くなっているものが一般的です。
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【おすすめ本】
『すうがくでせかいをみるの』
ミゲル・タンコ 作　福本友美子 訳
ほるぷ出版 発行　
E/ｽ/22 (課題図書)
　すきなことがあるっていいな。数学が大好きな主
人公の「すき」の気持ちがあふれる絵本。

【特集展示】
一般特集 比べてみたら
一般ミニ特集 好き！すき！麺類！
児童特集 夏休みのおすすめ
※他の展示やティーンズコーナーの特集もあります

【課題図書】
　課題図書は8月31日（水）までの間、ひとり1
冊8日間の貸出しです。延長や予約はできま
せん。
　ひとりでも多くの方に借りていただくため
のお約束です。
　ルールを守って利用しましょう。

図 書 館 　☎82-6800
開館時間　午前9時～午後6時
休 館 日 　毎週月曜日（祝日の場合は翌日）、
　　　　　 毎月最終金曜日（祝日の場合は前日）
　　　　　7月4・11・19・25・29日
◆ホームページ　
https://lib-mihama.aichi.jp/
◆Facebook　
@mihamalibrary

図書館へ
行こう！！

ホームページ用QR

『ぼくの弱虫をなおすには』
K.L.ゴーイング 作　久保陽子 訳　
徳間書店 発行
933/ｺﾞ/22 (課題図書)
　こわいものをひとつずつ克服していけば、強くなれるはず」っ
て言われたけど・・・。アメリカを舞台に、偏見や人種差別の問題
にふれつつ、苦手を克服する子どもたちの成長を描いた物語。

生涯学習課　☎82-5200

所蔵：美浜町教育委員会
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美浜町文化振興事業

『まちの音楽会』 参加者募集！
日にち：12月23日（金）オンライン配信予定
　音楽活動の発表の場として「まちの音楽会」を開催します。新型コロナウイルス感染防止の
為、オンライン配信で開催します。

■スローガン　【非行の芽　はやめにつもう　みな我が子】
　7月1日（金）から8月31日（水）は青少年の非行・被害防止に取り組む県民運動強化月間です。
　今年は、ペアレンタルコントロール等によるインターネット利用にかかる子供の犯罪被害等の防止を重点項目に実施
します。
　緊急連絡用に子供にスマートフォンを持たせることもありますが、安全に利用するためにはアプリケーションの利用
やウェブサイトの閲覧等保護者の管理が必要です。
　青少年の健やかな育成と、社会生活を円滑に営むことができるようにするため家庭、学校、地域、職場、企業など、関
係機関が一体となり、県民運動の取り組みが広く推進されるようご協力をお願いします。

「青少年の非行・被害防止に取り組む県民運動」
●問合せ　生涯学習課　☎82-5200

　応募資格
町内在住、在勤、在学者（グループの方は、そのグループの中でお一人でもあてはまれば可）で
説明会に必ず参加できる方。また配信動画を準備可能な個人、団体。

　演奏時間
　　１５分以内

　種目
   　バンド演奏、ソロ演奏、合唱、和太鼓、民謡などジャンルに制限はありません。

　申込期間
   　7月4日（月）～29日（金）　午前９時～午後５時

　申込先
   　総合公園体育館（申込書は体育館の他、ホームページにあります）
　応募が8組以下の場合開催をしません。また配信にあたり著作権料が発生する場合があります。
（著作権料は演者負担になります。）
　　なお、説明会を8月5日（金）午後7時より体育館研修室で開催します。

参加者募集

●問合せ　総合公園体育館　☎82-5200
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●主　催　住友生命
●後　援　美浜町、美浜町教育委員会
●日　時　8月28日（日）　第１部 午前11時～午後12時35分　第2部 午後2時～3時35分
●場　所　総合公園体育館
●対　象　小学生親子
●定　員　各部30組/60名程度　申込多数の場合は抽選により決定します。
　　　　　　　　　　　　　　　結果はメールにてお知らせいたします。
●参加費　無料
●内　容　プロゴルファーにスナッグゴルフを指導していただけます。
　　　　　親子で一緒に楽しく身体を動かしましょう！！
●申込方法　オンライン※右の二次元コードよりお申込ください。
●申込期間　7月1日（金）～7月31日（日）
●問合せ　住友生命保険相互会社　愛知中央支社
　　　　　☎052-265-6541
※新型コロナウイルスの影響により、中止になる場合もございます。

　7月のみはま寿講座は、日本が誇る話芸「落語」です。寿大学時代よりおなじみの、アマチュア落語家月
の輪熊八師匠のお話で楽しんでいただきます。皆さんお誘い合わせのうえ、ご参加ください。
●日　時　7月7日（木）　午前10時～
●場　所　総合公園体育館サブアリーナ
●内　容　「落語に親しむ」　
●講　師　月の輪熊八　師匠
●受講料　無料
●対象者　原則、町内の60歳以上の方（60歳未満の方も参加いただけます）
※出席者を把握するため、当日は受講票を提出してもらいます。受講票は総合公園
体育館、図書館、公民館に配架してあります。またホームページからもダウンロード
できます。当日においても会場に準備してあります。
●問合せ　総合公園体育館　☎82-5200

講　師　古閑美保さん
こ が み ほ

「スミセイ"Vitality Action"　親子スナッグゴルフ編」

親子でスナッグゴルフを体験してみませんか

講　師　川谷潤太さん

●日　時　７月9日(土)　午前10時～正午　
●入場料　無料
●場　所　総合公園体育館サブアリーナ
　「明るい家庭」「明るい地域社会」の第一歩は笑顔とあいさつから。笑顔で包ま
れる家庭や地域をつくるヒントを見つけてみませんか。今回の講師は、現在中日
ドラゴンズで活躍している石川昂弥選手をはじめ、多くのスポーツ選手や受験
生、ビジネスマンなどへのメンタルマネジメントや、講演・セミナー講師としても
活躍している川谷潤太さんです。また当日は、「少年の主張」として、町内の中学
生が意見を発表します。なお、情報保障（手話通訳）の用意があります。
●問合せ　総合公園体育館　☎82-5200

演　題　　潜在“脳”力の高め方～プラス思考・集中力で脳力（能力）を伸ばす～
「社会を明るくする運動推進大会・家庭教育講演会」の開催について

7月の「みはま寿講座」のご案内

※申込みでは申込コードが必要と
　なります。申込コード「000000」
　を入力してください。

ホームページへは
こちらから
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　だれでもアーティスト
クラブに所属するお二
人が、栄誉ある賞を受
賞されました。

防災担当大臣賞　
幼児・小学1・２年生の部　中村　柊吾さん

防災推進協議会会長賞
幼児・小学1・２年生の部　横田　雪乃さん
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イベント
ひろば
イベント
ひろば4/16 第3２回半田市近郊陸上競技大会

場所：半田運動公園陸上競技場
種目：小学男子３年生以下５０ｍ　第７位　杉浦朔太郎（美浜ＡＣ）
　　　小学男子５年生800ｍ　　第３位　河崎來生（美浜AC）
　　　小学女子５年生１００ｍ　　 優 勝　齋藤唯花（美浜ＡＣ）
　　　小学女子６年生１００ｍ　　 第４位　秋本梨花（美浜ＡＣ）
　　　　　　　　　　　　　 　第６位　齋藤明花（美浜ＡＣ）
　　　　　　　　　　　　　 　第７位　杉浦ましろ（美浜ＡＣ）

4/27 表敬訪問「第37回防災ポスターコンクール」受賞

5/25 田植え体験
　布土小学校5年生のみなさんが田植えを体験しました。日差しの強い中、元気いっぱいに楽しんで苗を植えていました。

　令和5年1月8日（日）に開催されます『二十歳のつどい』を企画・運営する実行委員を募集します。今年度成人年齢
が引き下げられましたが、美浜町は二十歳を対象に、集う会を開催します。自分たちの集う会を実行委員になって、
プロデュースしてみませんか。ぜひ、お友だちを誘って応募してください。
対象者　令和4年度二十歳を迎える方（平成14年4月2日～平成15年4月1日生）　　
募集人数　１０名（河和中・野間中卒業生各5名）
応募期限　7月29日(金)
申込・問合先　生涯学習課（美浜町総合公園体育館内）
令和4年度二十歳のつどいについて
日時　令和5年1月8日（日）　午後1時30分～
場所　美浜町総合公園体育館
　美浜町出身者で、現在美浜町に住民登録がない方で
も参加できますので、生涯学習課までご連絡ください。
　また、新型コロナウイルス感染状況により、中止や二
部制になるなど変更になる場合があります。

令和4年度二十歳のつどい実行委員募集
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スポーツ大会  大会結果  おめでとうございます！

場　所　総合公園テニスコート
　〈男子〉
　優　勝　中川大輔・奥山叶翔　ペア（河和中）
　準優勝　前田蓮純・片岡来夢　ペア（野間中）
　第３位　奥田大稀・大岩絋也　ペア（河和中）
　第３位　大岩海心・小久保碧人　ペア（河和中）
　〈女子〉
　優　勝　谷川柚咲・守山海音　ペア（南陵中）
　準優勝　白井　杏・鈴木玲美　ペア（河和中）
　第３位　加藤ももの・井上小晴　ペア（河和中）
　第３位　伊藤里紗・齋藤奈々　ペア（河和中）

春季町民ソフトテニス大会（中学の部）
大会結果4/29

（金）

場　所　総合公園テニスコート
　〈男子〉
　優　勝　谷村亮太・野崎仁静　ペア（武豊クラブ）
　準優勝　山田浩夢（武豊クラブ）・田中蒼馬（半田商業高）　ペア
　第３位　松本正彦・祢宜田陽一郎　ペア（武豊クラブ）
　第３位　京円柾樹・間瀬雄史　ペア（美浜クラブ）
　〈女子〉
　優　勝　長谷川湖 （々JFE）・岡本帆乃架（トヨタ自動車）　ペア
　準優勝　奥村歩未・鈴木七海　ペア（美浜クラブ）
　第３位　南川栄一・北口万里子　ペア（美浜クラブ）
　第３位　關　楓佳・奥　若菜　ペア（美浜クラブ）

春季町民ソフトテニス大会（一般の部）
大会結果5/8

（日）

場　所　知多市北林運動広場
　第３位　齋藤利雄・岸上恵子・岸上賢一　組

第３４回ねんりんピックかながわ2022ペタンク
交流大会 愛知県代表選手選考会 結果5/8

（日）

場　所　東浦町栄第一グラウンド
　第３位　神谷光男・中野秋光・神谷とく子　組

第23回新人歓迎東浦ペタンク大会4/23
（土）

場　所　総合公園グランド
　〈男子の部〉
　優　勝　廣瀬常雄（友愛）
　準優勝　伊藤博光（友愛）
　第３位　大崎善一（上野間）
　〈女子の部〉
　優　勝　野田朝子（みはまっこ）
　準優勝　石垣真由美（みはまっこ）
　第３位　野田和子（みはまっこ）

春季町民グラウンド・ゴルフ大会結果5/10
（火）

場　所　総合公園体育館
《団体戦》〈男子１部〉
　　　　　優　勝　布土クラブＡ
　　　　　　　　　（岩本康輝・家田龍希・吉満直城）
　　　　　準優勝　日本福祉大学F
　　　　　　　　　（森田貴輝・黒田琉偉・堀木陽登・森　優輝）
　　　　　第３位　日本福祉大学C
　　　　　　　　　（佐野晴喜・太田雄也・田中涼介）
　　　　　第３位　日本福祉大学D
　　　　　　　　　（三浦和磨・田中晴弘・加賀結士）
　　　　〈男子２部〉
　　　　　優　勝　布土クラブ
　　　　　　　　　（岩本年雄・森　保雄・永田世喜男）
　　　　　準優勝　ピンポン館
　　　　　　　　　（浅野尚男・牛田　修・江端　要）
　　　　　第３位　スリーピンキー
　　　　　　　　　（守山秀夫・竹内秋男・平野輝幸・畑中初幸）
　　　　　第３位　河和中学校C
　　　　　　　　　（梁田鼓太郎・山下夕空・笹本晴斗）
　　　　〈女子１部〉
　　　　　優　勝　日本福祉大学
　　　　　　　　　（山田佳奈・森　文乃・宇田春華）
　　　　　準優勝　ピンポン館Ａ
　　　　　　　　　（山内愛子・山下紀恵・茶谷一津代）
　　　　　第３位　ピンポン館B
　　　　　　　　　（飯島玲子・仲野佳恵子・石井祐子）
　　　　　第３位　布土クラブA
　　　　　　　　　（田島美咲・伊藤舞南・須田結季奈）
　　　　〈女子２部〉
　　　　　優　勝　野間中学校A
　　　　　　　　　（新美優月・大橋マヰ・大橋ユヰ）
　　　　　準優勝　ピンポン館Ａ
　　　　　　　　　（中村通世・榊原ユキ子・近藤具子）
　　　　　第３位　スリーピンキー
　　　　　　　　　（森田早苗・天木由美子・尾崎由紀美）
　　　　　第３位　河和中学校Ａ
　　　　　　　　　（森　理央・鳥居万桜・日髙佳音）
《シングルス》〈小学生高学年の部〉
　　　　　優　勝　本間理希大（美浜東スポーツ少年団）
　　　　　準優勝　大濵　颯（美浜東スポーツ少年団）
　　　　　第３位　山下夏歩（美浜東スポーツ少年団）
　　　　　第３位　本田賢伸（美浜東スポーツ少年団）

春季町民卓球大会結果4/17
（日）

場　所　新南愛知カントリークラブ
　美浜コース　優　勝　天木恵次（上野間）
　　　　　　　グロス８８　ＨＤ１５．６　ネット７２．４
　　　　　　　準優勝　千葉睦雄（河和）
　　　　　　　グロス８７　ＨＤ１４．４　ネット７２．６
　　　　　　　第３位　榊原敏之（布土）
　　　　　　　グロス８６　ＨＤ１３．２　ネット７２．８
　　　　　　　ベストグロス
　　　　　　　男子　佐藤正人（知多市）　スコア８３

春季町民ゴルフ大会結果4/19
（火）

場　所　物産フードサイエンス1969知多スタジアム
　北村はる(日本福祉大付属高)
　女子3000ｍ　第１位　
　女子800ｍ　  第１位　予選にて大会新記録！
　女子400ｍ　  第１位　大会新記録！
　
　日本福祉大付属高校
　女子４×400ｍR　第１位　大会新記録！
　女子４×100ｍR　第１位　大会新記録！

第76回愛知県高等学校総合体育大会
陸上競技大会 知多支部予選会 大会結果5/3～5

（火）（木）
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◆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。

暮らし   情報ひろば暮らし   情報ひろば暮らし   情報ひろばの

アイ
コ
ン
説
明

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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◆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。

暮らし   情報ひろば暮らし   情報ひろば暮らし   情報ひろばの

アイ
コ
ン
説
明

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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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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ひと・まち・自然、健康に輝くまちみはま

7月号
令和4年
No.961号

2022

5/25 布土小学校5年生　田植え体験5/25 布土小学校5年生　田植え体験
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我が子の笑顔を皆さんに届けてみませんか？中学校入学前のお子さんを募集しています。（町内在住者に限ります）
住所、氏名、連絡先、お子さんの名前（ふりがな）・生年月日を記入し、写真を郵送またはメール（2MB以内）で送付ください。役場2階秘書課でも受け付けます。

笑顔溢れる

の元気ッズ
MIHAMA
QRコードで
応募できます

伊藤　瑚凪太 
さんい　とう　　　

こ　な　た R3.8.17生

森山　未也美 さん R3.1.10生
もりやま　　　み　や　 び

中野　湊斗 さん
なか　の　　　みな　と

　R2.8.7生

日比　奏翔 さん
ひ　び 　　　かな　と

R2.3.3生

山下　士希 さん

やました 　　　し　 き

　H25.6.1生　　　夏希 さん
なつ　き

H27.6.23生

発行　美浜町役場　☎82－１１１１　ＦＡＸ 82－４１５３
編集　総務部秘書課広報情報係　〒470-2492　愛知県知多郡美浜町大字河和字北田面106
■町政について皆さんのご意見・ご要望をお寄せください。

令和４年7月号 ホームページアドレス
https://www.town.aichi-mihama.lg.jp/広報みはま

Android
(Google Play)

iPhone
(App Store)

MAMORIO（マモリオ）
QRコード

　
広
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を
読
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今
月
号
の
表
紙
は
布
土
小
学
校

５
年
生
の
田
植
え
体
験
の
様
子
で

す
。暑
い
中
、子
供
た
ち
は
元
気
いっ

ぱ
い
に
、田
植
え
を
楽
し
ん
で
い
ま

し
た
。秋
に
は
育
っ
た
稲
の
収
穫
を

行
う
予
定
と
の
こ
と
で
す
。元
気

い
っ
ぱ
い
な
子
供
た
ち
の
よ
う
に

す
く
す
く
と
育
つ
と
い
い
で
す
ね
。

広
報
担
当「
Ｔ
」

編
集
後
記

世
帯
と
人
口

世帯 8,990（＋42）
前月の差「5月末」

人口 21,292（＋18）
男 10,573（＋17）
女 10,719  （＋1）

●郵送での申込み　〒470-2492　秘書課「みはまの元気ッズ」係　
●メールでの申込み　hishokoho@town.aichi-mihama.lg.jp
●携帯からの申込み　上部QRコードから応募できます。

秘書課　広報情報係　☎82-1111 内線212問

ホーム
ページ

メール
サービス
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