
◆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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募
　野間内扇にある義朝の森で、炭焼
き火入れと秋の里山巡りを体験しま
せんか？今回は、夜の自然と星空観
察、懇親会を行います。希望者は宿
泊可能です。
〈昼のみ〉
日時　１１/12（土）　9：30～
参加費
　大人300円　小学生200円
〈宿泊・懇親会希望者〉
日時　11/12（土）午後～１１/13（日）
参加費
　大人1,000円　小学生600円
　（上記どちらも保険代を含みます）
場所　野間内扇地内「義朝の森」
その他　小学生以下保護者同伴。
　懇親会希望者は事前申込が必要
です。
問合せ　神野（☎080-5169-3964）
　美浜里山クラブＨＰ
　http://mhmsatoyama.web.
　fc2.com/
問　環境課　内線216

　Zoom（ズーム）を使って、離れた
場所の方とパソコンでつながる体
験をします。やり方についての基礎
的な知識と仕組みを理解し、パソコ
ンの新たな利用法を学びます。自宅
でできるようになりませんか。
日時　①12/10(土)、②12/17(土)
13:30～15:00

　（①と②は同じ内容です。）
場所　総合公園体育館　研修室
対象者　町内在住・在勤・在学、小学
生以上の方で、基本的なパソコン
操作ができる方

受講料　200円
定員　6名/1回
申込期間　11/8（火）～　
　　　　　9:00～17:00
申込先　総合公園体育館
日時　①か②のどちらかで申込くだ
さい。
総合公園体育館窓口・電話で受付
（窓口優先）先着順
一世帯2名まで申込み可能。
ノートパソコンをお持ちの方はご持
参ください。（バージョン等によって
は対応できないことがあります。）
問　総合公園体育館　☎82-5200

　今回の「親子ふれあいひろば」の
テーマは「子どもといっしょにおやつ
を作ろう」です。ふれあい遊びも楽し
みます。
日時　12/13（火）　10:00～11：30
　　　（受付9：50～）
場所　保健センター2階
内容　市販のおかしでマシュマロ
クッキーを作ります
講師　子育てネットワーカー
対象者　未就園児と保護者
　（定員12組、申込順）
持ち物　エプロン、三角巾
参加費　200円/一組
申込期間　11/14（月）～
申込先
  　チラシの参加申込票を体育館に
お持ちいただくか、電話、FAX、
メールでお申込みください。
企画・運営　
　　子育て支援　ほっと・ミルク　
※アレルギー等ある方は、ご相談く
ださい。
　詳しくは、生涯学習センター、
河和児童館、子育て支援センター、
公民館に設置のチラシをご覧くだ
さい。こちらからもご覧になれま
す。
問　生涯学習課
　　☎82-5200

日時　12/17（土）　10:00～11:30
場所　生涯学習センター2階　研
修室１～２

内容　「まつぼっくりツリー」か「ス
ノードーム」、どちらかを選んで作
ることができます。
対象　小学生～中学生（小学3年生
まで保護者同伴）
定員　各5名
参加費　無料
申込み開始　11/２６（土）
問合先 　図書館　☎８２-６８００

日時　12/3（土）　
　11:00～11:30 (おはなし会）
   11:30～12:00 (おとまり受付）
　12/4(日）  
　13:00～18:00 （おむかえ受付）
場所　生涯学習センター2階研修室４
内容　お気に入りのぬいぐるみをお
預かりし、図書館でのお泊りの様
子を撮影した写真をプレゼントし
ます。
対象者　小学生まで
定員　10名
持ち物　ぬいぐるみ(1人1つ/大き
さは50㎝以下)
参加費　無料
申込み開始　11/12(土)　※おは
なし会のみ参加の方は申込不要
問　図書館　☎８２-６８００

日時　12/24（土）　
　　　10:00～11:30 
場所　生涯学習センター2階研修室４
内容　干支の「卯」を折ってみませんか。
対象　大人限定
定員　15名
講師　滝本 二三子氏
参加費　無料
申込み開始　12/３(土)
問　図書館　☎８２-６８００

生涯学習講座「パソコンで
つながろう」参加者募集募

第6回「親子ふれあい
ひろば」参加者募集募

クリスマスグッズを
作ろう！募 里山で遊ぼう！！募

ぬいぐるみのおとまり会募

おとなの折り紙募
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「老人クラブ趣味
作品展」作品募集募

内容　美浜町老人クラブ連合会で
は、「老人クラブ趣味作品展」の展
示作品を募集しています。

　 対象は、町内に住所を有する６０
歳以上の方および老人クラブ会
員の方が、日ごろの文化活動で制
作した作品（書道、絵画、手芸、彫
刻等）です。奮ってお申し込みくだ
さい。
開催期間　R5/1/6（金）～13（金）
（休日は除く）
展示場所　役場１階町民ホール
申込方法　美浜町老人クラブ連合
会事務局に備え付けの「出品申込
書」により、お申し込みください。
なお、作品はR5/1/5（木）に搬入
いただきます。
申込期限　12/9（金）
問　美浜町老人クラブ連合会事務 
　　局（美浜町社会福祉協議会内）
　　☎83-2066　

　「元気はつらつ６５」と題しまして、
介護保険制度と介護予防について
の説明会を月に１回開催しています。
年齢問わずどなたでも無料で参加で
き、どんな些細なギモンにも丁寧に
お答えします。ぜひご参加ください。
日時　11/8（火）　13:30～14:30
場所　役場３階　大会議室
定員　20名（予約制・先着順）
ご予約・問合せ 福祉課高齢介護係 
内線361・362

元気はつらつ６５

日時　11/12(土)　11：00～12：00
場所　生涯学習センター1階　展
示ギャラリー

内容　ぶっくふれんずによる読み聞
かせと図書館スタッフによる楽し
い工作
対象者　幼児～小学校低学年とそ
の保護者
定員　　10組
参加費　無料　
問　図書館　☎８２-６８００

とくべつおはなし会

　家族の介護に関わる方々への息
抜きや交流の場として認知症カフェ
を開催します。ご本人や介護家族の
方々はもちろんのこと、地域の皆さ
ん、医療・福祉等専門職の方など、ど
なたでもご利用頂けます。認知症介
護相談コーナーでは、介護経験のあ
るスタッフが相談をお受けします。
お気軽にお越しください。
日時　11/21（月）　10:30～15:00
場所　役場１階町民ホール
参加費　200円(お茶とお菓子付)
申込み　不要
※当日直接会場へお越しください。
問　福祉課高齢介護係
　　内線　361・362

認知症介護家族交流会　出前
カフェケアラーズカフェ　日向家

暮らしの情報ひろば暮らしの情報ひろば

　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　11/8（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

障害者のための
巡回相談

日時　11/24（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

【予約不要】
リフォーム無料相談会

　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　11/2（水）、12/7（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

ちた地域若者サポート
ステーション巡回相談

日時　11/8（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

不動産無料相談会

　愛知障害者職業能力開発校では、
令和5年1月および4月入校の訓練
生を募集します。
募集科目
　①ITスキル科②OAビジネス科
　③CAD設計科
　④総合実務科（知的障害者対象）
　⑤就業支援科
　（精神障害者・発達障害者対象）
入校月・期間
　①～④の科目　4月・1年、⑤の科
目　1月・3か月
募集期間　11/16（水）まで
選考方法　筆記試験および面接試験
選考日
①、②、③、⑤の科目　12/9（金）
④の科目　12/11（日）

所在地　愛知県豊川市一宮町上新
切33-14

問　愛知障害者職業能力開発校
　　☎0533-93-2102

障害者職業訓練生を
募集募

入居可能日　12/１（木）
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　11/1（火）～11/14（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。

町営住宅入居者募集募
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　個人事業税の第２期分の納期限
は、11月30日（水）です。8月中旬に
県からお送りした納付書により、納
期限までに納付してください。（なお、
納付書を紛失された方は、知多県税
事務所へお問い合わせください。）
納付場所及び納付方法
・金融機関、県税事務所の窓口
・コンビニエンスストア、ＭＭＫ設置店
・Pay-easy（ペイジー）に対応した
インターネットバンキング又はＡ
ＴＭ
・インターネット環境でのクレジッ
トカードによる納付
・スマートフォン決 済アプリ
（PayPay、LINEPay及びPayB）に
よる納付

　※コンビニエンスストア、ＭＭＫ
設置店、スマートフォン決済ア
プリによる納付については、納
付書の納付金額が30万円以
下のものに限ります。

その他　領収証書が必要な方は、
金融機関（ゆうちょ銀行を除く。）
の窓口、県税事務所の窓口又は
コンビニエンスストア、ＭＭＫ設置
店で納付してください。

　　また、納付には便利で安全な口
座振替の制度もあります。

　　御希望の方は口座を開設して
いる金融機関の窓口で手続をし
てください。
問　愛知県知多県税事務所　課税
第一課　県民税・事業税グループ
☎８９-８１７４（ダイヤルイン）

　県では11月を「子ども・若者育成
支援県民運動強調月間」と定め、青
少年のための事業などを集中的に
実施しています。
　子ども・若者育成支援についての
理解を深め、彼らが明るい未来を切
り開き、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。
スローガン
　育てよう　自分に勝てる子　負
けない子
問　生涯学習課　☎82-5200

　DV、セクハラ、ストーカー行為と
いった女性に関する人権問題につ
いて、下記のとおり強化週間を設け
て相談に応じます。相談内容の秘密
は固く守られますので、お気軽にご
相談ください。
日時　11/18（金）～24（木）　
　8:30～19:00
※11/19（土）20（日）23（水・祝）は
10:00～17:00

　相談専用電話番号（女性の人権
ホットライン）　☎0570-070-810
問　名古屋法務局人権擁護部
　　☎052-952-8111　内線1831

　成年後見制度とは、認知症の高齢
者、また知的障がいや精神障がいで
判断能力が不十分な方々の権利や
財産を守る制度です。クイズ形式で
わかりやすく知る機会にしたいと思
います。
日時　12/3（土）　13:30～16:30
場所
　A会場 武豊町中央公民館　講堂
　B会場 北山区民館　会議室
　C会場 富貴公民館　会議室
定員
　A 会場 100名
　B 会場 10名
　C 会場 10名
参加費　無料
申込み　必要　
締め切り　12/1（木）
主な内容　
　◎成年後見制度概要説明
　◎クイズ成年後見制度
　◎グループでの話し合い
申込み・問合せ
　知多地域権利擁護支援センター
　☎0562-39-3770
　FAX0562-39-3774

 裁判員候補者名簿は、市町村の選
挙管理委員会が選挙人名簿からく
じで無作為に抽出した名簿をもとに
作成し、登録されます。
 令和5年の裁判員候補者名簿に登
録された方には、本年11月中旬に
名簿に登録されたことの通知（名簿
記載通知）をお送りします。
 （今回から、令和4年9月時点で18
歳、19歳の方も裁判員候補者に含
まれます！）
 この通知は、来年2月ころからの約
1年間に裁判所にお越しいただき、
裁判員に選ばれる可能性があること
を事前にお伝えし、あらかじめ心づ
もりをしていただくためのものです。
　なお、この段階では、まだ具体的
な事件の裁判員候補者に選ばれた
わけではありませんので、すぐに裁
判所にお越しいただく必要はありま
せん。実際に裁判所にお越しいただ
くことになった場合には、別途お知
らせします。　
問　名古屋地方裁判所裁判員係　
　☎052-203-8916

日時　12/7（水）　13:30～16:40
場所　知多総合庁舎3階大会議室
（半田市出口町1丁目36）
対象　企業経営者、人事労務担当者、
労働組合関係者、一般勤労者等

定員　30名（先着順）
参加料　無料
申込方法　参加申込書（チラシ）に
記入の上、FAXまたは郵送により
申し込んでください。参加申込書
は、知多県民事務所または県ホー
ムページから取得できます。
申込期限　11/21（月）
申込・問合先　知多県民事務所産
業労働課

その他　ご来所の際にはできるだ
け公共交通機関をご利用ください。
　☎21-8111　内線356
　URL:https//www.pref.aichi.jp/
　soshiki/rodofukushi/021223.html

全国一斉「女性の人権ホット
ライン」強化週間を実施します

個人事業税第２期分の
納付をお忘れなく

11月は「子ども・若者育成支
援県民運動」強調月間です

裁判所から名簿記載
通知が届いたら

労働講座が開催され
ます

11月11日から17日は
「税を考える週間」です

成年後見制度啓発
フォーラムのご案内

お知らせ相談 スポーツ催し募集募
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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　9/4（日）
場所　総合公園体育館
《ダブルス》
〈男子１部〉
優　勝　岩本康輝・牧野義行　組

（布土クラブ）
準優勝　水野貴博・太田有哉　組

（布土クラブ）
第3位　田島秀一・岩本年雄　組

（布土クラブ）
第3位　内野陽介・磯部紋嘉　組

（布土クラブ）
〈男子２部〉
優　勝　永田世喜男・森　保雄　組

（布土クラブ）
準優勝　竹内秋男・守山秀夫　組

（スリーピンキー）
第3位　 天木公雄・畑中初幸　組

（スリーピンキー）
〈女子１部〉
優　勝　山下紀恵・茶谷一津代　組

（ピンポン館）
準優勝　田島美咲・須田結季菜　組

（布土クラブ）
第3位　榊原ユキ子・石井祐子　組

（ピンポン館）
第3位　飯島玲子・仲野佳恵子　組

（ピンポン館）
〈女子２部〉
優　勝　森田早苗・天木由美子　組

（スリーピンキー）
準優勝　近藤具子・吉岡妙子  組  

（ピンポン館）
第3位　池田昭子・辻　 暦　組

　（ピンポン館）
第3位　都筑初子・大崎春子　組

　（スリーピンキー）
《シングルス》
〈男子1部〉
優　勝　水野貴博（布土クラブ）
準優勝　岩本康輝（布土クラブ）
第3位　田島秀一（布土クラブ）
第3位　牧野義行（布土クラブ）
〈男子2部〉
優　勝　竹内秋男（スリーピンキー）
準優勝　森　保雄（布土クラブ）
第3位　永田世喜男（布土クラブ）
第3位　天木公雄（スリーピンキー）
〈女子1部〉
優　勝　石井祐子（ピンポン館）
準優勝　榊原ユキ子（ピンポン館）
第3位　田島美咲（布土クラブ）
第3位　飯島玲子（ピンポン館）
〈女子2部〉
優　勝　近藤具子（ピンポン館）

日にち　8/2７（土）
場所　ホワイトリング（長野県）
種目　ホープス男子の部　　
第３位　川村侑輝　

第７４回中部日本卓球
選手権大会結果

秋季町民卓球大会
結果

名古屋地区小学生秋
季第1回記録会結果

日にち　9/4（日）
場所　半田運動公園陸上競技場
種目　小学５年女子１００ｍ　
　　　１位　齋藤唯花（美浜ＡＣ）
　　　8位　森田莉央（美浜AC）
　　　小学６年女子１００ｍ　
　　　3位　齋藤明花（美浜ＡＣ）　
　　5位　杉浦ましろ（美浜ＡＣ）

　　　小学4年以下女子50ｍ　
　　　8位　森本さら（美浜ＡＣ）

半田市スポーツ大会
陸上競技大会結果

準優勝　天木由美子（スリーピンキー）
第3位　森田早苗（スリーピンキー）
第3位　吉岡妙子（ピンポン館）
〈中学男子の部〉
優　勝　中村健人（河和中）
準優勝　榊原恭之介（河和中）
第3位　平野雅大（河和中）
第3位　赤嶺朔太郎（河和中）
〈中学女子の部〉
優　勝　野田奈々花（野間中）
準優勝　川口乎由希（野間中）
第3位　田村聖衣愛（野間中）
第3位　水野愛理（河和中）
〈小学生高学年の部〉
優　勝　大濵　颯

　（美浜東スポーツ少年団）
準優勝　本間理希大

　（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）

日にち　9/11（日）
場所　半田運動公園陸上競技場
種目　小学5年女子100ｍ　
　　　2位　齋藤唯花（美浜ＡＣ）
　　　小学6年女子100ｍ　
　　　8位　秋本梨花（美浜ＡＣ）

　カローリングとは、氷上のカーリ
ングをフロアーに置き換えたスポー
ツです。みなさんのご参加をお待ち
しております。
日時　１１/２6（土）
　９:30～12:00(予定)
場所　総合公園体育館
　３人１組のゲームを行います。
※３人１組での申込みを基本としま
すが個人での申込みも可とします。
参加資格　全年代の方(小学３年以
下の子どもが参加する場合は、保
護者同伴で申込む)

参加費　１人　２００円（大会当日集金）
定員　５０名
持ち物　運動のできる服装　室内
用シューズ等

申込期限　１1/18（金）
申込先　総合公園体育館
※申込み用紙は、体育館にあります。
問　総合公園体育館　☎82-5200

第4回みはまカロー
リング大会募

11月16日は愛知県内
一斉ノー残業デー

　「あいちワーク・ライフ・バランス推進
協議会」（事務局：県）では、11月第3水
曜日を「愛知県内一斉ノー残業デー」
として定め、働き方を見直す契機とな
るよう普及啓発に取り組んでいます。
11月16日（水）は、効率的に仕事を進
め定時に退社し、趣味や家族との団ら
ん等の時間をお過ごしください。
問　県労働福祉課　
　　☎052-954-6360

雑草等の刈り取りを！

　快適な生活環境を保つため定期
的に除草、剪定を行い迷惑をかけな
いよう適正に管理しましょう。空き
地に雑草が生い茂り、害虫発生やご
みの不法投棄問題を引き起こす原
因にもなります。刈り取った草など
を屋外で燃やす行為（野焼き）は禁
止されています。また刈り取った草
をそのまま放置すると風に吹かれ飛
散し、近隣の方への迷惑となります。
知多南部リサイクルステーションに
直接搬入するなど適正に処分してく
ださい。
問　環境課環境係　内線216
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