
◆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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相談 スポーツ
お知らせ

募
日時　2/5(日)　9:30～
場所　総合公園体育館
競技種目
〈シングルス〉
男子の部・女子の部
Ａグループ　18歳以下の部
　　　　　　（高校生以下）
Ｂグループ　１８～50歳以下の部
Ｃグループ　５１歳以上の部
※グループ分けは男女とも同じ。
　年齢は大会当日の年齢とします。

〈ミックスダブルス〉
一般の部
※参加者全員でくじを引きペアを
決めます。　　　　　

※小中学生の参加も可能。
　その他、申込状況による変更や
競技種目、内容に変更がある
場合がございます。

参加資格　町内に在住・在勤・在学
または町内のクラブで活動してい
る方
参加費　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　１/２4（火）　17:00（厳守）
申込先　スポーツ協会事務局（総合
公園体育館内）

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。
問　総合公園体育館　☎82-5200

日時    2/19(日)　９:15～
場所　総合公園体育館
競技種目　
　男女別ダブルス
　（１部・２部・３部・車いす部門）
　※申込状況による変更有
参加資格　町内に在住・在勤・在学ま
たは町内のクラブで活動している方
参加費　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。
　（中学生以下は500円）
　※大会当日に集めます。
申込期限　２/8（水）　17:00
申込先　スポーツ協会事務局（総合
公園体育館内）

その他
　（１）１人での申込みも受け付けま

すが、ペアは本部にて決定し
ます（ペアでの申込みも可）。

　（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。

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「リズムにあわせて動こう！」
です。親子で体を使って遊びます。
日時　2/14（火）　10:00～11：30
　　　（受付9：50～）
場所　水野屋敷記念館
内容　リトミックとストレッチ
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20組、申込順）
参加費　無料
申込期間　1/16（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　
　　動きやすい服装でお出かけく
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　2/12(日)　9:30～
場所　総合公園体育館
種目　・初心者の部
　　　・女子の部
　　　・混合の部
　※申込状況による変更有
参加資格　スポーツ協会に登録し
ているチームおよび町内に在住・
在勤・在学または町内クラブで活
動している方で構成されたチーム

　（監督１名、選手４～６名とし、監督
は選手を兼ねることができる）
参加費　１チーム１，０００円
申込期限　2/2（木）　17:00
申込先　スポーツ協会事務局（総合
公園体育館内）

その他
（１）運営委員として、各チーム１名

のご協力をお願いします。（申
込書に記入してください）

（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。

問　総合公園体育館　☎82-5200

日にち　10/29(土）
場所　総合公園グランド
優　勝　KONベースボールクラブ
準優勝　美浜レッドスプライト
〈個人の部〉
最優秀選手賞
　渡辺龍乙（KONベースボールクラブ）
優秀選手賞
　寺田なすか（美浜レッドスプライト）
問　総合公園体育館　☎82-5200

日にち　11/13（日）
場所　幸田町大日蔭グラウンド・ゴ
ルフ場
優　勝　山口　隆
 4　位　須田　英夫
            山口　寿枝子
 6　位　大橋　廣子
問　秘書課広報情報係　内線212

　令和5年4月1日より、第２町民グ
ランドの利用ができなくなります。
　企業誘致などの公売に向け、令和
5年度より道路の新設工事を行って
いく予定です。
問　総合公園体育館　☎82-5200

第40回全美浜卓球
大会参加者募集募第2回美浜町民ソフトバレ

ーボール大会参加者募集募

冬季町民バドミントン
大会参加者募集募

第8回「親子ふれあい
ひろば」参加者募集募

親子ふれあいひろば

美浜町少年野球連盟
秋季大会　大会結果

令和4年度愛知県身体障害者
グラウンド・ゴルフ大会　大会結果

第２町民グランドの
廃止について
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　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　1/16（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　当日直接会場へお
越しください。

問　福祉課　内線361・362

　時代の変化に対応できる若年技
能者の育成・訓練を行っています。
対象　学歴不問、30歳以下の方。た
だし、事業所に職業訓練指導員が
在籍し、訓練科に該当する職種に
従事していること。※事業主は会
員になる必要があります。

訓練職種・期間　
３年過程…木造建築科、造園科
２年過程…建築板金科、左官・タイ
　　　　ル施工科

　入校式４月、訓練は毎年5月～3月
の土曜日（月3～4回）9:00～17:00
訓練経費
・ 入校金　20,000円（入校時のみ）
・ 教材費　12,000円（入校時のみ）
・ 事業主負担金　月額7,000円
・ 事業主会費　年額10,000円
申込・問合先　3/31（金）までに事
業所経由で願書を愛知県連技能
専門校へ提出

　碧南市汐田町1-1-2（碧南市もの
づくりセンター内）

問　愛知建連技能専門校　
　　☎0566-41-4523

 愛知障害者職業能力開発校では、
令和５年4月入校の訓練生を１月4日
（水）から募集します。
所在地　愛知県豊川市一宮町上新
切33-14

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ワーク
サポート科（精神障害者・発達障害
者対象）

訓練期間　①～④の科目１年、⑤の
科目９か月

募集期間　1/4（水）～2/14（火）まで
申込先　ハローワーク半田
　（☎21-0023）　
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　
3/6（月）、④の科目　3/5（日）

問　愛知障害者職業能力開発校
　　☎0533-93-2102

里山で遊ぼう！　七草が
ゆとぜんざいで新年を祝う

認知症介護家族交流会

元気はつらつ６５の
ご案内

障害者のための巡回相談
 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　1/10（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　
問　ゆめじろう
　　☎72-6464　FAX72-6454
問　わっぱる
　　☎73-3201　FAX73-1674
　　　 soudan@dune.ocn.ne.jp

不動産無料相談会
日時　1/10（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

愛知建連技能専門校
訓練生募集募

障害者職業訓練生を
募集募

入居可能日　2/１（水）
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　1/4（水）～1/17（火）
　（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。

　自然豊かな野間の里山でハイキ
ング(秋葉山５㎞)をしてみませんか！
また、野間内扇にある「義朝の森」で
七草がゆとぜんざいを食べて新年
を祝いましょう。
日時　1/8（日）　９:30～
場所　野間内扇　義朝の森
参加費　大人300円・小人200円
　　　　（保険代等）
その他　小学生以下保護者同伴。
　　　　事前予約要。
問　榊原（☎０９０-２５７０-１６３６）
　美浜里山クラブホームページ
　(http://mhmsatoyama.web.
　fc2.com/)

　「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　1/10（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）
予約・問合先　福祉課高齢介護係
　内線３６１・362

町営住宅入居者募集募
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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

　同報無線より流れた役場からの
お知らせが聞き取れなかった場合、
専用ダイヤルにより再確認ができま
す。
専用ダイヤル 
　☎83-0135・0136
※各地区からのお知らせは、各区
事務所等へご確認ください。

問　防災課　内線２０８

　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　2/1（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

　予約不要ですので、お気軽にお越
しください。
日時　1/26（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

奥田保育所へ
●移動式動物園開催費用　　
　奥田伍六七会様
ご寄附いただきました行事開催費
用については、有効に活用させてい
ただきます。
ありがとうございました。
問　健康・子育て課子育て支援係
　　内線222

　みなさんのご家庭ではどのように
廃油処理されていますか。
　町では、ボランティア団体の協力
を得て、食用廃油を再利用するため
に、年に２度回収を行って再利用し
ています。
　食用廃油をペットボトル、缶などに
入れて回収場所へお持ちください。
注意　食用廃油に水などの異物が
混入すると再利用できなくなるた
め、保管する容器にふたをし、異
物が入らないようにお願いします。

【回収日時】
　1/25（水）　９:00～11:00
【回収場所】
・ 布土公民館
・ 河和港観光総合センター
・ 旧河和南部公民館
・ 野間公民館
・ 奥田公民館
・ 上野間公民館
問　環境課　内線216

　電力・ガス・食料品等価格高騰緊
急支援給付金（５万円/１世帯）を支
給します。                                              
　対象世帯の方には,確認書を郵送
しました。提出期限は、１月31日（必
着）までです。お早めにご提出くださ
い。
対象世帯　世帯全員の令和４年度
住民税が非課税の世帯
※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

基準日　R4/9/30（住民基本台帳
登録者）

提出期限　返送された方から給付
します。１月31日（必着）です。
その他　令和４年１月～１２月の収入
が減少し、住民税非課税相当と
なった世帯も対象となりますが、
申請が必要です。詳しくは福祉課
へお問合せください。
問　福祉課　内線221・261

食用廃油回収のおし
らせ

ご寄附ありがとうご
ざいます

同報無線を聞き逃し
たら

　名古屋合同庁舎第1号館電気設
備改修工事
工事期間 令和5年5月まで
　名古屋法務局本局が入居する名
古屋合同庁舎第1号間では、上記の
工事を実施しています。
　工事の期間中も現庁舎で業務を
行っていますが、工事期間中、駐車
場の約半分が工事エリアとなるため、
来庁者用駐車場を一部閉鎖します。
　限られた駐車台数のため、混雑が
予想されます。来庁者の皆さまには
ご不便、ご迷惑をおかけしますが、
ご理解のほどよろしくお願い申し上
げます。来庁には公共交通機関をご
利用ください。
問　名古屋法務局
　　☎052-952-8111

名古屋法務局本局の駐
車場を一部閉鎖します

電力・ガス・食料品等価格高騰
緊急支援給付金（５万円/１世帯)

　新型コロナウイルス感染症による
影響が長期化する中で子育て世帯
に給付金を支給しています。
　対象となる方で、まだ申請をされ
ていない方は、下記期間中に申請し
てください。
　対象者や手続き方法等は美浜町
ホームページまたは、健康・子育て
課にお問合せください。
ひとり親世帯の方
https://www.town.aichi-
mihama.lg.jp/docs/
2021042100013/

ひとり親世帯以外の方
https://www.town.aichi-
mihama.lg.jp/docs/
2021070600011/

※すでにどちらかの給付金を支給
済みの方は対象外となります。

支給額
　児童1人当たり一律５万円
申請期間
　2/28まで
問　健康・子育て課　内線262

令和４年度子育て世帯生活
支援特別給付金のご案内

ちた地域若者サポート
ステーション巡回相談

リフォーム無料相談会

【お詫びと訂正】
広報みはま11月号の記事に一部誤りが
ありました。お詫びして訂正いたします。
・26ページ
9/4　秋季町民ソフトテニス大会
　　　（一般の部）大会結果　
 誤）寒川帆乃香（東海樟南高）
 正）寒川帆乃香（東海樟風高）
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