
◆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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　令和5年度の学校体育施設開放
定期利用団体の登録を受付します。
【定期利用団体】
　町内小・中学校の体育施設を年間
を通して、定期的にスポーツやレク
リエーションなどで利用しようとす
る団体の登録の受付を行います。
　代表者が成人で、町内在住・在勤・
在学者で構成された10名以上の団
体であれば、登録の申請を行うこと
ができます。(大学生の団体は、学校
の証明書が必要です。）
団体登録期限　2/24(金）
問　生涯学習課　☎82-5200

日時　3/5（日）　9：00から
　　　予備日3/12（日）
場所　総合公園テニスコート
種目　ミックスダブルス
競技内容　男女のペア単位にて申
込を行い、ダブルス戦を行います。

参加資格　町内に在住・在勤・在学
またはスポーツ協会硬式テニス
部に登録している方。

参加費　スポーツ協会硬式テニス
部に登録している方は1,000円、
未登録の方は1,500円。

申込期限　2/２3（木・祝）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　小雨決行。中止する場合は
当日７:00に決定しますので、各自
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　2/26（日）　
　受付9:00　開始9:30
場所　生涯学習センター2階研修室
参加資格　どなたでも
参加費（昼食代含む）
　文化協会囲碁将棋部門会員
　1,000円
　一般参加者1,500円
　中学生以下500円
　※申込み時に納めてください。　
申込期限　2/17（金）17：00まで
　（申込みは、平日にお願いします）
その他　申込用紙は、文化協会事
務局にあります。町ホームページ
からダウンロードできます。
申込先・問合先　
　文化協会事務局（総合公園体育
館内）　☎82-5200

学校体育施設開放
定期利用団体募集！！募

早春町民硬式テニス
大会募

【主催　美浜町文化協会】 
春季囲碁将棋大会募

町ホームページ▶
はこちらから入居可能日　3/１（水）

募集物件　河和団地・河和第二団地
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　2/1（水）～2/14（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。

町営住宅入居者募集募

自然観察会参加者募集　
～冬鳥と旅鳥　カワウの子育て～

里山で遊ぼう！

スイーツみたいな
メモスタンドづくり

　町内には一年中いる鳥や渡鳥、群
れでいる鳥などいろいろな種類の
鳥がいます。そんな鳥たちの冬の様
子を三河湾国定公園の特別保護地
区である鵜の池周辺で観察してみ
ませんか？
日時　２/26（日）　9:30
集合場所　総合公園体育館正面玄
関前

参加費　５０円(保険料)
持ち物　双眼鏡（町貸与有）、鳥の図
鑑（お持ちの方は持参ください）

その他　小学生以下保護者同伴。
　事前申込不要。指導は知多自然
観察会の方です。

問　環境課　内線216

　自然豊かな野間内扇「義朝の森」で、
シイタケ・ヒラタケなどの菌打ちや旧
正月を祝い稲作体験で収穫した餅米
で餅つきに参加してみませんか？
日時　２/1２（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　弁当持参。
　小学生以下保護者同伴。
　事前申込不要。
問　榊原　靖（☎090-2570-1636）
　美浜里山クラブＨＰ
　（http://mhmsatoyama.web.
　fc2.com/）

日時　2/11（土）　10:00～11:30
場所　生涯学習センター1階　情
報工房

内容　バレンタインにかわいいカッ
プケーキのメモスタンドを作って
みませんか？
対象者　小学生から（小学生低学年
までは保護者同伴）
定員　10名
申込み　不要
参加費　無料
問　図書館　☎８２-６８００
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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　2/20（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

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　2/14（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　2/14（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

　「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　2/7（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

日時　2/18（土）受付:9:00～9:30
        　　　　 説明:9:30～12:30
場所　ハローワーク半田（半田市宮
路町200-4）

　※名鉄住吉町駅から徒歩3分　
　※無料駐車場有り
定員　30名（先着順）
参加機関　※変更の可能性あり
•自衛隊愛知地方協力本部半田地
域事務所

•第四管区海上保安本部衣浦海上
保安署

•愛知県警察半田警察署
•知多中部広域事務組合消防本部
内容　参加機関の担当者による採用
制度説明を実施。個別相談も可能。

申込方法　QRコードを読み取り、
　メールフォームへ必要事項を入力
して送信。事後、詳細連絡有り。
　https://mail-to.link/
　m8/6mkmj0

「公安系公務員合同
制度説明会」開催

　今後の空き家対策に関する本町
の考えを空家等対策計画（案）にとり
まとめましたので、皆さんのご意見
を募集しております。この計画案を
より良いものとするため、幅広くご
意見をお寄せください。
閲覧場所　町ホームページ及び役
場都市整備課

募集期間　１/11（水）～2/10（金）
提出方法　ご意見を提出される際に
　は、住所、氏名を明記していただ
き、直接提出していただくか、郵
送及びＦＡＸ・電子メールのいずれ
かの方法で提出してください。
送付・問合先
　都市整備課　内線246
　ＦＡＸ 82-1208
　　 toshiseibi@town.
　aichi-mihama.lg.jp

空家等対策計画(案)に対す
るパブリック・コメントの募集

 2月5日（日）は、愛知県知事選挙の
投票日です。投票時間は、午前7時
から午後8時までです。
　ただし、離島・山間地等の一部の
投票所では、終了時間を繰り上げる
場合がありますので、御注意くださ
い。また、投票日の当日に仕事や旅
行などの予定のある方は、2月4日
（土）まで期日前投票ができます。投
票時間は、原則として午前8時30分
から午後8時までです。
　土曜日及び日曜日も投票するこ
とができますので、御利用ください。
　詳しくは、県またはお住まいの市
区町村の選挙管理委員会までお問
い合わせください。あなたの大切な
一票です。是非投票にお出かけくだ
さい。
　「届けよう　未来の愛知へ　この
一票」
問　県選挙管理委員会 
　　☎052-954-6069
       ＦＡＸ 052-954-6908
　　https://www.pref.aichi.jp/
　senkyo/

愛知県知事選挙の
投票に行きましょう

　経済的な理由により就学困難な
児童・生徒の保護者を対象に学用品
費・給食費等を補助する就学援助制
度を実施しています。
【対象者】
　町民税の非課税または減免世帯
　国民年金の掛金免除世帯
　児童扶養手当受給世帯
　生活状態が著しく悪く、学用品費
　等に不自由している世帯
【申込先】
　現在通学している学校または学
校教育課

問　学校教育課　内線325

就学援助制度の
お知らせ

メールフォーム▶

HP
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日にち　11/13（日）
場所　日本福祉大学第２グラウンド
結果　優　勝　デランティーロA
　　　準優勝　デランティーロB

 県では、福祉の仕事を希望される
方や関心のある方を対象に、福祉・
介護の就職総合フェアを開催します。
当日は、採用を予定している社会福
祉法人及び介護保険事業者等の人
事担当者と直接面談することができ
ます。入退場は自由で、入場者全員
に景品をプレゼントします。
日時　2/19（日）　13:00～16:00
場所　愛知県産業労働センター
　（ウインクあいち）
入場料　無料
事前申込　不要
問　愛知県福祉人材センター 
　　☎052-212-5519
　　ＦＡＸ 052-212-5520
　　https://www.pref.aichi.jp/
　　soshiki/korei/fukushikaigo-
　　syusyokufea.html

　交通事故、詐欺などの犯罪の被
害に遭い、警察や検察庁に訴えたが、
「検察官がその事件を裁判にかけて
くれない。」といった不満をお持ちの
方は、検察審査会にご相談ください。
申し立てに費用はかかりません。ま
た、秘密は固く守られます。検察審
査会では、選挙権を有する一般国民
の中からくじで選ばれた11人の検
察審査員が、検察官が起訴しなかっ
たことのよしあしを審査します。
問　半田検察審査会事務局
　　☎21-0372
　　〒475-0902
　　半田市宮路町200番地の２
　　名古屋地方裁判所半田支部内

野間小学校へ
　デジタルドリル教材「navima」　
　野間学区区民運動会　一同様
問　学校教育課　内線325

河和中学校へ
　スタッキングチェア　24脚
　布土学区厄歳 鳳凰会 一同様　
　河和学区厄歳 酉戌会 一同様
　河和南部学区厄歳 南和会 一同様
問　学校教育課　内線325

福祉事業へ　443,415円
　社会福祉法人東海テレビ福祉文
化事業団様

　いただいた寄附金は有効に活用
させていただきます。ありがとうご
ざいました。
問　福祉課　内線221

「福祉・介護の就職総
合フェア」の開催

御存知ですか？
検察審査会

ご寄附ありがとうご
ざいます

日にち　11/26（土）
場所　総合公園グランド
結果 
優　勝　須田敏弘　山崎久瓊子
準優勝　大井德男　榊原加代子
第３位　池谷　宏　近藤多吉　
　　　　澤田光子

　令和５年１月１日付で、杉本康寿氏
が副町長に就任されました。
問　秘書課　内線２０6

美浜町副町長の就任
について

日にち　11/20（日）
場所　総合公園体育館
〈男子ダブルス１部〉
優　勝　石谷凌一（日福Ⅰ）・正垣　源　組

（日福大パラチーム）
準優勝　小塚雅弘・藤倉究光　組

（ブラックシャトル）
第３位　石田　翔・藤田剛正　組

（ブラックシャトル）
〈男子ダブルス２部A〉
優　勝　高岡正周・伊藤克将　組

（ブラックシャトル）
準優勝　土井基裕・関　涼平　組

（ブラックシャトル）
〈男子ダブルス２部B〉

秋季町民バドミント
ン大会結果

冬季町民サッカー
大会結果

美浜町民冬季ペタン
ク大会結果

日にち　11/27（日）
場所　総合公園体育館
【男子の部】
優　勝　フクちゃんず
準優勝　マジスティック
第３位　滝造A
第３位　古者クラブ2班
【女子の部】
優　勝　みるきー
準優勝　古者クラブ３班
第３位　ジョニーD
第３位　滝造B

秋季町民６人制
バレーボール大会結果

優　勝　宮嶋大輔・名倉康矢　組
（ブラックシャトル）

準優勝　細野藍希・浅井夏輝　組
（東海ミントン）

第3位　亀原　響（日福Ⅰ）・小倉優翔　組
（日福大パラチーム）

〈男子ダブルス3部〉
優　勝　堀脇　裕・石黒和希　組

（ブラックシャトル）
準優勝　板谷光一・高木純一朗　組

（ウィンドバリー）
第 3 位　小林亮太・小森太雅　組

（東海ミントン）
〈女子ダブルス１部〉
優　勝　竹内友香・中井美穂　組

（ブラックシャトル）
準優勝　小川香苗・髙橋仁美　組

（ブラックシャトル）
第３位　藤倉香菜子・中原　惟　組

（ブラックシャトル）
〈女子ダブルス２部〉
優　勝　 笹本知春・山本裕子　組

（ウィンドバリー）
準優勝　小山真利子・合田環己　組

（日福大パラチーム）
第３位　高木道子・土平富弓　組

（M・TClub）
＜車いすダブルス＞
優　勝　小倉理恵・森　紀之　組

（日福大パラチーム）
準優勝　島田　務・兒玉　友　組

（日福大パラチーム）
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