
スポーツ大会に参加しませんか
※都合により変更され
　ることがあります。上
　記の消防署または救
　急医療情報センター
　へご確認の上、受診
　してください。
※午後 5時以降は消防
　署へお尋ねください。
※あま市・大治町は市
　外局番が 052です。

くすり・医療用品などに関する緊
急の相談・質問などは右記へお問
い合わせください。

1 / 1 ～ 2 / 10
ホームページ　http://www.yatomi-library.com
携帯用HP　http://ilisod001.apsel.jp/city-yatomi-lib/wopc/pc/mSrv

新しく入った本

当番医療機関については、下記の消防署または救急医療情報センターへご確認の上、受診してください。
●海部南部消防署 　☎52－0119　　　　●海部南部消防署北分署 　☎65－0119　　
●救急医療情報センター 　☎26－1133

　市では、結婚に伴う新生活のスタートを後押しするため、新居となる住宅の購入費や
賃料、引越しにかかった費用について補助金を交付しています。

■開館時間　火・水・木・金曜日　9：00～ 19：00　　土・日曜日、祝日　9：00～ 17：00
■休 館 日　月曜日
■年末年始の休館日　平成 30年 12月 29日 ( 土 ) ～平成 31年１月３日 (木 ) まで
※詳しくは、図書館ホームページをご覧ください。

平成31年 1月 平日夜間・休日診療問い合わせ先

診療日 受付時間 診療先
平日夜間

海部地区急病診療所
（津島市莪原町字郷西 37）

☎25－5210
http://amaq.sakura.ne.jp

※病状などのお問い合わせは、受付時間内に直接お電話してください。

土曜日

日・祝

日・祝

日・祝

津島海部薬剤師会　くすり安心電話
☎090－2136－3858

開設時間 21：00～翌朝 9：00
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9：00～ 17：00

9：00～ 11：30
14：00～ 16：30

9：00～ 11：30
13：00～ 16：30
18：00～ 20：30

18：00～ 20：30
20：30～ 23：00

  1日（火・祝）小林クリニック
  2日（水）　　後藤整形外科
  3日（木）　　はせ川外科
  6日（日）　　こじま整形外科
13日（日）　　駅前ふじたクリニック
14日（月・祝）奥村整形外科
20日（日）　　つつみ整形外科クリニック
27日（日）　　脳神経外科のぞみクリニック

☎４４４－４５００（あま市）
☎２５－５５１１（津島市）
☎２４－３３７０（津島市）
☎２５－９９１１（愛西市）
☎４６２－０２２２（あま市）
☎４４５－５６６７（大治町）
☎９７－０２２３（蟹江町）
☎４４３－５５３３（あま市）

市立図書館☎65－1117

菩薩天翅
戸南　浩平 / 著

ひとつむぎの手
知念　実希人 / 著

猫のエルは
町田　康 / 著

図 書 名 筆 者 名
●猫のエルは
●菩薩天翅
●ひとつむぎの手
●対岸の家事
●人さらい
●緑の花と赤い芝生
●その先の道に消える
●猫のお告げは樹の下で
●ハロー・ワールド
●アリバイ崩し承ります

町田　康
戸南　浩平
知念　実希人
朱野　帰子
翔田　寛
伊藤　朱里
中村　文則
青山　美智子
藤井　太洋
大山　誠一郎

■おはなしの会

▼１月　5日（土）　15：00～ 15：30
　１月 19日（土）　15：00～ 15：30
　２月　2日（土）　15：00～ 15：30

▼対　象　小学校低学年までの児童、幼児

▼内　容　絵本や紙芝居の読み聞かせ

▼場　所　図書館　おはなしのへや

■ひよこのおはなしかい

▼１月 16日（水）　10：00～ 10：30

▼対　象　０歳～２歳くらいの乳児

▼内　容　絵本やわらべうたによる
　　　　　親子のふれあいの時

▼場　所　図書館　おはなしのへや

■よつば読書会　
あなたも参加してみませんか？

▼1 月 12日（土） 10：00～正午　　

▼場　所　図書館棟　第１会議室

▼テキスト「孤舟」(渡辺　淳一 /著 )
☆一冊の本をみんなで読み、意見を述べ合いながら、
読書の領域を広げていきましょう !!!

SPORTSSPORTSSPORTSこれから行われるスポーツ大会のご案内や市内で行われたスポーツ大会の結果、全国大会へ
出場した皆さんなどを紹介します。 市役所生涯学習課（総合社会教育センター）

☎65－0002

※対象となる経費や申請に必要な書類などの詳細は、市役所秘書企画課までお問い合わせください。
市役所秘書企画課（内線２２５） 十四山支所 2 階

◆第27回全国小学生バドミントン選手権大会
　平成30年12月24日（月・振）～28日（金）
　エスフォルタアリーナ八王子（八王子市総合体育館）
　北野 透亘（白鳥小５年）

◆第54回全国卓球選手権大会　年代別の部　個人戦
　3月29日（金）、31日（日）
　きびじアリーナ　
　七條 行雄（鯏浦町）
　浜島 紀恵（前ケ須町）

全国大会出場おめでとう！
（敬称略）

弥富市結婚新生活支援補助金 申請受付中！！

下記のすべてを満たす新婚世帯
　① 平成３０年１月１日～平成３１年２月２８日の間に婚姻届を提出し受理された夫婦であり、夫婦ともに婚姻日に
　　 おける年齢が３４歳以下であること。
　　 ただし、同一人同士が再婚した場合を除く。
　② 婚姻を機に市内にある住居を新たに購入・賃借し、その住居の住所に転入（転居）届を提出し受理されてい
　　 ること。（申請時点で夫婦とも市内に住んでいること）
　③ 夫婦の年間所得合計（平成 29年分）が３４０万円未満であること。（※１、※２、※3）
　　 ※1　 婚姻を機に夫婦の双方または一方が離職し、申請時において無職の場合は、離職した方については所得なしとして、夫婦の所得を算出。
　　   ※2　 貸与型奨学金の返済を現に行っている場合、所得証明をもとに算出した世帯の所得から貸与型奨学金の年間返済額を控除した金額。
　　　※3　 「夫婦の所得 340万円」を年収に換算すると、約 530万円程度。

　④ 他の公的制度による家賃補助を受けていないこと。
　⑤ 過去にこの制度による補助を受けたことがないこと。
　⑥ 市税を滞納していないこと。

対象となる世帯

１世帯当たり 申請期限

上限３０万円 平成31年２月２８日まで
（ただし、予算額に達した時点で受付終了です。）

申込用紙(総
合社会教育セ
ンター備え付
け)に記入のう
え、参加費を
添えてお申し
込みください。

■受付時間　 【火～土曜日】午前９時～午後９時　【日曜日・祝日】午前９時～午後５時

大会名 申込方法申込期間

1 月5日（土）～
27日（日）

1月5日（土）～
20日（日）

参加費
※一人あたり参加資格ところとき

大人 200 円
小人 100 円

小人 100円

在住・在勤・
在学

在住・在学

十四山スポーツセンター
第１アリーナ

総合体育館
アリーナ

2月17日(日)

2月24日(日)

第 13回
市ビーチボール大会

市役所生涯学習課（総合社会教育センター）・

第 13回
市空手道大会

1 月26日（土）～
2月24日（日）

大人 200円
小人 100円

在住・在勤・
在学

総合福祉センター
多目的グランド

3月16日(土)
【予備日】3月23日(土)

第 13回
市グラウンドゴルフ大会
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