
　新型コロナウイルス感染症対
策について、市の対策や国・県
の動向については、市ホームペ
ージからもご覧いただけます。
　市民の皆さんにおいては、風
邪やインフルエンザ対策と同様
に、咳エチケットや手洗い、室
内の換気などを徹底するととも
に、換気が悪い密閉空間に多く
の人が集まり、近距離で会話を
するような場所を避けるなど、
今後も一人ひとりが感染症対策
に努めていただくようお願いし
ます。
▼電話相談窓口
【津島保健所　一般相談】
　☎26－4137
　午前９時～午後５時（平日）
【津島保健所　帰国者・接触者
相談センター】
　☎24－6999
　午前９時～午後５時（夜間休
　日は24時間オンコール体制）
　市役所健康推進課

▼受講通知　第1回 (6月20日 )、
　第 2 回 (9 月 20 日 )、第 3 回
　(12 月 20 日 ) に申込者全員に
　受講の可否を通知します。
　愛知県母子寡婦福祉連合会
　☎（052）915－8862

　日本有数の金魚の産地である弥
富で金魚に関する知識の習得や親
子で飼育体験をする講座「金魚の
学校」を開催します。
▼と　き　７月４日 ( 土 )
　午後１時 30 分～３時 30 分
▼ところ　総合社会教育センター
▼受講対象者および募集人数　
　県内に在住、在勤者で、小学生
　のお子さんを持つ親子 100 組
　程度（講座の内容は小学４年生
　程度を想定しています。また、
　応募者多数の場合は抽選となり
　ます。）
▼申込条件　
　ご家庭で金魚の飼育が可能な方
▼申込方法　下記の事項を記入の
　うえ、メールでお申し込みくだ
　さい。
　①お子さんと保護者の方のお名
　前（ふりがな）、②住所、③電話番
　号 ( 平日の昼間に連絡がつく番
　号 )。また、他のメールと区別
　するため、表題は「金魚の学校
　応募」でお願いします。
▼申込締切　6月 26日 (金 ) 必着
　（５月下旬ごろ申し込みを開始
　します。詳細は愛知県水産試験
　場のホームページに掲載します。）
　県水産試験場内水面漁業研究所
　弥富指導所
　☎65－2488
　　https://www.pref.aichi.
　　jp/suisanshiken/
　　suishi-yatomi@pref.aichi.
　　lg.jp

　 者などの三親等内の親族（甥、
　 姪など）
※戦没者などの死亡時まで引き続
　き１年以上の生計関係を有して
　いた方に限ります。
▼支給内容　額面 25 万円、５年
　償還の記名国債
▼請求期間　
　令和５年３月 31 日（金）まで
※請求期間を過ぎると時効により
　権利が消滅し、特別弔慰金を受
　けることができなくなりますの
　で、ご注意ください。
▼請求書提出先　市役所福祉課
　市役所福祉課

　ひとり親家庭の母などの自立を
促進することを目的に、就職に結
びつく可能性の高い技能・資格を
習得するための就業支援講習会の
受講者を募集します。（※日程など
は講習科目により異なります。）
▼講習科目・定員
 ・パソコン講習（初級・中級）
　各 20 名
 ・介護職員初任者研修２コース
　各 20 名
 ・調剤薬局事務講習２コース 20名
 ・日商簿記３級講習 20 名
 ・登録販売者講習 40 名
 ・仕事に役立つパソコン講習 20名
 ・福祉用具専門相談員研修 20名
▼と　き　６月 27 日（土）～
　令和 3 年３月 13 日（土）ほか
▼ところ　ヒューマンアカデミー
　（名古屋駅前）ほか
▼募集期間
　第1回（5月 8日（金）～ 29日（金））
　第2回（8月 5日（水）～ 28日（金））
　第3回（11月2日（月）～24日（火））
▼料　金
　無料（教材費は自己負担）
▼申込方法
　市役所児童課にある「受講申込
　書」に必要事項を記入のうえ窓
　口に提出してください。

　愛知黎明高校ではアメリカ（カ
リフォルニア州）にあるマリーナ
高校から留学生８名と引率教員１
名を受け入れるに伴い、ホストフ
ァミリーを募集しています。
　ホストファミリーになる条件
は、無償でお預かりいただけるこ
とと、平日、高校に送迎していた
だけることです。留学生との交流
を希望される方のご応募をお待ち
しています。
▼受入期間　７月６日（月）～
　13 日（月）の７泊８日間
※新型コロナウイルス感染症拡大
　防止のため、中止になる可能性
　があります。
　愛知黎明高校国際探究コース
　☎68－2233
　　info@a-reimei.ed.jp

　5 月 30 日（土）開催予定のフリ
ースペース「なごみの会」は、新型
コロナウイルス感染症の感染予防
と拡大防止の為、中止させて頂き
ます。
▼主　催
　市社会福祉協議会
▼協　力
　精神保健福祉ボランティア
　『きんぎょ草』
　市社会福祉協議会
　☎65－3724

●各問い合わせ先の電話番号については、2ページをご覧ください。
問い合わせ先　　申し込み先　　メール　　ホームページ　　FAX

●費用の記載のないものは無料です。●申し込みの記載がないものは申し込み不要です。

母子家庭等就業支援講習会の
受講者を募集します

親子で楽しむ
「金魚の学校」受講生募集

フリースペース
『なごみの会』

ホストファミリー募集

募集します

５月29日（金)～６月24日（水)の
会期予定です。

６月定例会の開催日程(予定)
市議会からのお知らせ

市役所議会事務局

※日程および放映は、変更になる場合がありますの
　で、ご了承ください。
※委員会の傍聴も可能です。日程など、詳しくはお
　問い合わせください。

～ケーブルテレビ中継～
午前 10 時～会議終了まで

（録画放映は当日午後７時～予定）
～インターネット配信～

開催後、おおよそ３日後より配信予定
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と　き ５月９日（土）
午前 10時～午後４時

イオンタウン弥富において
献血活動を行ないます。
皆さんのご協力を
お願いいたします。

ところ イオンタウン弥富

　きんちゃんＬＩＮＥスタンプ（※）全４０種を販売しています。スタンプはＬＩＮＥスタンプ
ショップ内にて１２０円（５０コイン）で好評販売中です！
　表情豊かなかわいいきんちゃんのスタンプをぜひ使ってください♪
※スマートフォンなどでメッセージをやりとりする無料通信アプリ「LINE」で使用する、気持ちやメッセージをイラス
　トで表したもの。

全４０種！好評販売中！！
ＬＩＮＥスタンプ

市役所商工観光課
https://store.line.me/stickershop/product/1963454/ja
ＬＩＮＥスタンプショップ内にて で検索♪きんちゃんきんちゃん
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