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特集! こんなとき 頼りになる消防団
令和元年度弥富市消防団小型ポンプ操法大会
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※新型コロナウイルス感染症の影響により、市税
　の納付が困難な方は、猶予制度をご利用できる
　場合がありますので、市役所収納課までご相談
　ください。

オンライン
申請は
こちらから

ま ち の 情 報 オ ア シ ス

広 報 や と み
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問い合わせ先（市外局番 0567）
市役所  ☎65－1111　　67－4011
（弥富市前ケ須町南本田 335番地）

1階　市民課、保険年金課、福祉課
　　　介護高齢課、児童課、会計課
2階　税務課、収納課、環境課、商工観光課
　　　農政課、土木課、都市整備課、下水道課
3階　健康推進課
　　　（保健センター・子育て世代包括支援センター）
4階　総務課、財政課、人事秘書課、防災課
　　　企画政策課、市民協働課、学校教育課
5階　監査委員事務局、議場および議会事務局
6階　議会傍聴席、展望休憩スペース

十四山支所　☎52－2111　　52－3276
（弥富市神戸三丁目 25番地）

1階　十四山支所　支所グループ

総合社会教育センター　☎65－0002　　65－1777
（弥富市前ケ須町野方 802番地 20）

1階　生涯学習課

各種施設
鍋田支所
総合福祉センター
図書館
歴史民俗資料館
同報無線確認電話
　※臨時放送の確認ができます。

☎68－8001
☎65－8103
☎65－1117（月曜休館）
☎65－4355（月・火曜休館）
☎65－8517

22,364人（－10）

18,265 （+35）

44,480人　　（－11）

22,116人（－1）

（令和2年5月1日現在）
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　今月の表紙は、令和元年弥富市消防団小型ポ
ンプ操法大会の様子です。
　小型ポンプ操法大会とは小型ポンプの操作を
行い消火までの迅速さ、正確さを競う競技です。
　消防団員の皆さんは、大規模火災が発生した
場合は、近隣の消防団員と連携し、より効率的
な消火が行えるよう訓練しています。

市県民税　 　　１期
下水道等使用料　 　　 4・5月分

今月の納税など 《納期限：６月３０日（火）》

 特別定額給付金についてのご案内 特別定額給付金についてのご案内TOPICS

● 基準日（令和２年４月 27 日（月））において
　 住民基本台帳に記録されている者
● 受給権者は、給付対象者の属する世帯の世帯主

(1) オンライン申請
　 ５月 11 日より随時受付中です。
　  給付開始時期：５月 26 日（火）以降順次
　  ※マイナポータルから手続きをお願いします。
　  ※オンライン申請に必要なものや申請については、
　　  右記二次元コード・総務省の特別定額給付金
　　  ポータルサイトをご覧ください。
(2) 郵送申請
　  申請書発送時期　５月 22 日（金）以降順次
　  給付開始時期　　５月 28 日（木）以降順次

　８月 26 日（水）必着

給付対象者１人につき 10 万円

　「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」が令和２年４月 20 日閣議決定され、特別定
額給付金事業が実施されることになりました。この事業は、感染症拡大防止に留意しつ
つ、簡素な仕組みで迅速かつ的確に家計への支援を行うことを目的としています。

特別定額給付金とは

給付対象および受給権者 給付額

申請方法

申請期限

　・　総務省コールセンター　☎0120－260020
　　　市役所特別定額給付金室 ( 内線 711 ～ 713)

市区町村や総務省などが以下を行うことは、絶対にありません。
●現金自動預払機（ATM）の操作をお願いすること
●受給にあたり、手数料の振込みを求めること
●メールを送り、URL をクリックして申請手続きを求めること

給付金の詐欺にご注意ください！
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 高齢者の皆さんへ～新型コロナ  ウイルス感染症に感染しないために～ 高齢者の皆さんへ～新型コロナ  ウイルス感染症に感染しないために～TOPICS

　市役所保険年金課（内線 124）
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　市の消防団長以下副団長、各分団長
を紹介します。
　消防団は、市内 16 の分団に分かれ、
北部地区７分団、南部地区５分団、東
部地区４分団で組織され、地域住民の
安全のために活動しています。

　市民の皆さまには、日頃より消防団の活動につきまして、ご理解ご協力を賜り厚くお礼申し上げます。
　近年、南海トラフ巨大地震などの大規模災害が懸念されており、消防団員には消火活動のみならず、
水防活動、防災活動と幅広い活動が求められています。このようなさまざまな災害から被害を最小限に
おさえるため、団員一人ひとりが大切な人や大切な地域を守りたいという強い郷土愛を持ち、仲間と活
動できる喜びと、地域の役に立てる喜びを力にして一生懸命訓練に励んでおります。また、夜間におけ
る市内警戒を強化して、市民の皆さまの安心安全を守ってまいります。

消防団長　鈴木 良明

こんなとき頼りになる

弥富市消防団名称および区域

北
部
地
区

名　称地区別 区　　域
第 1 分団 楽平、又八、佐古木

前ケ平、東中地、西中地、
鎌倉

海老江、上之割、中之割、
下之割、東弥生台団地、
中六北
車新田、前新田、小島、
弥生台団地、中六南
平島
前ケ須、中山、川原欠、
大藤
森津、芝井、鎌島
松名、寛延、間崎、稲元、
稲吉、加稲、富島、栄南
狐地、稲狐、三稲
稲荷、操出、西末広、
東末広、大谷、駒野、
上野、楠
三好、稲荷崎、境、中原、
鍋田、富浜、曙
神戸、桴場、鳥ケ地、
子宝、西蜆
東蜆、四郎兵衛、亀ケ地、
下押萩、上押萩、竹田
五斗山、坂中地、鮫ケ地、
馬ケ地
堤蛇ケ江、大山、鍋平、
三百島

荷之上、五之三、五明

第 2 分団

第 3 分団

第 4 分団

第 5 分団

第 6 分団

第 7 分団

第 8 分団

第 9 分団

第 10 分団

第 11 分団

第 12 分団

第 13 分団

第 14 分団

第 15 分団

第 16 分団

南
部
地
区

東
部
地
区

第 1 分団長
鎌田 建作

副団長（東部）
佐藤 直哉

副団長（南部）
黒宮 剛

副団長（北部）
宇佐美 友昭

団　長
鈴木 良明

第 6 分団長
猪切 剛士

第 5 分団長
安立 達也

第 4 分団長
三品 知也

第 3 分団長
森田 恭平

第 2 分団長
山岸 剛

第 11 分団長
青木 慶一

第 10 分団長
伊藤 康博

第 9 分団長
佐藤 栄志

第 8 分団長
石原 真一

第 7 分団長
神田 英二

第 16 分団長
浅田 拓真

第 15 分団長
加藤 剛士

第 14 分団長
高木 雅宜貝沼 卓耶

第 13 分団長

第 12 分団長
伊藤 晃

特 集

団長ごあいさつ

消防団消防団
（敬称略）

【欠格事項】
 ・禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでまたはその執行を受けることがなくなるまでの者
 ・日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法またはその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、または
　これに加入した者
【その他】
 ・試験会場などについては、申込み受付後、正式に個別通知します。
 ・受験資格など不明な点は、事前に市役所人事秘書課にお問い合わせください。
 ・試験申込書などは市役所１階総合案内横の広告付庁舎案内板下方ケースに備え付けのほか、市役所４階人事秘書課および十四山支所で開庁日に配
　布します。
　また、市ホームページから印刷（サイズ指定有り）して使用もできます。

職種
必要書類

【提出書類】

【募集職種、受験資格など】

　〒498－8501　愛知県弥富市前ケ須町南本田 335 番地　市役所人事秘書課　人事グループ（内線 472・473）

弥富市職員を募集します弥富市職員を募集します
職種 採用

予定人員 受験資格 試験日 応募受付期間

技術職（建築）
〔*社会人経験者〕

技術職（建築）

技術職（土木）
〔*社会人経験者〕

技術職（土木）

事務職
（一般事務）
〔障がい者〕

事務職
（一般事務）

保育士
〔*社会人経験者〕

保育士

２人程度

２人程度

６人程度

７月27日（月）～
８月14日（金）
（土・日曜日、
祝日を除く）

９月20日（日）

６月１日（月）～
18日（木）
（土・日曜日を
除く）

７月12日（日）10人程度

平成８年４月２日以降に生まれた人で、４年制大学を卒業した人または令和３年
３月までに卒業見込みの人／平成10年４月２日以降に生まれた人で、短期大学、
専修学校などを卒業した人または令和３年３月までに卒業見込みの人
※保育士資格を有している人または令和３年３月までに取得見込みの人

昭和 61年４月２日以降に生まれた人で、４年制大学または短期大学、専修学校
などを卒業した人
※保育士資格を有し、保育士業務または幼稚園教諭業務での実務経験が通算２年
　以上ある人

平成８年４月２日以降に生まれた人で、４年制大学を卒業した人または令和３年３
月までに卒業見込みの人／平成10年４月２日以降に生まれた人で、短期大学（*専
修学校の専門課程を含む）を卒業した人または令和３年３月までに卒業見込みの人

昭和 61年４月２日以降に生まれた人で、高等学校を卒業した人または令和３年
３月までに卒業見込みの人（高等学校以上の学歴でも受験可）
※身体障がい者手帳、療育手帳（愛護手帳など）、精神障がい者保健福祉手帳の交
　付を受けている人

平成３年４月２日以降に生まれた人で、４年制大学を卒業した人または令和３年
３月までに卒業見込みの人

昭和 61年４月２日以降に生まれた人で、高等学校卒業程度以上の学歴を有し、
次のいずれの要件も満たす人
１ 次のいずれかの資格を有すること
(1) 土木施工管理技士（１級または２級）
(2) 技術士（建設部門または上下水道部門）
２ 土木工事の計画、設計、施工管理などの実務経験が通算３年以上ある人

平成３年４月２日以降に生まれた人で、４年制大学を卒業した人または令和３年
３月までに卒業見込みの人

昭和 61年４月２日以降に生まれた人で、高等学校卒業程度以上の学歴を有し、
建築工事の設計または施工管理などの実務経験が通算３年以上ある人

○ ○ ○技術職（建築）

○ ○ ○技術職（土木）

○ ○ ○事務職（一般事務）

その他「卒業（見込）証明書」「成績証明書」「採用候補者試験申込書」
（指定様式）（写真貼付）

○ ○ ○保育士 ・保育士の資格を証する書類または保育士資格取得
　見込証明書

○ － ○保育士
〔社会人経験者〕

○ ○ ○事務職（一般事務）
〔障がい者〕

・障がい者手帳の氏名・障がい名（身体障がいのみ）・
　等級が掲載されている頁の写し

○ － ○技術職（土木）
〔社会人経験者〕

○ － ○技術職（建築）
〔社会人経験者〕

＊「専修学校の専門課程」とは、文部科学大臣により専門士の称号が付与される課程を指します。
＊〔社会人経験者〕枠の実務経験について
 ・雇用形態（正社員、アルバイト、パートタイマー）は問いませんが、企業などで週 30 時間以上の勤務のものに限ります。
 ・複数の民間企業などでの経験年数を通算することができます。
 ・同一期間内に複数の職務に従事した場合は、いずれか一方のみを対象とします。

・保育士の資格を証する書類
・勤務証明書（指定様式）（※最終合格通知後に提出）

・上記「受験資格」の資格を証する書類
・勤務証明書（指定様式）（※最終合格通知後に提出）

・勤務証明書（指定様式）（※最終合格通知後に提出）

TOPICS
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うち、世帯の被保険者全員の年金収入が
80 万円以下（その他の所得なし）の世帯

 令和２・３年度の保険料率

保険料率が上昇する主な理由保険料率が上昇する主な理由

　後期高齢者医療制度では、財政運営期間を２年間としており、この期間の医療給付費などの財源に充てるた
め、保険料率の改定を行いました。

 所得の低い世帯の方の保険料の軽減（令和２年度改正）
　世帯主とその世帯にいる被保険者の所得金額の合計に応じて、被保険者均等割額を下記のとおり軽減します。
　赤字の部分が令和２年度の改正点です。

 職場の健康保険などの被扶養者だった方について
　後期高齢者医療制度に加入する前日に職場の健康保険などの被扶養者だった方は、後期高齢者医療制度に加入
してから２年を経過する月まで、均等割額が５割軽減されます。
　また、所得割額は、すべての元被扶養者の方について当面の間かかりません。

 保険料の納期限内の納付にご協力ください
　後期高齢者医療制度では、被保険者全員が保険料を納めます。皆さんの納める保険料が大切な財源となってい
ます。
　皆さんが病院などにかかったときの医療費は、窓口で支払う自己負担額と、保険から給付される医療給付費で
構成されています。この医療給付費のうち、約１割が保険料でまかなわれています。

　高齢化が進み、高齢者の医療費は増え続けていま
す。後期高齢者医療制度は、高齢者が安心して医療
を受け続けられるよう、社会全体で支える仕組みに
なっています。

　保険料を普通徴収で納めている方は、納期限内の
納付にご協力ください。
　口座振替をご利用いただくと、納め忘れもなく安
心です。

　65 歳以上の方の公的年金所得は、通常の所得から 15 万円を控除した額で判定します。
　収入の状況や世帯の構成によって、基準が異なります。

※１　所得金額の合計が 33 万円以下の方を対象とした軽減特例は、後期高齢者医療制度の創設（平成 20 年度）
　　　から当面の暫定措置として実施されてきましたが、世代間の公平を図る観点なども踏まえ、令和元年度か
　　　ら令和３年度にかけて段階的に制度本来の仕組み（７割軽減）に戻すこととされています。
※２　令和２年度から国の基準に合わせて、５割軽減、２割軽減の対象を拡大しました。

 保険料賦課限度額の改定
　令和２年度から国の基準に合わせて保険料賦課限度額の改定を行いました。
　これにより所得割率が抑制され、中間所得者の負担軽減が図られています。

 保険料の計算方法
　保険料は被保険者全員が等しく負担する「被保険者均等割額」と被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」を
合計して、個人単位で計算されます。

　総所得金額等とは、収入金額から必要経費を差し引いた額であり、収入が公的年金のみの方は、（公的年金収入
額－公的年金等控除額）が総所得金額になります。
　遺族年金や障害年金等の非課税年金は公的年金収入額に含まれません。

１　被保険者 1 人当たりの医療給付費が伸びたこと
２　高齢者人口が増加したことにより、後期高齢者負担率（※）が 11.18％から 11.41％になったこと
　（※）医療給付費に占める保険料負担の割合を、国が全国一律に決定するもの。

後期高齢者医療制度の財源

公費
約５割
国：４
都道府県：１
市区町村：１

皆さんの
保険料
約１割

後期高齢者
支援金
約４割
75 歳未満の
人の負担

対象者の所得要件
（世帯主及び世帯の被保険者全員の軽減判定所得の合計額）

均等割の軽減割合

令和２年度 令和３年度

7.75 割※1
（37,793 円の軽減）

７割※1
（34,136 円の軽減）

５割
（24,383 円の軽減）

２割
（9,753 円の軽減）

７割
（34,136 円の軽減）

33 万円以下の世帯

33 万円＋28.5 万円※2× 被保険者数以下の世帯

33 万円 ×52 万円※2× 被保険者数以下の世帯

市役所保険年金課（内線 126）
愛知県後期高齢者医療広域連合 
☎（052）955－1223

令和２・３年度の保険料率平成30・令和元年度の保険料率
被保険者
均等割額 48,765円
所得割率 9.64%

被保険者
均等割額 45,379円
所得割率 8.76%

TOPICS 後期高齢者医療制度
保険料率改定のお知らせ
後期高齢者医療制度

保険料率改定のお知らせ

所得割額
所得に応じて負担

（総所得金額等－基礎控除額33万円）
×所得割率

均等割額

年間保険料（限度額64万円）※100円未満切捨て

被保険者全員が均等に負担

48,765円 +

=

令和２年度から令和元年度まで

64万円62万円
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　昭和 37 年４月２日～昭和 54 年４月１日生まれの男性は、特定健康診査、前立腺が
ん検診、肝炎ウイルス検診、胃がんリスク検診と同時に抗体検査を無料で受けること
ができます。抗体検査を受けるにはクーポン券（再交付可）が必要になります。抗体検
査をご希望の方は、お申し出ください。

風しん抗体検査について

＜注意事項＞
◆○のついた検診項目を、同時に受けることができます。
◆検診は午前中に実施します。
◆１時間ごとに予約枠がありますが、ご希望の時間帯に予約をお取りできないこともあります。
◆申し込みは定員になり次第終了しますが、キャンセル待ちを受け付ける場合もあります。

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、６月～８月の集団検診は中止
になりました。９月以降につきましても、感染拡大状況によっては、中止
になる場合があります。

　・　市役所健康推進課（内線 312～317）

検診場所：保健センター  （市役所 3 階）
令和２年度集団検診日程表

市では検診をより精度の高い有効なものにするために、検診結果 ( 精密検査含む ) の把握を行っていることをご了承ください。
※1　眼底検査は、特定健診・後期高齢者健診対象の方で、医師の判断により必要な方のみ実施できます。
※2　胃がん検診は、80 歳以上の方は危険防止のため受けられません。個別検診で受けるようお願いします。
※3　今年度、総合がん検診もしくは個別がん検診にて内容の重複する検診を受けた方は、受けられません。
　　  胃がん・肺がん検診は妊娠中の方は受けられません。
※4　昨年度もしくは今年度に市の子宮がん検診を受けた方、妊娠中・生理中の方は受けられません。
※5　昨年度もしくは今年度に市のマンモグラフィ検診を受けた方、妊娠中・授乳中・卒乳後 1 年以内の方は受けられません。
※6　今年度、子宮頸がん、乳がんの「がん検診無料クーポン」が届いている方は、無料で受けられます。検診当
　　  日、クーポン券をお持ちください。
※7　胃がんリスク検診は、上部消化器症状があるまたは治療中・腎不全・プロトンポンプ阻害剤服用中・胃切
　　  除後・ピロリ菌除去後などの方は正しい検査結果が得られない場合があります。

※8　無料大腸がん検診も含みます。

TOPICS 保健センターおよび検診バスにて集団検診を実施します。
一度に複数の検診を受けることができます。

令和2年度集団検診（バス検診）のご案内令和2年度集団検診（バス検診）のご案内

検診項目

30代健診 500円

1,000円

無　料
※左記対象者のみ受診可

職場などで健診を受ける
機会がない30～39歳の方問診、身体計測、理学的検査、

血圧測定、尿検査、血液検査、
心電図
眼底検査(特定・後期高齢者
健診のみ) ※1

特定健康診査
無　料

40歳以上の
弥富市国民健康保険加入者

後期高齢者健診

胃がん バリウムによるX線検査 ※2 1,200円

肺がん 胸部X線検査 600円40歳以上の方 ※3

大腸がん 便潜血2日間法 400円

前立腺がん 血液検査（PSA検査） 50歳以上の男性 600円

子宮がん 子宮頸部細胞診 20歳以上の女性 ※4 ※6 800円

乳がん マンモグラフィ 30歳以上の女性 ※5 ※6 1,400円

500円 300円

600円

300円

200円

300円

400円

700円

骨粗しょう症

大腸がん検診

肝炎ウイルス検診

超音波伝導法による
骨密度測定

便潜血2日間法

血液検査（B型・C型肝炎）

40歳以上の女性

20～65歳（生涯１回）※7

昭和55年4月1日～
56年3月31日生

ピロリ菌抗体検査・
ペプシノゲン検査胃がんリスク検診

後期高齢者医療保険加入者

健
康
診
査

が
ん
検
診

そ
の
他
検
診

無
料
検
診

検診内容 対象者
69歳以下 70歳以上

料金
※検診日にご持参下さい

検診内容など

各検診日の 10 日前まで（土・日曜日、祝日を除く）
※ただし定員に達した場合は、申込期間内でも申し込みを締め切ります。

◆電話予約

※日程、検診場所は右表をご覧ください。

7 月 26 日（日）午前 8 時 30 分より電話予約を開始
土・日曜日の電話受付は 7 月 26 日（日）のみです。
感染症予防により、受付のための窓口来庁はできる限りご遠慮ください。

◆ウェブ予約 7 月 2 日（木）午前 9 時 ～
31 日（金）午後 5 時
（パソコン・スマホより 24 時間受付）

申込方法

申込期間

弥富市
集団検診
ウェブ予約

NEW!!

「がん検診等受診券」を
検診当日に必ず、
お持ちください。

【お願い】

日程

項目 胃
がん

肺
がん

子宮
がん

乳
がん

骨粗
鬆症

無料
肝炎

胃がん
リスク

大腸
がん
※8

前立腺
がん

30代･特定
後期高齢者
健診

〇 〇9/2(水) 〇 〇 〇〇

〇 〇9/9(水) 〇〇 〇 〇〇

〇 〇〇10/3(土) 〇 〇〇

〇 〇10/18(日) 〇〇 〇 〇〇

〇 〇〇10/30(金) 〇 〇〇

〇 〇11/9(月) 〇〇 〇 〇〇

〇 〇〇11/12(木) 〇 〇〇

〇 〇11/21(土) 〇 〇 〇〇

〇 〇12/19(土) 〇 〇 〇〇

〇 〇1/14(木) 〇 〇 〇〇

〇 〇1/19(火） 〇 〇〇 〇 〇

〇 〇12/5(土) 〇 〇〇 〇 〇

〇 〇12/10(木） 〇 〇〇 〇 〇

※がん検診等受診券に記載の予約開始日が下記に変更になりました。
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「新しい生活様式」の実践例
　新型コロナウイルスを想定した「新しい生活様式」が公表されました。
　お一人おひとりが、日常生活の中で、「新しい生活様式」を心がけていただくことで、新型コロナウイルス感染症を
はじめとする各種の感染症の拡大を防ぐことができ、ご自身のみならず、大切な家族や友人、隣人の命を守ること
につながります。

　下記の４０作品が LINE スタンプとして販売中です！スタンプはＬＩＮＥスタンプショップ内で
１２０円（５０コイン）にて販売しております。
　今後とも、きんちゃんの応援をよろしくお願いします！

市役所商工観光課（内線 244）

全４０種！好評販売中！！

きんちゃん
ＬＩＮＥスタンプ

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

①一人ひとりの基本的感染対策

感染防止の３つの基本：①身体的距離の確保、②マスクの着用、③手洗い
□人との間隔は、できるだけ２ｍ( 最低 1ｍ) 空ける。
□遊びにいくなら屋内より屋外を選ぶ。
□会話をする際は、可能な限り真正面を避ける。
□外出時、屋内にいるときや会話をするときは、症状がなくてもマスクを着用
□家に帰ったらまず手や顔を洗う。できるだけすぐに着替える、シャワーを浴びる。
□手洗いは３０秒程度かけて水と石けんで丁寧に洗う ( 手指消毒薬の使用も可 )
※高齢者や持病のあるような重症化リスクの高い人と会う際には、体調管理をより慎重にする。

移動に関する感染対策
□感染が流行している地域からの移動、感染が流行している地域への移動は控える。
□帰省や旅行はひかえめに。出張はやむを得ない場合に。
□発症したときのため、誰とどこで会ったかをメモにする。
□地域の感染状況に注意する。

④働き方の新しいスタイル　

□テレワークやローテーション勤務　　□時差通勤でゆったりと　　□オフィスはひろびろと
□会議はオンライン　　□名刺交換はオンライン　　□対面での打ち合わせは換気とマスク

③日常生活の各場面別の生活様式 

買い物
□通販も利用
□1 人または少人数ですいた時間に
□電子決済の利用
□計画をたてて素早く済ます
□サンプルなど展示品への接触は控えめに
□レジに並ぶときは、前後にスペース

娯楽、スポーツなど
□公園はすいた時間、場所を選ぶ
□筋トレやヨガは自宅で動画を活用
□ジョギングは少人数で
□すれ違うときは距離をとるマナー
□予約制を利用してゆったりと
□狭い部屋での長居は無用
□歌や応援は、十分な距離かオンライン

公共交通機関の利用
□会話は控えめに
□混んでいる時間帯は避けて
□徒歩や自転車利用も併用する

食事
□持ち帰りや出前、デリバリーも
□屋外空間で気持ちよく
□大皿は避けて、料理は個々に
□対面ではなく横並びで座ろう
□料理に集中、おしゃべりは控えめに
□お酌、グラスやお猪口の回し飲みは避けて

冠婚葬祭などの親族行事
□多人数での会食は避けて
□発熱や風邪の症状がある場合は参加しない

②日常生活を営む上での基本的生活様式

□まめに手洗い・手指消毒　　□咳エチケットの徹底　　□こまめに換気
□身体的距離の確保　　□「３密」の回避 ( 密集、密接、密閉 )
□毎朝で体温計測、健康チェック。発熱または、風邪の症状がある場合は、ムリせず自宅で療養
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　認知症になっても本人の意思が尊重され、住み慣れた地域で生活を続けていくために、地域の
支援機関との連携支援や認知症の人やその家族を対象としたサポートを行います。

伊藤　篤 大野　弘貴

認知症地域支援推進員です

　「認知症カフェとは」認知症の方やその家族、地域住民、介護や福祉などの専門家などが
気軽に集まれる場所です。
　各カフェでは、認知症地域支援推進員が活動しております、お茶を飲みながら気軽に情
報交換や相談もできます。気軽に足を運んでみましょう！

　認知症の方を介護している家族と市内の専門家が集まり、
1 か月にあった出来事や悩みなどを話し、ストレスを発散
（はっさん）できる場です。

認知症カフェを開催しています。認知症カフェを開催しています。

はっさんかいを開催しています。はっさんかいを開催しています。

開催場所
いっぷくカフェ

と　き 毎月第３土曜日（8 月は休み、3 月は第２土曜日の 13 日）
午前 10 時～ 11 時 30 分
※新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、
　やむを得ず中止になる場合があります。

ところ 総合福祉センター　第２会議室

対象者 認知症の方（かもしれない方も含む）を介護している市内在住の方
※初めて参加される方は、市地域包括支援センターまたは、担当のケアマネージャー
　へご連絡ください。

家族教室

総合福祉センター内
喫茶「パロット」

特別養護老人ホーム
おふくろの家　喫茶「いもーれ」

午前９時～ 11 時 午後１時～２時 30 分

※新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、やむを得ず中止になる場合があります。

300 円（飲み物代） 100 円（要予約）

特別養護老人ホーム
「輪中の郷」
☎ 65 ー 5531

特別養護老人ホーム
「長寿の里・十四山」
☎52 ー 3294

特別養護老人ホーム
「おふくろの家」
☎67 ー 7201

● 認知症の方やその家族の相談支援
● 認知症家族交流会（はっさん会）や認知症カフェ（いっぷくカフェ・家族教
　 室）などへ参加し専門的立場からの助言
● 認知症サポーター養成講座の開催など認知症の理解促進に関する啓発活動
● 認知症の方やその家族が状況に応じて必要な医療や介護などのサービスを
　 受けられるよう、関係機関へのつなぎや連絡調整支援など

実際にどんな活動をしているの？

認知症地域支援推進員ってどこにいるの？

特別養護老人ホーム輪中の郷 特別養護老人ホーム長寿の里・十四山

特別養護老人ホームおふくろの家 愛の家グループホーム弥富

　市内４か所の介護福祉施設に在籍しています。

笹岡　真由美 鈴木　大地

宮脇　ユカリ

川口　元洋

認知症の方が安心して暮らしていけるまちづくりに協力していきます。

市役所介護高齢課（内線 174、175）

市地域包括支援センター☎65－5521
市役所介護高齢課（内線 174、175）

こんにちは！

名　　称

と こ ろ

時　　間
料　　金

問い合わせ
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休休館日・運休行事予定カレンダー月6

※手話通訳者の設置　毎週水曜日（市役所）9：00～12：00
問「心配ごと相談所」、「法律相談」、「成年後見・相続（生前）相談」「相続・登記・成年後見相談」および「結婚相談」は市社会福祉協議会　☎65－8105
※新型コロナウイルス感染症拡大防止により、やむを得ず中止になる場合があります。

こちらのカレンダーは、広報から抜き取って見やすい所に貼ってください。

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。

上記カレンダーに記載の当番医療機関については、都合により変更されることがありますので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。
※午後 5 時以降は消防署へお尋ねください。　※あま市の市外局番は 052 です。
●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

令和2年6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

土曜日

日・祝

日・祝

平
日
夜
間
お
よ
び
休
日

（
土
・
日
・
祝
日
）

内
科
・
小
児
科

歯
科

薬
な
ど

9：00～ 11：30
14：00～ 16：30

9：00～ 11：30
13：00～ 16：30

休　　診

休　　診

5 6

7 8 9 10 11

1 2 3 4

12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30

休きんちゃんバス

休図書館

休図書館

休図書館

休図書館

休図書館

休きんちゃんバス

休きんちゃんバス

休きんちゃんバス

心配ごと相談所
行政相談所
(十四山総合福祉センター)
13：00～16：00

弁護士による成年後見・
相続（生前）相談（予約制）
（総合福祉センター）
13：00～16：00

心配ごと相談所
弁護士による法律相談
（予約制）
結婚相談（予約制）
(総合福祉センター)
13：00～16：00

生活自立支援相談
（市役所）
9：00～12：00

生活自立支援相談
（市役所）
9：00～12：00

心配ごと相談所
弁護士による法律相談
（予約制）
行政相談所
(総合福祉センター)
13：00～16：00

≪納期限≫
市県民税　　　 　　　1期
下水道等使用料　 4・5月分

奥村クリニック
（津島市）
☎22－2600

服部整形外科皮フ科
（弥富市）
☎65－1200

こじま整形外科
（愛西市）
☎25－9911

もりや整形外科
（あま市）
☎445－3711

　新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、
平日夜間と土曜日の内科および小児科については、

当面の間、休診とさせていただきます。
※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。
※診療再開については、決まり次第、市ホームページにてお知らせします。

津島海部薬剤師会　くすり安心電話
☎090－2136－3858

開設時間 21：00～ 24：00

弥富中学校

　校訓と3 つの言葉を常に心がけ、前向きに努力して、充実した学校生活を送ることができるよう　教育活
動に取り組んでいます。

　3 月 3 日、１９３名の卒業生が弥富中学校を巣立ちました。新型コロナウイルス感染症の影響で実
施が危ぶまれましたが、無事に行うことができました。

　4 月 7 日、穏やかな春の陽気のもと令和２年度弥富中学校入学式が行われました。新型コロナウイル
ス感染症拡大防止のため例年と比べ大幅に縮小されましたが、新入生１９１名を迎えることができました。

教育の広場

第６２回卒業式

入学式

海部地区急病診療所（☎25－5210）
（津島市萩原町字郷西 37）
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　市では、平和宣言都市の具現化として、平成２３年度から市内３中学校の２年生が広島に出かけ、平和の大切さにつ
いて学んできました。これは、本市の平和教育の中心に据えられている事業です。これから毎号、広島研修後に生徒が
書いた作文を掲載していきます。将来、市を担う生徒たちが、被爆地広島で何を見て、そして何を感じたのか、その貴
重な学びは、本人たちの未来、そして市の未来につながっていきます。

・江田島青少年交流の家　
　　↓　※観光バス
各校の案による研修
（平和記念公園での講話など）
　　↓　 ※観光バス
ＪＲ広島駅　
　　↓
ＪＲ名古屋駅　　　　

▼行　程
1日目 2日目

令和２年度広島研修

弥富中学校　鈴木 悠仁

【原爆ドームの姿】
　原爆ドームはとても悲惨な姿だった。骨組みは
鉄で、そのまわりをレンガを積み重ねて造った、か
なり頑丈な建物だった。しかし、鉄は飛び出し、
天井は崩れ、今にも倒れるのではないかと思うほ
どボロボロだった。話によると中にいた人たちは
全員即死だったらしい。こんなにも丈夫に造られ
ていた原爆ドームでさえ崩れさり、中にいた人たち
も即死という被害を聞いて改めて原爆は怖いなと
思った。
　僕は被爆門柱という原爆ドームの門だったもの
に座った。座れる世界遺産とだけ聞けばワクワク
するが、原爆を学んできたからこそ、このときはワクワクなどなく、ただただ胸が苦しくなるよう
だった。そして、原爆の被害を目で見て、触れてみて、よく考えて、感じたことの全てを大切に
したいと思った。

過去の姿 未来の姿

▼日　程 ＪＲ名古屋駅　
　　↓
ＪＲ広島駅　　　
　　↓　 ※観光バス
・平和記念公園
・昼食　（戦時中の食事体験）
・平和記念公園での見学・研修　※徒歩
  原爆ドーム、平和記念資料館、
  平和の灯、折り鶴の献呈式　など
　　↓　 ※観光バス (フェリー )
・江田島青少年交流の家　
  入所式、オリエンテーション、
  夕べのつどいなど
・夕食
  被爆ピアノの演奏会と講話  

弥富中学校　平賀 巴菜
【胸に抱えた弁当】
　原爆の被爆地から約６００ｍほど離れた位置で、県立第二中学
校の生徒たちは８月６日、建物疎開の作業をしていました。入学
してわずか４か月で工場などに働きに出ていたそうです。生徒た
ちは正面から原爆の閃光を浴び、ほとんどが即死でした。その
被爆者の一人、折免滋（おりめんしげる）くんは、胸に弁当を抱
えた状態で見つかったそうです。その弁当には、滋くんが初め
て畑から収穫した作物で作ったおかずが入れられていました。

【アオギリの木】
　被爆地から約１．３ｋｍほど離れた場所に「アオギリ」という木
が立っていました。当時２２歳だった沼田鈴子さんは、原爆によ
って膝から下を負傷しました。片足を切断することになってしま
った沼田さんはショックのあまり自殺まで考えたそうです。そん
な中、アオギリの木に出会い、焦げてしまってもなお立ち続けて
いる勇ましい姿に沼田さんは感動し、自殺を思いとどめることが
できました。その経験をもとに、沼田さんは２０１１年に亡くなる
まで、「アオギリの語り部」として平和の活動に力を注ぎました。

【平和の大切さ】
　２日間を通して、広島で平和の大切さを改めて感じることができました。「滋君弁当」は少量の
おかずと豆の入った米で再現されていました。当時は十分豪華だったその弁当も、今幸せに暮
らせている私たちにとっては物足りなさを感じました。でも、それは今が幸せだから感じること
です。当時の方々があの時代を乗り越えてくれたからこそ、今の私たちがあるということを忘れ
ないでいたいです。また、二度と戦争というものが起こらないように、後の世代に語り継いで、
平和な世の中になっていくことを願っています。

平和を語り継ぐ

修研島広
【放射線被害の姿】
　原爆で受けた火傷の痕は痛々しく、目も当てられないほど残酷な姿だった。皮膚がただれる
ほどの火傷を全身に負った人がどんな行動をするか考えた。「水を求める」そこまでは想像でき
た。それから先のできごとは全く想像できない、したくないことだった。それは被爆者が川に飛
び込んだことだ。その川は、その後死体で埋もれたらしい。
　放射線被害はこれだけではなかった。放射線を受けた人は助かったと思ったところに、体に
紫の斑点が表れ、高熱、がんなど様々な症状で苦しんだ。そんな生きることが辛くなるような
被害が僕は本当に怖かった。この話を聞いたからこそ、川辺で合唱をしたときは、今までで一
番気持ちのこもったよい歌になったと思う。

【未来の姿】
　僕は広島研修に行って、その残酷な過去の姿を見てきた。当
時の大人たちが忘れようとしていた過去を当時の中学生が残そ
うとしたからこそ今の広島があると知ったとき、戦争を知りたく
はなかったけど、知らなければいけないと思った。そして、僕た
ちは当時の中学生が残したものを知り、反戦への意識が高まっ
た。そのことを伝え、広げるのが僕たちの役目だ。だからこそ、
平和な未来の姿を築くのは僕たちの役目だと思った。

十四山中学校
11月12日（木）～13日（金）
弥富北中学校
11月11日（水）～12日（木）
弥富中学校
11月10日（火）～11日（水）
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③　防潮堤とは、台風などによる大波や高潮、津波の被害を防ぐ堤防のことです。 答 え

問題 洪水を防ぐ施設として間違っているものはどれでしょうか？

防災クイズに挑戦してみませんか？ちょっと一息

“防災”

答えは P20 の下をご覧ください。

❶ ❷ ❸
防潮堤堤防 水門

まちの
話題
まちの
話題

市ホームページ内フォトギャラリーや
公式ツイッターでもまちの
話題を紹介しています！ 

▲紫陽花

巴塚の松植樹式

新庁舎前植樹の様子

人権広報大使に任命された市キャラクター「きんちゃん」

ご当地キャラクター人権広報大使に
「きんちゃん」が任命されました！
　5 月 11 日、市役所にて、ご当地キャラクター人権広報大使委嘱式が行
われました。
　これは、名古屋法務局が地域で知名度のある市キャラクターを「人権広
報大使」として委嘱し、さまざまな人権啓発活動に積極的に参加すること
で地域での人権啓発活動をより効果的にすることを目的としたものです。
　今年度は、市キャラクター「きんちゃん」が名古屋法務局より任命されま
した。
　市民の皆さんへ人権に対する啓発活動を行い「思いやり」の気持ちを大切
にし、幸せに暮らしていけるように努めていきます。

　５月 12 日、市役所前にて、「巴塚の松」の植樹式を行いまし
た。「巴塚の松」とは、樹齢 750 年になる由緒ある黒松で、天
然記念物に指定されているその子孫の松を、富山県南砺市よ
り両市の交流の証として、譲り受けたものです。
　両市の益々の市勢繁栄を願い民生委員・児童委員の皆さん
の手で植樹いたしました。

　平成 28 年 5 月より行ってまいりました新庁舎建設事業も無事に終了し、5 月 7 日新庁舎開庁に伴い、新庁舎
での業務を開始しました。
　開庁式は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策のため、小規模とし、弥富市長を始め市議会議員、
新庁舎建設関係者らで行いました。市長からは「新庁舎の建設に携わっていただいた皆さんにとても感謝してい
ます。立派な庁舎に負けないよう未来の弥富をつくりあげていきたい」と、あいさつがありました。

　市民の皆さんの交流
の場として誰もが気軽
に集うことができるよ
う設置しました！

　6 階にある展
望休憩スペー
ス は、外 の 景
色を見ながら
休憩していた
だけるスペー
スです。6 階か

らの景色は、名港トリトンや長島スパー
ランド（三重県桑名市）まで見渡すことが
できます。

　弥富市議会議場は庁舎の５階
にあります。
　議場にはモニターを設置し、
傍聴者に本会議の模様をわかり
やすく見ていただけるようにな
っています。６階の傍聴席には
50 席の座席に加え、車椅子の
方のためのスペース（２席）もご
用意しています。

※現在、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、傍聴の自粛をお
　願いしています。会議によっては傍聴いただけない場合があります
　ので、ご理解とご協力をお願いします。

新庁舎開庁しました！

庁舎内を紹介します！

展望休憩スペース

議　　場

市民協働スペース・
市民プラザ
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ちち月生まれの子どもた月生まれの子どもた
子どもは宝 やとみのたから
6 子育てに困っていること、悩んでいることありませんか？子育ての喜びや悩みを分かち合い、一緒に子育てしましょう！

★各支援センター共通　　開館時間　8：30 ～ 17：15　　休館日　土・日曜日、祝日

　子どもは遊びながらたくさんのことを学び、
成長していきます。
　保育所では、子どもたちが廃材や身の回りの
材料を使いハサミで切ったり、のりで貼ったり
しながらさまざまな制作を楽しんでいます。
　幼児組になると、ゴムの力で動く車やペーパ
ー芯のタワーなど、自分で作ったもので遊び、
壊れたら何度も修理して繰り返し遊んでいま
す。
　時には保育士が子どもたちの発達や興味に合
わせ、アイディアを凝らして作った手作りおも
ちゃも遊びに取り入れています。ミルク缶の太
鼓や布を使ったボタン通しなど、手作りの物に
は既製品とは一味違ったぬくもりが感じられま
す。
　幼少期のこのような経験を通して、子どもた
ちに身近なものを使って工夫して作る面白さ
や、物を大切にするという気持ちが育って欲し
いと願っています。

  松岡 希実ちゃん
 まつ  おか のぞ　み

3歳
（松名）

我が家で初めての女の子です

  塚本 さくらちゃん
 つか  もと

1歳
（佐古木）

ニコニコ笑顔☆大好き

  
 やま  もと あおい

山本 葵ちゃん 3歳
（平島町）

いつもニコニコ　妹大好き

  横井 希空ちゃん
よこ　い の　 あ

2歳
（子宝）

２歳おめでとう! 大好きだよ!

野村 奏斗くん・風斗くん
  の  むら かな　と ふう　と

1歳
（平島町）
かなふう参上!!

  児玉 遼花ちゃん
  こ　だま はる　か

1歳
（神戸）

ニコニコ笑顔は我が家の癒し☆

  飯田 夏生くん
 いい　だ なつ　き

2歳
（前ケ須町）
食べるの大好き!

  清水 陽向くん
   し　みず  ひな　た

3歳
（鯏浦町）

お出かけ大好き♪

※詳しくは市ホームページまたは
　人事秘書課までお問い合わせください。子どもの写真を

載せませんか？
子どもの写真を
載せませんか？

▼応募期間　6月8日(月)～15日(月)【必着】
▼対 象 者　8月生まれで1歳～3歳までの子

ホームページでも
お写真を紹介しています！問市役所人事秘書課（内線475）

それ いけ～!

穴に
通るかな～トントントン

わ～い！

手作りおもちゃの魅力

保育
のひろば

弥 生 保 育 所

ポンポン

ヨーイ ドン!! そーっとね

ながく
なってきた

ひので子育て支援センター
　☎66－0008
弥生子育て支援センター
　☎65－8211
東部子育て支援センター
　☎52－4612

電話相談 9：00 ～ 16：30
面接相談 13：00 ～ 16：30
訪問相談 13：00 ～ 15：30（要予約）
臨床心理士の個別相談（要予約）

なかよしひろばを行っています。
※「わくわくだより」・ホームページを
　通して情報と日程をお知らせします。

相談日　月～金曜日 行　事

※詳しくは、各子育て支援センターにお問い合わせください。

事務所で平日 9：30 ～ 17：45 まで登録受付をしています。登録時に利用方法などの説明をします。

※詳しくはファミリー・サポート・センター　☎52－0922 へお問い合わせください。

“みんなで子育て”
応援します！子育て支援センター

利用会員
入会出張所

6 月 26 日（金）14：00 ～ 14：30 受付　
ところ／市役所 1 階キッズコーナー前　持ち物／印鑑・母子手帳

☎52－0922　基本事業、病児・病後児保育の利用は、事前に会員登録が必要です。

保育所の送迎、保護者外出時の預かりなど　曜日や時間、援助内容に合う協力会員が援助を行います。

専用保育施設　キッズケアルーム「えがお」でお預かりします。(看護師常駐 )

月～土　9：30～ 17：45

月～金　8：30～ 17：00

基本事業

病児・病後児
保育事業

受 付  月～土曜日 / 9：30 ～ 17：45　（土曜日は電話受付のみ） 休業日  日曜日・祝日

ファミリー・サポート・センター 利用会員 と 協力会員 が  

 助け合う組織 です

協力会員募集中！

児童館だより 6月1日～7月10日
★各児童館共通　開館時間　9:30 ～ 18:00  　休 館  日　日曜日・祝日　

　下記スケジュールは、新型コロナウイルス感染症対策により変更となる
場合があります。

※お話しタイムはさくら・大藤（月曜日）、白鳥・栄南・弥生・東部（木曜日）10：30 ～・16：00 ～に行います。
※定員がある行事で、市外の方が参加を希望される場合は、各児童館にお問い合わせください。
※★マークのある行事は申し込みが必要です。

さくら児童館
☎65－6191

白鳥児童館
☎66－1036

栄南児童館
☎68－6266

弥生児童館
☎65－8107

大藤児童館
☎68－4101

東部児童館
☎52－4611

6月18日（木）
16：00～

6月24日（水）
16：00～

6月10日（水）
16：00～

6月20日（土）
14：00～
16：00

6月27日（土）
14：00～
16：00

6月 13日（土）
14：00～
16：00

6月20日（土）
14：00～
16：00

6月20日（土）
14：00～
16：00

6月17日（水）
16：00～

6月29日（月）～

7月4日（土）
14：00～
定員20名

7月4日（土）
10：30～
定員30名

7月4日（土）
10：30～
定員20名

7月4日（土）
10：30～
定員30名

7月4日（土）
10：30～
定員20名

7月4日（土）
14：00～
定員20名

伝承遊びを楽しもう
( 小学生対象）

卓球をしよう
（小学生対象）

将棋をしよう
（小学生対象）

★七夕会

七夕飾りづくり
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った」、「人間関係が苦手と思い、
思い切って参加した。自分を出
し、自分を知る機会になった。も
っと、学びたいと思った」など感
想をいただいています。
▼と　き
　8 月 22 日（土）、23 日（日）、
　いずれも午前９時 10 分～午後
　4 時 50 分
▼ところ　総合福祉センター
▼料　金　
　9,000 円（テキスト代含む）
※７月 15 日（水）までに申し込ま
　れた方は 1,000 円引き
▼備　考　
　問い合わせいただきました方に
　詳しいチラシをお届けします。
　本事業は、「弥富市地域づくり補
　助金」を得て実施しています。
　新型コロナウイルス対応で延期
　になる場合は、申込者にはその
　旨ご案内いたします。
▼主　催　
　弥富市レクリエ―ション協会
▼後　援
　弥富市、市教育委員会、市社会
　福祉協議会
　弥富市レクリエ―ション協会
　鯖戸善弘
　☎52－2062
　携帯☎（090）3950－8983

　令和 2 年度海部地区環境事務組
合職員採用試験(令和 3 年度採用)
を次のとおり実施します。
▼募集職種
　技術職（機械、電気、化学）
▼試験日　6 月 28 日（日 )
▼試験要領・申込書の配付
　6 月 1 日（月）から海部地区環境 

ＧＷＴ（グループワーク・
トレーニング）初級
アドバイザー養成講座

▼受験資格
　次の①および②に該当する方
①保健・医療・福祉に関する法定
　資格に基づく業務、または特定
　の相談援助業務に通算５年以上
　の実務経験がある方
②①の業務に従事している勤務地
　が愛知県にある方、もしくは現
　在①の業務に従事しておらず、
　かつ、住所地が愛知県にある方
▼願書の配布
　5月26日（火）～7月1日（水）に、
　市役所、愛知県高齢福祉課、県
　福祉相談センター地域福祉課、
　県民事務所広報コーナー、愛知
　県社会福祉協議会で配布します。
▼受付期間
　６月２日（火）～７月１日（水）
▼試験日　10 月 11 日（日）
　愛知県社会福祉協議会福祉人材
　センター介護支援専門員実務研 
　修受講試験係
・6月 2日（火）～10月 30日（金）
　☎（052）212－5530
・上記期間以外
　☎（052）212－5516

　グループに与えられた課題を解
決する中で、協力や葛藤を経て自
分や他人の言動・感情などに気づ
き、コミュニケーション力、リー
ダーシップ力、チームワーク力な
どを養う研修で、そのアドバイザ
ーとしての資質を身につけます。
　講座参加者からは「ＧＷＴは、
自分を見つめることができ、職場
に活かすことができる」、「人それ
ぞれの内面を感じる勉強ができ
た」、「習得したことがいっぱいあ
りました。原点がはっきりして、
人が好きになり、自分も好きにな

　国内には、約７万 9,000 人（令
和元年７月１日現在、法務省統
計）の不法残留者がいると言われ、
その大半は不法に就労している
上、凶悪犯罪や薬物犯罪などの悪
質で組織的な犯罪に関与している
者もおり、我が国の治安対策上重
要な課題の 1 つになっています。
　警察では、これら不法滞在者の
取締りを推進し、「安心」して暮ら
せる「安全」な地域づくりを目指し
ていますので、情報提供など、市
民の皆さんのご理解とご協力をお
願いします。
　愛知県蟹江警察署　
　☎95－0110

▼対象災害情報
・避難情報（「避難準備・高齢者等
　避難開始」、「避難勧告」、「避難指
　示」）
・避難所開設（自主避難所開設は
　除く）情報など
▼対象者
　弥富市安全・防災メール配信が
　利用できない方で、市の災害情
　報を、自宅の固定電話の音声ま
　たはＦＡＸで受け取りを希望さ
　れる方
▼登録方法
　「電話等による災害情報受信登
　録票」を市役所防災課窓口また
　は市ホームページで入手し、記
　入のうえ、市役所防災課に提出
　してください。
　・　市役所防災課（内線 483）

※初回は予約が必要です。
　十四山スポーツセンター
　☎52－2110

　

　市ではひとり暮らし高齢者の見
守りを目的とした、高齢者福祉票
を整備しています。
　毎年６月に担当の民生委員が昨
年度までに福祉票を作成した方を
訪問するとともに、新たに 70 歳
以上のひとり暮らしになられた方
および 80 歳以上の高齢者のみ世
帯を訪問し、本人の意向を確認し
てから聞き取りをし、福祉票を作
成しておりましたが、新型コロナ
ウイルス感染症拡大防止の観点か
ら、今年度は延期します。
　訪問は延期しますが、昨年度福
祉票を作成した方へ民生委員より
安否確認の連絡があった場合、ご
協力をお願いします。
　また、今年度の訪問日程につき
ましては、決まり次第広報やとみ
にて掲載させていただきます。
　市役所介護高齢課
　（内線 174・175）

　最近、市内においてごみのポイ
捨てや散乱ごみが多く見受けられ
ます。ポイ捨てや散乱ごみが放置
されると、まちの美観を損ねるば
かりでなく、大規模な不法投棄の
誘発にも繋がりかねません。
　日頃から身の回り、家の周りな
どの清掃に努めましょう。
　よりよいまちづくりにご協力を
お願いいたします。
　市役所環境課（内線 232）

　児童手当を受けている方は、６
月初旬に「現況届」を郵送しますの
で６月末日までに提出してくださ
い。この届の提出がないと、６月
分以降の手当が受けられなくなり
ますので、ご注意ください。
　市役所児童課（内線 154）

　毎年６月に市県民税の税額を確
定し、納税義務者の方へ納税通知
書を６月中旬に送付します。
　納税通知書に添付の課税明細の
内容をご確認ください。
◎減免の申請は納付前に手続きを
　災害、死亡、退職などによる著
しい所得の減少などで、税の納付
が困難なときは、減免を受けられ
る場合がありますので、納期限ま
でに申請してください（申請期日
を過ぎた場合またはすでに納付し
た税額については減免対象とはな
りません）。
　市役所税務課（内線 216）

　令和 2 年度のキャッチフレーズ
は、『そっか。いい人生は、いい時

間の使い方なんだ。』と『ワクワク・
ライフ・バランス』です。
　男女共同参画社会は、男性も女
性も、一人ひとりが職場で、学校
で、地域で、家庭で、それぞれの
個性と能力を十分に発揮できる社
会です。そうした社会の実現に向
けて、各界、各層においてさまざ
まな取り組みが行われるよう、国
では男女共同参画社会基本法の施
行日（平成 11 年６月 23 日）にち
なみ、「男女共同参画週間」を実施
しています。
　男女共同参画社会を実現するた
めには行政だけでなく、市民の皆
さん一人ひとりの取り組みが必要
です。それぞれの立場でワーク・
ライフ・バランスについて考え、
男女が共に、さまざまな分野にお
いて活躍できる元気な弥富市をつ
くりましょう。
　市役所市民協働課（内線 433）

　トレーニング室をご利用いただ
くには、初回に無料のトレーニン
グ講習会（器具説明など）を受講い
ただく必要があります。なお、小
学生以下のご利用はできません。
▼料　金
大人 250 円・中学生 120 円

※講習は１時間半程かかります。
※新型コロナウイルス感染症拡大
　防止などにより、予定は変更に
　なる場合があります。
※運動のできる服装と上履きをお
　持ちください。
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「お知らせ」「募集」など暮らしに
役立つ情報を掲載しています。

くらしの
情報
くらしの
情報

お知らせします

《児童手当現況届》を
お忘れなく

個人市県民税の
納税について

不法滞在・不法就労防止に
ご協力ください

高齢者訪問の
延期のお知らせ

海部地区環境事務組合
職員募集

第 23 回愛知県介護支援
専門員実務研修受講試験

6 月 23 日～ 29 日は
「男女共同参画週間」です

十四山スポーツセンター
トレーニング講習会
６月の予定

弥富市の災害情報を、
自宅の固定電話の音声
または FAX で受け取れる
ようになります（登録制）

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。 ●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。

募集します

市の環境保全にご協力を

①１０：００～ ②１４：３０～ ③１８：３０～
２回目１回目日　程

（火）
（土）
（日）
（金）
（土）
（日）
（木）
（土）
（日）
（水）
（土）
（日）

②
②
①
②
②
①
②
②
①
②
②
①

③
③
②
③
③
②
③
③
②
③
③
②

２日
６日
７日
12日
13日
14日
18日
20日
21日
24日
27日
28日

2524 2020（令和2）年 6月号 広報やとみ2020（令和2）年 6月号 広報やとみ



市役所生涯学習課所管事業の延期・中止のお知らせ

市社会福祉協議会に
▼ユニー株式会社
　“小さな善意で大きな愛の
　輪”運動
　ピアゴ十四山店　様
　　　　　　  金 １９，４５０円

▼あいち海部
　農業協同組合　様
　　　　　　金 １００，０００円

▼匿名　様
　　　　　　   金 ５，０００円

以上のとおり
ご寄付いただき
ありがとう
ございました。

『あなたの街の相談パートナー』 人権擁護委員の紹介

全国大会出場おめでとう！（敬称略）

※新型コロナウイルス感染症拡大
　防止の観点から、やむを得ず中
　止にする場合があります。
▼ところ
　総合社会教育センター
　３階　調理室
▼対象者
　１人暮らしの男性または介護と
　台所をまかされている男性
▼料　金　500 円程度（材料費）
▼持ち物
　エプロン、三角巾、ハンカチ
※初めて参加される方は、各開催
　日の 1 週間前までに市地域包括
　支援センターへご連絡ください。
　市地域包括支援センター
　☎65-5521
　市役所介護高齢課
　（内線 172 ～ 174）

　事務組合総務課で配付します。
　なお、組合ホームページからも
　入手できます。
▼受付期間
　6月1日（月）～15日（月）（必着）
　海部地区環境事務組合総務課　
　☎28－3810
　（津島市新開町二丁目212番地）
　http://www.atkankyo.or.jp

　健康に少し自信がなくなってき
ているけれど、まだまだ踏ん張り
たい。そんな男性のための料理教
室です。日頃の苦労話や情報交換
をして有意義な時間を過ごしまし
ょう。
▼と　き
　7 月 16 日、10 月 15 日、翌年
　1 月 21 日（いずれも木曜日）
　午前10時30分～午後０時30分
※出席できない日がある方でも参
　加可能です。

クッキング・おやじ男結び
（おむすび）の会

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。

♥ 寄　付 ♥

新しく入った本

6 / 1 ～ 7 / 10
ホームページ　http://www.yatomi-library.com
携帯用HP　https://ilisod001.apsel.jp/city-yatomi-lib/wopc/pc/mSrv
市立図書館☎65－1117

■開館時間　火・水・木・金曜日 ９：００～１９：００　  
　　　　　　土・日曜日、祝日(月曜日を除く)９：００～１７：００
■休  館  日　月曜日　　※詳しくは、図書館ホームページをご覧ください。

茶聖
伊東　潤 / 著

私たちの望むものは
小手鞠　るい / 著

今日も町の隅で
小野寺　史宜 / 著

図 書 名 筆 者 名
●今日も町の隅で
●茶聖
●私たちの望むものは
●うちの父が運転をやめません
●図書室のバシラドール
●クスノキの番人
●発注いただきました！
●去年の雪
●天穹の船　
●三年長屋

小野寺　史宜
伊東　潤
小手鞠　るい
垣谷　美雨
竹内　真
東野　圭吾
朝井　リョウ
江國　香織
篠　綾子
梶　よう子

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

SPORTSSPORTSSPORTS

◆第９２回日本学生氷上競技選手権大会
　アイスホッケー競技
　令和元年12月25日（水）～29日（日） 
　日本製紙アイスアリーナ（釧路市）ほか
　横井 健人（信州大学アイスホッケー部） 三好

行事名 開催日 延期・中止 実施場所

事業名 開催日 延期・中止 開催場所

　今年４月に佐藤忠委員が法務大臣より人権擁護委員に再任されました。

　人権擁護委員は『あなたの街の相談パートナー』として市民の皆さんか
ら人権相談を受け問題解決のお手伝いをしたり、人権侵害の被害者を救
済したり、人権について関心を持ってもらえるような啓発活動を行って
います。全国人権擁護委員連合会では、人権擁護委員法の施行日である
６月１日を「人権擁護の日」と定めています。

　新型コロナウイルス感染症拡大防止のため下表の大会および教室を延期・中止いたします。
また、６月以降の事業の申込受付・開催につきましては市ホームページまたは市役所生涯学習課などで
ご確認ください。

弥富市軟式野球大会

バレーボール大会
（男子９人制・ママさん・小学生）

ソフトテニス大会

ソフトボール大会

ミニゴルフ大会

バドミントン大会

女性卓球大会

ミックスダブルステニス大会

高校生議会 10 月 17日（土）および８月６日（木）・
７日（金）・27日（木）の勉強会

無期限延期
（5月 17日・24日・【予備日】31日）

６月７日（日）

６月７日（日）
【予備日】14日（日）
６月 14日（日）、21日（日）
【予備日】28日（日）
６月 27日（土）
【予備日】７月４日（土）

６月 28日（日）

７月４日（土）

７月 12日（日）
【予備日】19日（日）

市民グランド

総合社会教育センター
日の出小体育館

おみよしテニスコート

文化広場 
南部コミュニティグランド

木曽川グランド ミニゴルフ場

総合社会教育センター

総合社会教育センター

水明テニスコート

市議会本会議場
総合社会教育センター

中止

中止

中止

中止

中止

中止

中止

中止

中止

●スポーツ事業

●文化事業
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　子どもの頃に取り外しのできる装置で矯正をしたの
ですが、大人になってガタガタの歯並びになってきたと
いう問い合わせが、増えています。
　子どものときから歯科矯正治療を開始する場合は、
骨の成長や発育を利用しながら定期的に治療をするこ
とができ、また指しゃぶりや頬杖、口呼吸などのさまざま
な良くない癖は歯並びや顎の成長に悪影響を及ぼすと
言われ、出来るだけ制限したりします。
　成長期の矯正歯科治療は機能的な問題を改善させ
て、正しく食べ物を咬み砕いて、飲み込んだり、話をした
りすることで、口本来の正しい機能の獲得を助ける、と
ても有効的な治療方法です。しかしながら、子どもの
頃、矯正治療をした歯並びや咬み合わせが悪くなること
があります。この原因は、それ以降に生えてきた歯が、す
でに生えている歯を押したり、成長によって咬み合わせ
が変化してきたことなどが考えられます。例えば、12歳
臼歯や18歳頃の親知らずが生える時期に咬み合わせ
の変化が起こることが多いです。
　その後は、再度矯正歯科治療が必要となりますが、今
度は歯もすべて生えており、成長も終了しているため
に、しっかりした治療をし、しっかり歯を留めておく保定
装置をやっておけば大丈夫と考えられます。ただし、か
なり年齢が高くなると、老化などによってある程度の歯
並びや咬み合わせが悪くなることはご理解しておいて
ください。
　子どもから高齢者まで、常に歯並び咬み合わせが変
化することに留意しておいた方が良いです。
ただ、悪い歯並びや咬み合わせを放置すると以下のよ
うな問題が起こる可能性があります。
・顎の正常な成長・発育が阻害される。
・ますます歯並びや咬み合わせが悪くなる。
・硬い食物を食べることが困難になる。
・むし歯や歯周病になりやすく、歯の寿命が短くなる。
・口元が悪く、劣等感を感じることがある。
 　こういった状態になる前に、定期的に、かかりつけの
 歯科医院への受診をお勧めします。

市役所健康推進課（内線 311～ 317）

だよりだより6月

（海部歯科医師会）

6 月号 その 454～第147回～

子どもの矯正歯科治療での後戻りについて6/4～6/10は、
「歯と口の健康週間」です！
～咲かそうよ　笑顔の花を　歯みがきで～
　健康な歯と口が、元気な体や笑顔を作ります。まず
は、基本のお口のケアを見直してみましょう。笑顔の花
がぱっと咲くといいですね！！

20歳以上の方

妊娠中の方
産後１年以内の方

20・30・40・50・
60・70歳の方

対象者 実施期間
歯周病検診、節目歯
科無料クーポン検診
は令和3年3月31日
までのご利用となり
ます。
対象となる期間中
ご利用できます。

※母子健康手帳：月～金曜日、8:30～17:15（土・日曜日、祝日を除く）に随時保健センターで交付します。
※母子健康手帳交付については個人番号（マイナンバー）の記入が必要となりますので、本人確認できるもの（運転免許証など）と
　「通知カード」または「個人番号カード」のいずれかを提示してください。
※子育て相談：保健師による個別相談を行います。事前に保健センターに電話などでご予約ください。

３～４か月児
健康診査

対象の方には個別通知し
ます。
※新型コロナウイルス感染
　症の影響により変則的
　になっています。

・お子さんにより受付時間が異なり
 ます。詳しくは個別通知をご覧くだ
 さい。
中止・延期を行っていたことにより
予定が変則的になっております。

・管理栄養士による離乳食の話
 （個別通知します。）

・生活習慣や歯みがきの話、
 親子遊びなど（個別通知します。）

平成３０年６月出生児を対象
に個別通知します。

対象の方には個別通知し
ます。
※新型コロナウイルス感染
　症の影響により変則的
　になっています。

令和元年6月出生児

母子保健 受付時間 対象者 内容など 場　所実施日

24日（水）

2日（火）
9日（火）
16日（火）
30日（火）
8日（月）
15日（月）
29日（月）

前期
 11日（木）
後期
 10日（水）

3日（水）

1歳6か月児
健康診査

保健
センター
（市役所
3階）

2歳児ピカピカ
歯科教室

3歳児健康診査 13：00～14：00

9：15～9：30
10：45～11：00
9：15～9：30
10：45～11：00

9：15～9：30

9：00～10：15

13：00～14：00

13：00～14：00

1歳児親子教室

離乳食教室

歯周病検診

妊産婦歯科
健康診査

節目歯科無料
クーポン検診 無料

検診が受けられる歯科医院一覧（令和2年度弥
富市健康増進事業のご案内」を参照）に電話で
予約し、受診してください。
受診時には「保険証」を持参してください。
※節目歯科無料クーポン検診対象の方には、５
　月末に個人通知にて詳細案内をしています。
※妊産婦の方は、受診時に妊産婦歯科健康診
　査受診票、母子健康手帳をお持ちください。

歯科保健 受診料 受診方法場　所

歯科
指定医療
機関

随時（土・日曜日、祝日を除く）
8:30～15:00

不定期（土・日曜日、祝日を除く）
9:30～13:30（要予約）

実施日時 内容など
生活習慣病など体や心の健康について心配がある方に、保健師が
個別に相談に応じます。
食事や栄養に関することについて、管理栄養士と一緒に考えてみま
せんか。※開催日は保健センターにお問い合わせください。

健康相談

栄養相談
随時（土・日曜日、祝日を除く）
9:00～15:00（要予約）

お口のケアや、誤えん性肺炎予防、お口の体操について歯科衛生
士が個別に相談に応じます。歯科相談

随時（土・日曜日、祝日を除く）
9:00～15:00 禁煙方法を保健師と一緒に考えましょう。

※健康手帳：月～金曜日、8:30～17:15（土・日曜日、祝日を除く）40歳以上の方に随時保健センターで交付します。
※保健センターでは、市民の皆さんにより良い生活をしていただくために、家庭訪問を行っています。
　地区担当の保健師がうかがいますので、体のこと、生活のことなど何でもお気軽にご相談ください。

禁煙相談

市民

成人保健 対象者 場　所

保健
センター
（市役所
3階）

4日（木）
25日（木）

一般不妊治療(人工授精)に要した費用の一部を助成します。

治療開始日が令和２年４月1日以降の方に、体外、顕微授精による不妊治
療費の一部を助成します。

詳しくは保健センターへ
お問い合わせください。

一般不妊治療費助成

特定不妊治療費助成

内　容 備　考不妊治療

①就寝前のお口のケアは、念入りに！
睡眠中は、細菌が繁殖しやすいので、磨き残しに注意！
　食べ物の残渣やプラーク（歯垢）を丁寧に取り除くこと
が大切です。

　歯ブラシは、毛先がとても大切です。毛先が開いていて
は、細菌を落とす事が出来ませんので、すぐ交換しましょ
う。
　また、毛先のコシも弱くなっていくので、月１回の歯ブ
ラシ交換をおすすめします ！

②月１回の歯ブラシ交換！

歯ブラシの裏側から
毛先のチェックをして

みましょう。

歯ブラシを斜めに
当てて、軽い力で
磨きましょう。

デンタルフロス・
歯間ブラシを
使いましょう。

溝は、たて・よこ・
ななめ、色々な方向から
磨くと良いです。

●個別がん検診・肝炎ウイルス検診

※新型コロナウイルス感染症拡大防止により、やむを得ず中止(延期)する場合があります。

※新型コロナウイルス感染症の状況によっては、内容を変更および中止する場合があります。
　予約の際、医療機関にご確認ください。

※新型コロナウイルス感染症における緊急事態宣言中は実施しません。

胃がん

肺がん

大腸がん

子宮がん

乳がん

前立腺がん
肝炎ウイルス

※50歳以上の方で喫煙指数が600以上の方が対象です。（喫煙指数＝1日の喫煙本数×喫煙年数）

内視鏡検査
　申込期間中に、希望の医療機関で直接予約をと
り、検診票を受け取って受診ください。

▼検診場所　海部医師会等指定医療機関および
　　　　　　海南病院(子宮・乳がん)
▼検診期間　10月31日(土)まで
　　　　　　※海南病院は30日（金）まで
▼持ち物　　がん検診等受診券（５月に個別通知
　　　　　　済）、保険証、検診料
▼申込期限　10月23日(金)まで
　　　　　　※海南病院は16日（金）まで

　詳細は、「令和２年度弥富市がん検診・健康増進
事業のご案内」をご覧ください。

2,900円

2,800円
1,100円
1,700円
700円
1,100円
1,900円
1,300円
1,500円
1,000円
1,000円

1,500円

1,400円
600円
900円
400円
600円
1,000円
700円
800円
500円
500円

50歳以上の方
（2年に１度）

40歳以上の方

20歳以上の女性
（2年に１度）

30歳以上の女性
（2年に１度）

50歳以上の男性
40歳の方

バリウム検査
X線のみ
X線+喀痰※

頸部のみ
頸部+体部
超音波

マンモグラフィ

検診項目 料　金 検診の受け方対　象
69歳以下 70歳以上

がん検診
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編集
後
記 ｂｙきんちゃん

　皆さんこんにちは。さて、外を見渡すと田んぼの苗の色が濃くなってきましたね。秋に黄金色の稲一
面の景色を見渡せるのが楽しみです。だんだん気温が高くなってきました。日中外に出かけられる方
は、熱中症にならないよう気を付けましょう！

広告の位置 裏表紙および中ページ（くらしの情報内）

　市では、イベントやまちの話題など幅広く市民の皆さんへ情報を
発信する「広報やとみ」を発行してます。
　「広報やとみ」に広告を掲載してお店や会社の PR をしませんか？

※3か月以上継続して掲載する場合は10％相当額を、6か月以上継続して掲載する場合は20％相当額を、それぞれの月
　額掲載料から割り引くものとします。

財源確保のため、有料広告を掲載しています。内容に関するお問い合わせは、直接広告主へお願いします。

市役所人事秘書課（内線 475）

種　別 規　格 月　額

1種広告（裏表紙） 縦65mm以内×横88mm以内　4色刷り 10,000円

20,000円

40,000円

9,000円

縦65mm以内×横180mm以内　4色刷り

縦130mm以内×横180mm以内　4色刷り

縦60mm以内×横85mm以内　4色刷り

2種広告（裏表紙）

3種広告（裏表紙）

4種広告（中ページ）

お店や会社のPRに
「広報やとみ」をご活用ください！

有料広告

トップページ下段・15 枠（1 枠あたり縦 50 ピクセル、横 60 ピクセル）
5,000 円（税込）、12 か月連続掲載の場合 50,000 円（税込）
詳しくはホームページをご覧ください。
市役所人事秘書課（内線 475）
https://www.city.yatomi.lg.jp/shisei/
1000645/1000729/1000731.html
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