
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
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