
生涯学習課所管事業の中止・延期・開催場所変更のお知らせ
弥富市に
▼株式会社東海試験機製作所　様

金２０，０００円
▼境港をよくする会　様　

金１００，０００円

市社会福祉協議会に
▼名古屋ヤクルト販売株式会社　様

金９，８６１円
▼株式会社クエタトレーディング　様
マスク 50枚入り 10箱（500枚）

地域活動支援センターに
▼匿名　様　　  金２，０００円
▼株式会社クエタトレーディング　様
マスク 50枚入り 10箱（500枚）

チャレンジハウス弥富に
▼株式会社クエタトレーディング　様
マスク 50枚入り 6箱（300枚）

高齢者訪問のお知らせ

1人で悩まず、私たちに相談してください！！

以上のとおりご寄付いただき
ありがとうございました。

　６月号広報に掲載さ
せていただきました高
齢者訪問を７月より実
施します。民生委員の
福祉票作成にご協力を
お願いします。

　市役所介護高齢課
　（内線 174・175）

●普通救命講習Ⅰ（３時間コース）
▼と　き
　７月 19 日（日）午前９時～正午
▼ところ
　海部南部消防組合消防署（飛島村）
▼内　容
　成人を対象にした心肺蘇生法、
　AED の使用方法、止血法
▼定　員　10 名
▼受講資格　市内在住（小学５年
　生以上）または在勤の方
▼申込方法
　電話で受け付けています。
※定員になり次第締め切らせてい
　ただきます。
※講習修了者には、修了証を発行
　します。
　・　海部南部消防組合消防本部
　☎52－3111
　　52－3114

　海部南部消防組合では、令和３年
度採用職員の候補者を募集します。
▼採用人数　若干名
▼採用職　消防職
▼受験資格
⑴年齢・学歴　
　平成７年４月２日以降に生まれ、
　学校教育法に基づく高等学校以
　上を卒業した者または令和３年
　３月卒業見込みの者
⑵身体要件
　消防職員として必要な身体的適
　性を有する者
▼申込方法
　受験申込書および履歴書を海部
　南部消防本部総務課へ持参し、
　提出してください。
※様式は、組合ホ－ムペ－ジから
　ダウンロ－ドできます。
▼受付期間　
　7月15日（水）～8月25日（火）
　午前 8 時 30 分～午後 5 時

　日連絡します。
▼申込期限　7 月 22 日（水）
　・　市役所介護高齢課
　（内線 175・174）
　十四山支所

▼投句期間
　７月１日（水）～８月 30 日（日）
▼投句用紙　
　指定のものを使用。投句箱設置
　場所にあります。
▼投句箱設置場所　
　総合社会教育センター、図書館、
　総合福祉センター
※今年度は3施設のみとなります。
▼表彰式
　11 月７日（土）午前 11 時～
　総合社会教育センター　２階
　第２会議室
※受賞者には個別に通知し、賞品
　を贈呈します。
　文化協会事務局
　（市役所生涯学習課）

　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。
※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

りをしてみませんか。
※タブレット端末の準備や購入の
　必要はありません。
▼と　き

▼ところ
　総合福祉センター２階研修室
▼講　師
　（株）オズワールド　西島直樹氏
▼対象者　65 歳以上の方
▼定　員　24 名
▼申込方法　7 月 20 日（月）総合
　福祉センターにて午前 10 時か
　ら整理券を配付し、午前 10 時
　30 分に受付開始します。
※初めて参加される方を優先します。
※受付開始時刻に定員を超えた場
　合は抽選を行います。
　市役所介護高齢課
　（内線 174・175）

　寝具の衛生管理などが困難な方
を対象に、寝具洗濯乾燥消毒サー
ビスを実施します。なお、実施時
期については、新型コロナウイル
ス感染症拡大防止のため、昨年度
と変更になる場合があります。
▼対象者
 ・おおむね 65 歳以上のひとり暮
　らし高齢者の方
 ・要介護３～５（介護保険法）の認
　定を受けた高齢者の方
 ・身体障がい者 1・2 級の方
▼自己負担分の費用
　世帯の前年度分の市民税に応じ
　て、0 円～ 300 円
▼手続方法　市役所介護高齢課お
　よび十四山支所に備え付けの申
　請書に必要事項を記入のうえ、
　申し込みください。
※実施日などは申請された方へ後

　「こころが疲れているな」、「不安
になっている」など精神的に疲れ
ている方や「誰かに話を聞いて欲
しい！」、「居場所を作りたい」と考
えている方、仲間やボランティア
とお茶を飲みながらゆっくりとし
た時間を過ごしてみませんか。
▼と　き　７月 25 日（土）
　午後 1 時 30 分～ 3 時 30 分
▼ところ　総合福祉センター
　2 階　研修室
▼料　金　100 円（お茶菓子代）
※雰囲気が分からない方や参加を
　迷っている方はお電話ください。
※暴風警報発令時には中止とさせ
　ていただきます。
▼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

　（土・日曜日、祝日を除く）
▼試験実施日時
　第 1 次試験
　9 月 20 日（日） 午前 8 時 50 分
　・　海部南部消防組合消防本部 
　☎52－3149
　（飛島村大宝 5 丁目 182 番地）
　　http://www.ama119.jp

　持ちください。
※初回は予約が必要です。
　十四山スポーツセンター
　☎52－2110

　戦争の悲惨さを伝え、平和を祈
念するために、平和パネル展・弥
富市中学校広島研修展示会を開催
します。
　平和パネル展では、原爆による
悲惨な状況を被爆者自らが描いた
絵（複製）などを展示します。
　また、弥富市中学校広島研修展
示会では、市内の中学生が広島研
修で学んだことをまとめた作品を
展示します。
▼と　き
　8 月 3 日（月）～ 17 日（月）
　（土・日曜日、祝日を除く）
▼ところ　市役所１階市民プラザ
　市役所学校教育課（内線 414）

　突然の心停止に最も効果がある
のは、そばにいた方の心肺蘇生法
と AED を使用した応急手当です。
　救命講習会を受けて、いつでも
誰でも応急手当が行える住みよい
街に一緒にしていきましょう。

減基準が（表２）に変更となりま
す。なお、国民健康保険税の税率
については変更ありません。

　市役所保険年金課
　（内線 122・123）

　毎年 8 月 1 日は、各福祉医療
費受給者証（子ども医療費受給者
証・精神障害者医療費受給者証を
除く）の更新日となります。お持
ちの医療費受給者証の有効期限を
ご確認ください。
　該当者の方には、7 月下旬に文
書にてご通知いたします。
　市役所保険年金課
　（内線 126・127）

　タブレット端末を使い、楽しく
脳を活性化する「脳若トレーニン
グ」に運動を組み合わせた教室を
行います。
　講師を務める（株）オズワールド
と広島大学が共同で実施し、教室
は全 15 回で、実施前後に評価測
定を行います。
　楽しく介護にならない身体づく

　新型コロナウイルス感染症予防
のため外出自粛などに伴い、水道
使用量の増加が見込まれる世帯が
多いことや、経済的に大きな影響
をもたらしていることなどを踏ま
えて、給水区域の皆さんの生活お
よび経済活動に対する支援策とし
て、水道の基本料金を免除します。
▼対象者
　海部南部水道企業団給水区域内
　の水道使用者（官公庁を除く。）
▼免除期間
　令和２年８月利用分～令和３年
　１月利用分（６か月分）
※納付の時期や方法は、今までと
　同じです。
▼その他
　水道料金の請求から、基本料金相
　当額を差し引く方法で行います。
　免除の申請手続きは不要です。
▼ご注意
　免除の手続きのために、銀行や
　ＡＴＭへ誘導することはありま
　せん。
　不審に感じた場合は、その場で
　回答せず、ご家族に相談したり、
　警察や海部南部水道企業団まで
　お問い合わせください。
　海部南部水道企業団　総務課
　☎32－3111 ㈹

　令和２年度国民健康保険税の基
礎課税額に係る課税限度額（上限
額）が（表１）に、また低所得者の
世帯に対する均等割と平等割の軽

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。

フリースペース『なごみの会』 ♥ 寄　付 ♥

講座名 延期・変更 開催場所

　新型コロナウイルス感染症に関連して、感染者・濃厚接触者、医療従事者などに対する誤解や偏見
に基づく差別は決してあってはなりません。法務省の人権擁護機関では、新型コロナウイルス感染症
に関連する不当な差別、偏見、いじめなどの被害に遭った方からの人権相談を受け付けています。
▼相談窓口
【電話受付時間】平日午前 8 時 30 分～午後 5 時 15 分
⑴みんなの人権 110 番　☎（0570）003－110
⑵こどもの人権 110 番　☎（0120）007－110
⑶女性の人権ホットライン　☎（0570）070－810
⑷インターネット受付　「インターネット人権相談」で
　検索してください。

　新型コロナウイルス感染拡大防止のため下表の講座を延期・変更などをします。
また、７月以降の事業の詳細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窓口などでご確認ください。

　下記の生涯学習講座、イベントは中止になりました。
「天体（太陽・地球・月）を学ぼう」「草木染を楽しもう～世界で１枚のハンカチ～」「親子陶芸教室」「親子で石鹸作り」「プラネタ
リウムと夏の星空観察」「日曜ヨガ」「なるほど韓国語～入門コース～」「弥富文鳥講座」「夏休み親子ふれあい映画会」

パソコン教室
（パワーポイントでクイズづくり①）

パソコン教室
（パワーポイントでクイズづくり②）

パソコン教室
（スクラッチ①）

パソコン教室
（スマホ編）

開催日を 8/29（土）から 9/26（土）に延期
※受付開始日を 8/1（土）から 9/5（土）に変更

開催日を 8/21（金）から 11/14（土）に延期
※受付開始日を 7/31（金）から 10/24（土）に変更
※開催時間を 13：30 ～ 16：30 から 9：00 ～ 12：00 に変更

開催日を 8/22（土）・23（日）から 10/17（土）・18（日）に延期
※受付開始日を 8/2（日）から 10/3（土）に変更

Ｂ－2 コース　7/16（木）・17（金）から 12/12（土）・13（日）に変更
※受付開始日を 6/28（日）から 11/14（土）に変更
※開催時間を 13：30 ～ 16：30 から 9：00 ～ 12：00 に変更

Ｂ－1 コース　7/4（土）・5（日）から 12/5（土）・6（日）に変更
※受付開始日を 6/28（日）から 11/14（土）に変更

総合社会教育
センター

十四山公民館

総合社会教育
センター

総合社会教育
センター

新しく入った本
7/ 1 ～ 8 / 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。

新・紫式部日記
夏山　かほる / 著

ポロック生命体
瀬名　秀明 / 著

いつでも母と
山口　恵以子 / 著

図 書 名 筆 者 名
●いつでも母と
●新・紫式部日記
●ポロック生命体
●宝の山
●恋ひとすじに
●東京普請日和
●小鳥、来る
●ひこばえ　上・下
●掟上今日子の設計図
●旅ごはん

山口　恵以子
夏山　かほる
瀬名　秀明
水生　大海
赤川　次郎
湊　　ナオ
山下　澄人
重松　清
西尾　維新
小川　糸

■よつば読書会  あなたも参加してみませんか？

▼と　き　7 月 11 日（土） 10：00 ～正午　　　 ▼ところ　図書館

▼テキスト「その日のまえに」（重松　清 / 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 !!!

第 66 回青少年読書感想文全国コンクール課題図書の取り扱いについて
　別表の第 66 回青少年読書感想文全国コンク
ール課題図書につきまして、少しでも多くの
方にご利用いただくため、７月４日（土）～８
月 31 日（月）の期間中は下記のとおり利用制限
させていただきます。ご理解と、ご協力のほ
どお願いいたします。

1. 貸出点数　　一人１冊まで
2. 貸出期間　　２週間以内
　　　　　　　（貸出延期は行いません。）
3. 貸出対象者　小学生以上高校生以下
4. 予　約　　　一人１冊まで
　　　　　　　（対象の児童・生徒本人のみ）
※HP、OPAC での予約および２冊以上のご
　予約はできません。図書館受付カウンター
　にて、手続きをしてください。また予約本
　のお取り置き期間は、連絡後３日間（休館日
　を除く）です。期間を過ぎた場合はキャンセ
　ルとさせていただきますので、ご了承くだ
　さい。

▲法務大臣からのメッセージ
（法務省 YouTube 公式チャンネル）

課題図書一覧
小学校低学年の部（１・２年生）
　●山のちょうじょうの木のてっぺん
　●おれ、よびだしになる
　●タヌキのきょうしつ　　　　　　
　●ながーい 5 ふん みじかい 5 ふん

小学校中学年の部（３・４年生）
　●青いあいつがやってきた！？
　●ねこと王さま
　●ポリぶくろ、１まい、すてた
　●北極と南極の「へぇ～」くらべてわかる
　　地球のこと

小学校高学年の部（５・６年生）
　●ヒロシマ消えたかぞく
　●月と珊瑚
　●飛ぶための百歩　　　
　●風を切って走りたい！
　　 ：夢をかなえるバリアフリー自転車

中学校の部
　●天使のにもつ　　　　
　●11 番目の取引
　●平和のバトン ：広島の高校生
　　たちが描いた 8 月 6 日の記憶

高等学校の部
　●廉太郎ノオト　　　　
　●フラミンゴボーイ
　●キャパとゲルダ
　　：ふたりの戦場カメラマン
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