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特集! 大雨・台風に備えて今すぐ確認をしましょう！！
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人口　44,385人（－42）
男　　22,326人（－16）
女　　22,059人（－26）
世帯　18,227　（－28）

農業委員および農地利用最適化推進委員を
紹介します
大雨・台風に備えて今すぐ
確認をしましょう！！
新型コロナウイルス感染症対策
～身のまわりを清潔にしましょう～
9月 10日～16日は自殺予防週間です
保育のひろば
・栄南保育所
・9月生まれの子どもたち
まちの話題
9月行事予定カレンダー
トピックス
・8020・7021表彰
・はっさん会、くるま座講座、元気塾のご案内
教育の広場
・歴史民俗資料館
・広島研修
きんちゃんグッズ好評販売中！！
くらしの情報
図書館だより
スポーツ
保健センターだより
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　今月の表紙は、稲刈り前の稲穂です。
市では、「早場米」の産地としても知られ、
毎年 5 月頃に田植えをし、7 月～ 8 月に
かけて稲刈りが始まります。8 月 11 日に
は、あいち米初出荷式が行われ良質のお
米を皆さんにお届けします。あいち米初出
荷式の様子は P13 まちの話題にて紹介し
ています。ぜひご覧ください。

　新型コロナウイルス感染症拡大防止の
ため、市内公共施設へ来館される方は
マスクの着用をお願い致します。

マスク着用のお願い

各種施設
鍋田支所 ☎68－8001
総合福祉センター ☎65－8103
十四山総合福祉センター ☎52－3800
十四山スポーツセンター ☎52－2110（月曜休館）
図書館 ☎65－1117（月曜休館）
歴史民俗資料館 ☎65－4355（月・火曜休館）
白鳥コミュニティセンター ☎67－6021（月曜休館）
南部コミュニティセンター ☎68－3919（月曜休館）
同報無線確認電話 ☎65－8517
　※臨時放送の確認ができます。

今月の納税など 《納期限：9月 30日（水）》

国民健康保険税 3 期
介護保険料 3 期
後期高齢者医療保険料 3 期

※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。

お詫びと訂正

　令和 2年 8月号 2ページ「今月の表紙」におきま
して誤りがありました。
お詫びして訂正させていただきます。
　正　弥富金魚漁業協同組合
　誤　弥富金魚漁業組合

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

　令和２年７月の改選により決定した、農業委員および農地利用最適化推進委員の皆さんを紹介
します。
　委員の皆さんは、農地法に基づく許可などの審議や、農地利用の最適化を推進するために農地
集積・集約化を図る活動を行うなど、活力のある農業・農村を築くために活動されます。

農業委員および
農地利用最適化推進委員を紹介します

農業委員および
農地利用最適化推進委員を紹介します

活力ある農業の確立を目指す

任期：令和２年７月 16 日～令和５年７月 15 日

農業委員
会　　長 佐藤　博孝（加稲）
会長代理 氣賀澤　洋亘（平島町）
委　　員 伊藤　均（稲荷崎）　　　　伊藤　善文（西末広）　　岡田　浩和（鍋田町）
 加賀　豊（三百島）　　　　小坂井　恒子（川原欠）　三浦　淳（前ケ平）
 村瀬　恵子（荷之上町）　　渡邊　直道（稲元）　　　渡邊　好雄（操出）

農地利用最適化推進委員
委　　員 阿部　恒広（神戸）　　　　伊藤　博（狐地）　　　　高橋　弘（稲元）
 服部　一利（五之三町）　　松岡　正純（寛延）　　　三浦　和子（前ケ平）
 山田　勇人（桴場）

（会長・会長代理以下５０音順に記載、敬称略）

委員のみなさん
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　４月 13 日、あいち海部農業
協同組合と「災害時における一時
避難所に関する協定」「災害時に
おける物資調達の協力に関する
協定」を締結しました。この協定
で、大規模地震による津波、台
風などの洪水、高潮などの災害
が発生し、または発生する恐れ
がある場合において、一時避難
所として「あいち海部農業協同組

合営農センター、鍋田支店、十四山支店」を使用することが可
能となりました。また、災害時において必要な食糧および生活
必需品などの供給を優先的に受けることが可能となりました。

　７月２８日（火）に愛知県災害対
策課主催による「避難所における
感染症防止対策研修」に弥富市職
員約４０名が参加しました。午前
中は「新型コロナウイルス感染症
禍における避難所運営のポイン
ト」の講義、午後からは実際に避
難所の「居住スペース設置」「模擬
受付」の演習を行い、段ボールベットやパーテーションの設置や受付の手順
を体験しました。この研修を参考に今後市でも訓練を実施していきます。

　７月 21 日（火）に新
庁舎、新体制での火
災・地震等の災害発生
時に職員や市民が安全
に避難行動をとる事が
できるか訓練を行いま
した。南海トラフ巨大
地震発生を想定し、シ
ェイクアウト訓練、避難誘導訓練、津波警報発令
に伴う高所避難訓練を行いました。

　市では、木曽川や日光川などの河川が大雨や台風の影響による高潮などで浸水や洪水の恐れがある場合に、避難情報
を発信します。状況に応じた早めの避難行動をとってください。

※市が、災害の恐れがあり避難が必要と判断した場合は、避難情報を発令し、防災行政無線や広報車、携帯電話の緊急速報メール、市ホームページ、防災
情報ツイッターなどを通じて市民の皆さんにお伝えいたします。避難情報が発令される前でも、自主的に判断して、早めの避難に心がけましょう。

　避難所については、密集した空間で集団生活により新型コロナウイルスによる感染症のリスクが高まる危険性があります。
　市においても可能な限り避難所の衛生環境の確保に努めてまいりますが、少しでも感染リスクを軽減するため、次の
ことについてご協力をお願いします。

▼自分の住んでいる場所が避難の必要がある場所か確認する。
　市では、国、愛知県、気象庁と連携をとり、気象情報に注視しながら、命の危険が及ぶ場合には、いち早く避難情報
を発令し、皆さんに避難をお願いします。
　避難情報を発令した場合には、市内の避難所を随時開設しますが、自宅の２階への避難（垂直避難）することも大変有
効となります。

▼親戚や知人の家などへの避難が可能か確認する。
　市が指定した避難所だけでなく、災害の危険のない親戚や友人・知人の家などへの避難も検討してください。
　避難所が密集・密接状態になることを防ぐためにもぜひ検討をお願いします。

▼避難する際には健康状態を確認する。（必ず検温をお願いします。）
　以下の症状がある場合は、かかりつけ医、もしくは津島保健所（電話２６－４１３７）に相談してください。
●息苦しさ（呼吸困難）、強いだるさ（倦怠感）、高熱などの強い症状はないか。
●重症化しやすい方（高齢の方や基礎疾患などがある方）で発熱や咳などの軽い風邪の症状はないか。
●上記以外の方で発熱や咳など比較的軽い風邪の症状が続いてないか

職員を対象に避難誘導訓練、感染症防止対策研修を行いました。

市民がとるべき行動警戒レベル（洪水・土砂災害） 市が発令する行動を促す情報

4警　戒
レベル

5警　戒
レベル

3警　戒
レベル

命を守るための
最善の行動をとる 災害発生情報

危険な場所から
全員避難 避難勧告・避難指示（緊急）

危険な場所から高齢者、要配慮者
などは避難（他の市民は避難準備）

避難準備・高齢者等
避難開始

既に災害が発生している状況です

新庁舎避難誘導訓練 避難所における感染症防止対策研修

大雨・台風に備えて今すぐ確認を！特 集

　市の備蓄品には限りがありますので、自身の健康状態を確認するための体温計を持参するなど、可能な限り必要な物
は持参してください。

◎持参していただきたい物
●マスク（タオルなど）　●体温計　●アルコール消毒液（ウエットティッシュなど）　●最低３日分の食料と飲料水
●常備薬　●スリッパ　●着替え　●携帯ラジオ　●モバイルバッテリー　など
※自主避難者の受け入れを行う場合は、原則、飲料水、食料品、日用品、寝具等の提供を行いません。各自の判断で食料、飲料水、携
帯ラジオ、着替えなど、最低限の必要品を用意して避難してください。

毎年９月、10 月は台風の影響などで浸水、洪水などの自然災害が発生しやすくなります。
７月号広報で特集「災害から命を守る避難情報」を掲載しましたが、今一度確認をお願いします。

１.防災情報（気象情報、避難行動情報、避難所開設状況など）を早めに入手してください

２.弥富市が発令する避難情報

３.避難所における新型コロナウイルス感染症対策

４.避難時の必要な物の持参

●風で飛ばされる可能性のあるものは、早めに撤去したり、飛ばないように固定する。
●屋根・窓・雨戸などを点検し、必要に応じて修理、補強する。
●側溝や排水路は日頃から掃除して水はけを良くしておく。
●家族で避難場所や避難所を確認しておく。
●冠水や浸水などの恐れがある場所がないか、事前に確認しておく。
※「避難場所」とは、洪水や津波などの異常な現象が起きたときに迅速に逃げる場所です。「避難所」とは、災害が発生したときに居住の場
所を確保することが困難な住民に、その場所を提供する施設です。

５.今のうちにできる、家の周りの点検や避難場所や避難経路の確認は
　天候が悪くなる前に早めに行いましょう。

▼避難所内での感染拡大を防止するため、避難所を開設した際は、
　市では以下の対応を行いますのでご協力お願いします。
●自宅にて検温を行い、受付で体温を申告してください。 ●うがい、手洗い、咳エチケットを徹底する。
●避難者同士の間隔をあける。 ●定期的に検温、室内の換気、消毒を行う。
※万が一、避難所内で発熱や咳などの症状が出た場合は、速やかに避難所担当に申告し、指示を受けてください。

大雨・台風に備えて今すぐ確認を！集
特

災害支援協力協定締結をしました。
　７月 29 日、三重県木曽岬町の株式会社カ
ナモト名古屋西営業所と「災害時における資
機材等のレンタル供給に関する協定」を締結
しました。この協定で、災害時に避難所で不
足する「仮設トイレ」や応急復旧活動に必要な
重機などを優先的に供給が可能となります。

　７月 29 日、弥富市建設業協力会と「災害時
における公共施設等の応援対策の協力に関す
る協定」を締結しました。この協定で、市の
管理する道路施設などの機能確保や緊急を要
する公共施設の応急復旧作業および輸送など
を円滑に行えるようになりました。

●テレビ テレビの L 字放送やｄボタン、クローバーテレビ映像のテロップで確認できます。
●ラジオ エフエムななみ（７７．３ＭＨｚ）ではこの地域に特化した情報を提供しています。
●防災行政無線（同報無線） 防災情報などを同報無線でお知らせします。
 直近の内容を「電話６５－８５１７」で確認できます。
●安全・防災メール 市が行うメールによる防災情報配信サービスです。市外でも受信できます。（事前登録必要）
●緊急速報メール 災害などの緊急時に、市内基地局エリアに存在する対応携帯電話に一斉配信するサービスです。
 一時的にエリア内にいる市外からの通勤者などへも情報配信されます。（事前登録不要）
●その他に、防災アプリ、広報車両、消防団による避難広報、弥富市ホームページ、近隣の方との声かけ。また、高齢
　者などの避難行動要支援者の方を対象に電話、ファクスでの避難情報配信（事前登録必要）も９月より始まります。
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ハイター、ブリーチなど。
P7に作り方を表示しています。
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　感染者や医療関係者、感染が確認された事業者およびその家族に対して誹謗・中傷
やいじめ、差別的対応といった人権侵害が増加しています。
　新型コロナウイルス感染症はさまざまな不安をもたらして
います。感染症に罹患しないか、周りの人が感染症ではない
かといったさまざまな不安が周りを取り巻いています。適度
な不安は自己を守るために、家族を守るために必要です。し
かし、過度な不安は差別や偏見を生じさせます。差別や偏見
は、受診をためらったり、結果的に感染を拡大させてしまう
負のスパイラルにつながります。
　本当に闘う相手はウイルスであり、人ではありません。

　一人ひとりが周囲の人の悩みに気付いて声をかけ、孤立や孤独を防ぐことが有効な
自殺予防対策だと考えられています。ひとりで悩まず、こころの悩みを相談しましょ
う。

　複雑な社会や人間関係の中で生きる私たちは、仕事や家庭、健康上の悩みや経済的
な問題など、誰もがさまざまなストレスを抱えています。ストレスはこころにほどよ
い刺激を与え、活動の原動力となる場合もありますが、解消できないままでいると、
毎日の生活の中で知らぬ間に積み重なり、やがて「うつ病」などのこころの病気を引き
起こしてしまいます。
　あなたはストレスを溜め込んでいませんか？ もしも、こころや体に変調があれば、
少しでも早く周囲の人や専門機関などに相談してください。
　ストレスを抱えた状態が続くと、心身のバランスが崩れ、こころや体に変調をきた
します。これは、こころの病気の危険を知らせるサインです。「疲れているだけ…」「よ
くあること…」などと見過ごしてはいませんか？ 思い当たることがないか、振り返っ
てみてください。

　ストレスが原因で気分が落ち込んだり、憂うつになるような一時的なうつ状態は、
誰もが経験したことがあるでしょう。しかし症状が重く、長く改善されない場合、「う
つ病」が疑われます。うつ病になると、強い不安感や絶望感、
罪悪感などをもつようになります。呼吸困難やめまい、便秘
や下痢などの身体的不調を引き起こす場合もあります。症状
が悪化すると、自殺願望が強くなるので大変危険です。
　うつ病は治療することで、症状を改善することができます。
気分が落ち込みがちだったり、体調が長くすぐれなかったり
する場合、早めに専門機関を受診するようにしましょう。

※ご利用にあたって利用料は無料です。
　( 通信料は、自己負担となります。個人情報の入力は一切不要です。）
自己診断をするもので、医学的診断をするものではありません。結果にかかわら
ず、心配なことが続くようでしたら、早めに専門家にご相談されることをおすす
めします。

 「こころの体温計」は、パソコン・携帯電話から簡単な質問に答えることで、自分
自身やあなたの家族・大切な人のストレスや落ち込み度をチェックすることがで
きます。 結果とともに相談窓口などの情報が表示されます。

二次元バーコード、市ホームページから入れます。
https://fishbowlindex.jp/yatomi/demo/index.pl

あいちこころほっとライン 365

（052）951－2881

愛知県精神保健福祉センター

毎日午前 9 時～午後 4 時 30 分

フリーダイヤル（全国共通）
（0120）783－556

毎月 10 日
午前 8 時～翌日午前 8 時

自殺予防いのちの電話

一般社団法人
日本いのちの電話連盟

電話番号

受付時間

実施主体

り   かん

9月10日～16日は、自殺予防週間です9月10日～16日は、自殺予防週間です

ウイルスがもたらす不安についてウイルスがもたらす不安について

うつ病ってどんな病気？うつ病ってどんな病気？

こころの健康チェックスマホ・
パソコンで
簡単！

　市役所健康推進課（内線 314 ～ 317）
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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
9

「基本事業」、「病児・病後児保育事業」の利用は、事前に会員登録が必要です。
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・センターへお問い合わせください。

利用会員
入会出張所

9 月 28 日（月）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
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～金　8：30～ 17：00

基本事業
病児・病後児
保育事業

休業日  日曜日、祝日（土曜日は電話受付のみ）☎52－0922

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！

※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。

予定しておりました9月の「じどうかんであそぼう」は、
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止とさせていただきます。

9月16日（水）
16：00～

9月28日（月）
16：00～

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

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。

“みんなで子育て”応援します！子育て支援センター

  野村 京ノ介くん
の    むら きょう  の   すけ

3歳
（荷之上町）

ぎゅうにゅうちょーだい！

  夏目 侑くん
なつ   め ゆう

1歳
（前ケ須町）

未来の親友・お嫁さん、大募集！

  長南 沙彩ちゃん
 ちょう なん さ   あや

2歳
（五明町）

ニコニコ可愛い我が家の宝物♡

  
まつ  やま あき　と

松山 晟士くん 1歳
（前ケ須町）
わが家の天使☆彡

  山下 愛楽ちゃん
やま  した あい   ら

2歳
（平島東）

お姉ちゃんになりました！

  瀧川 璃斗くん
たき  かわ り     と

1歳
（五之三町）
我が家の癒し系！

  伊藤 丈太郎くん
い   とう　 じょう  た   ろう

1歳
（前ケ須町）
我が家の癒し系

  滝本 圭司くん
 たき  もと けい   し

3歳
（鯏浦町）

皆を笑顔にする天才！宝物です♡

※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　9月7日(月)～14日(月)【必着】
▼対 象 者　11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）

　子どもたちにとって給食は、とても楽しい時
間です。年長の誕生児が誕生会のメニューを決
めたり、行事の時は、日本の伝統的な食文化が
伝わるような献立にしたりする中で『食』への
関心が持てるよう工夫しています。
　給食に出てきたミニトマトを食べながら「畑
のミニトマト赤くなってきたよ。」と話をする
子どもたち。野菜を育て、収穫する経験を通し
て食べ物への興味が深まります。また、給食に
出てくる食材を赤・黄・緑の栄養素ごとに分け
てわかりやすく知らせ、肉や野菜、ご飯などを
バランスよく食べる事で体が丈夫に元気になる
ことを伝えています。
　保育所生活の中で、食事の前にはしっかり手
洗いうがいをすることを身に付け、豊かな
『食』の経験を積み重ねながら、健康的な体づ
くりの基礎が出来るよう取り組んでいきたいと
思います。

うれしいね

楽しく食べて元気いっぱい‼

保育
のひろば

栄 南 保 育 所

お野菜
食べれるよ

指の先まで
しっかり洗うよ！

バイキン
やっつけよう！

お水いっぱいかけてあげよ

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

9月29日（火）
16：00～

9月19日（土）
14：00～
16：00

9月26日（土）
14：00～
16：00

9月12日（土）
14：00～
16：00

9月19日（土）
14：00～
16：00

9月19日（土）
14：00～
16：00

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）

じどうかんであそぼう
（１歳以上～
未就園児対象）
毎週水曜日

10：30～ 11：00

児童館だより 9月1日～10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。

ぼくたちが決めたメニューだよ！

ミニトマト赤くなってきたよ

なんでも食べると
元気いっぱいに

なるよ

みどりの
おやさいも
食べてね
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このコーナーでは、弥富市の
まだまだ知られざる歴史について、
弥富ふるさとガイドボランティアが
紹介していきます。

電車などの中では、
会話を控えめに
しましょう。

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！ 

③　気温・湿度の高い中でのマスク着用は熱中症にかかりやすくなります。外で人と十分な距離（２メートル以上）を確保できる場合には、マスクを外してもかまいません。 答 え

問題 新型コロナウイルス感染防止で正しくない行動はどれでしょうか

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 P12 の下をご覧ください。

❶ ❷ ❸
暑い日に、

外で運動する時も、
マスクをつける。

運動不足の解消のため、
すいた時間に公園で
運動をする。

▲琉球朝顔
（オーシャンブルー）

危険物災害予防車両パレード

危険物災害防止を啓発する広報車両

市建設業協力会による防災訓練

建設部防災訓練
　7 月 7 日、平島町および東末広地内にて、市と市建設業協力会に
よる防災訓練が行われました。この訓練は、集中豪雨などによる湛
水被害に対する防災体制の確立や住民生活の被害を最小限にとどめ
ることを目的に行われました。平島町地内では、水中ポンプや操作
盤、発電機を設置し、実際に排水訓練を行い、東末広地内では、発
電機を用いた停電時における下水処理場の稼働訓練を行いました。

　6 月 2 日、市役所にて、海部南部危険物安全協会によ
る危険物災害予防車両パレードが行われました。　　　
　この取り組みは、6 月の危険物安全週間に伴い、危険
物の保安に対する意識の高揚と啓発を推進するために行
われました。

　織田信長との戦乱後の天正年間、服部家の初代正友は荷之上に居を構えました。
そして、離散していた百姓らを集めて村の再興に尽力しました。
　服部家は江戸時代には代々近郷の総庄屋を務めた旧家で、尾張藩より苗字帯刀を
許されていました。また、尾張津島天王祭の朝祭
では「市江車」の車屋をつかさどっています。
　現在残っている主屋は 400 年以上前の天正年間
に建てられたと伝わっていて、県内でも有数の古
い民家です。昭和 49 年に主屋のほか表門、離れ
座敷、文庫蔵などが国の重要文化財に指定されて
います。
　　　　
※見学には予約が必要です。歴史民俗資料館まで
お問い合せください。

金魚すくいに挑戦する子どもたち

来賓の皆さんによるテープカット

やとみ金魚すくい
　7 月 21 日、28 日、市内保育所にて、やとみ金
魚すくいが行われました。
　これは、弥富金魚漁業協同組合の協力のもと、毎
年子どもたちに「弥富金魚」に親しんでもらうための
イベントです。
　子どもたちは、大小さまざまな金魚に悪戦苦闘し
ながら楽しそうに金魚すくいをしました。一番大き
い金魚に挑戦し見事すくえた子どもたちはとても嬉
しそうでした。

あいち米初出荷式
　8 月 11 日、JA あいち海部鍋田支店集出荷場に
て、令和 2 年産あいち米初出荷式が行われました。
　市は、昭和 34 年 9 月に発生した伊勢湾台風で
大きな被害を受けたことから、台風シーズンにな
る前に刈り取る「早場米」が盛んに行われ、県下ト
ップで出荷されます。
　今年は、7 月中旬の大雨や長梅雨による日照不足
により、収穫・品質への影響が心配されましたが、
生産者の栽培努力、品質管理の結果、作柄は平年
並みで品質は良好とのことでした。

▲服部家住宅

やとみ 歴 史 探 訪
服部家住宅
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休休館日・運休行事予定カレンダー月9
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。

1 4 52 3

6 7 8 11 129 10

13 15 18 1916 17

20 21 22 25 2623 24

27 28 29 30

※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。

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。

令和2年9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

日・祝

平
日
夜
間
お
よ
び
休
日

（
土
・
日
・
祝
日
）

内
科
・
小
児
科
歯
科
外
科

薬
な
ど

9：00～ 11：30
14：00～ 16：30

9：00～ 11：30
13：00～ 16：30

9：00～ 17：00

当面の間、休診 　新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、
内科および小児科については、当面の間、

平日夜間と土曜日は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まで

海部地区急病診療所（☎25－5210）
（津島市莪原町字郷西 37）
http://amaq.sakura.ne.jp

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・大治町の市外局番は 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

もりや整形外科
（あま市）
☎445－3711

奥村整形外科
（大治町）
☎445－5667

小林クリニック
（あま市）
☎444－4500

こじま整形外科
（愛西市）
☎25－9911

森整形外科クリニック
（あま市）
☎445－5050

奥村クリニック
（津島市）
☎22－2600

休きんちゃんバス

休きんちゃんバス

休きんちゃんバス

休きんちゃんバス

休図書館

休図書館

休きんちゃんバス
休図書館 休きんちゃんバス

休図書館

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

司法書士による相続・
登記相談(予約制）
(十四山総合福祉センター)
13：00～15：00

生活自立支援相談
（市役所）
9：00～12：00

社会保険労務士による
ねんきん相談（予約制）
（市役所）
10：00～16：00

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

中村年金事務所による
年金相談（予約制）
（市役所）
10：00～15：00

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

≪納期限≫
国民健康保険税 3期
介護保険料 3期
後期高齢者医療保険料 3期

14

敬老の日 秋分の日

下水道の日

下水道の日作品展（市役所）

下水道の日作品展（市役所）

下水道の日作品展（市役所）

下水道の日作品展（市役所）

下水道の日作品展
（市役所）

～ご応募お待ちしております～
8020・7021表彰

▼8020・7021表彰協力指定医療機関

５２－３５８２
６７－６４８０
６５－５５５１
５２－１５６７
６８－２２４４
５５－８８１４

コヤマ歯科医院
さくら歯科医院
佐藤歯科医院
十四山歯科
すずき歯科

たなか歯科クリニック

６７－１７２１
６７－５４０８
６７－０８７６
６５－０７００
６５－２５００

彦坂歯科医院
むらせ歯科
安井歯科医院

弥富デンタルクリニック
Y.C. デンタルクリニック

６５－８１４８
６５－３８６６
６８－８１８８
６５－０５０８
６６－２２２０
６７－１１８８

あおき歯科
伊藤歯科医院
大藤歯科医院
片岡歯科医院
加藤歯科医院
川瀬歯科医院

電話番号歯科医院名電話番号歯科医院名電話番号歯科医院名

表彰方法
①歯の検査後、歯科医院より市役所健康推進課へ推薦されます。
②表彰対象者には、２か月程度で市役所健康推進課よりご案内が届きます。
③賞状および記念品は後日、歯科医院でお受け取りください。

９月１日 (火 )～１２月１５日 (火 )検査実施期間

応募方法

対象となる方

７０２１表彰８０２０表彰
市に住民票のある昭和 16年 3月31日以前に生
まれた方（令和 3年 3月31日に80歳以上の方）
で、歯が 20本以上ある方。
※過去に表彰された方は対象となりません。
（7021で表彰された方は対象となります。)

市に住民票のある昭和 16 年 4 月 1日～昭和26
年3月31日までに生まれた方（令和3年3月31
日に 70 歳から 79 歳までの方）で、歯が 21本以
上ある方。
※過去に表彰された方は対象となりません。

８０２０・７０２１表彰協力指定医療機関に予約のうえ、受診してください。
　●無料で歯の検査を行ないます。
　●保険証等身分を確認できるものをお持ちください。
　●応募用紙は、協力指定医療機関にあります。

はっさん会、くるま座講座、元気塾のご案内

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問合先

その他

内容

対象者

総合福祉センター総合福祉センター場所

【火曜日】 午後１時３０分～２時３０分
 十四山総合福祉センター
【水曜日】 午後１時３０分～２時３０分
 いこいの里
【金曜日】 午前１１時～正午
 総合福祉センター

9月は２６日（土）
１０月以降は第１土曜日（予定）
午前１０時～１１時３０分（祝日は休み）

とき

元気塾くるま座講座はっさん会

認知症の方（かもしれない方含
む）を介護している市内在住の方

市内在勤在住、市内でボランテ
ィアしたいと思う成人

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、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。

市の状況を紹介しながら、どうし
たらご自身やご近所の方々が安
心して暮らすことができるかを一
緒に考えていただく講座です。

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
のケアマネジャーへご連絡くださ
い。

▼注意事項
予約・定員制となりました。予約がない場
合は参加できません。市役所介護高齢課
までご連絡ください。

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、当日、自宅で体温測定、マスクを着用しご参加ください。会場玄関に
て手指のアルコール消毒をお願いします。また、体調不良時は参加を控えてください。

申し込み不要
直接会場へお越しください。

市内在住、概ね６０歳以上

健康運動指導士による健康体操教室
▼持ち物
マスク
水分補給用ドリンク類
汗拭き用タオル
運動しやすい服装でご参加ください

毎月第３土曜日
午前１０時～１１時３０分
（祝日は休み）

※協力指定医療機関とは、海部歯科医師会加入歯科医院のことです。
     市役所健康推進課（内線 312）
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【海龍】
　初めて実物を見て、その大きさにびっくりしました。その先端には、６００ｋｇの爆
弾がついていて、下に２本の魚雷がついている２人乗りの特攻兵器です。目標の艦
艇に向けて2本の魚雷を打った後、「海龍」本体でも突入するという、生きて帰ること
ができない兵器です。
　よく観察すると、後方に穴が開いていました。当時は鉄などの資材が不足してい
て、粗悪な質の低い鉄を使っていたからだそうです。
　実戦では使用されなかったのですが、操縦する人は、初めは１０～２０代で若いが
経験が豊富な人たちでした。途中から３０～４０代ですが、初めて兵隊になった人た
ちになっていったそうです。また、「海龍」の製作工程も雑になっていき、品質の低下
で不発のものが増えたそうです。
【回天】
　人間魚雷の「回天」は戦争中の兵器で有名なものです。水中を進む爆弾である魚
雷をもとにした兵器で１人が乗り込み操縦し、目標とする艦艇に体当たりをする特攻
兵器です。片道分の燃料しか積まれていません。
　途中で燃料が切れて、そのまま沈んでしまったものや、作りが雑だったため、中
に水が入ってきて途中で沈んでしまったものなどがたくさんありました。
　特攻で亡くなった方の多くが１０～２０代の若い人たちだったそうです。
【感想】
　僕は今回の広島研修を通して、戦争の恐ろしさを感じることができました。これら生きて帰ることができない兵器を操縦
した人は、１０代～２０代の若い人が多く、未来ある人たちでした。もし、戦争がなければこの人たちは命を落とさずにすん
だのではないでしょうか。戦争はたくさんの人の幸せや命を奪い、平和を壊してしまいます。だからこそ、戦争は２度と起
こしてはいけないと感じました。
　広島研修を通して、今生きていることや、普通に生活ができていることに感謝することができました。そして、平和な世
界を自分たちの手で切り開いていけたらなと思いました。武器のない平和な世界になってほしいです。

悲劇と平和
弥富中学校　若畑 和樹

【平和の音色】
　「原爆が落ちた後、家に戻るとピアノが立っていた。」と聞いて、すごく驚きま
した。他の家などは全部つぶれてしまったのに、その家とピアノが無事だった
のは奇跡だと思いました。
　演奏を聞いて、音楽には人の気持ちを動かす力があることを改めて感じまし
た。被爆を体験したピアノだからこそ伝えられる平和の音色をこれからも響か
せ続けてほしいと思いました。
【平和記念資料館】
　私は資料館でたくさんの遺書や遺品、戦時中の写真を見ました。
　遺書は大きな紙に書いた長い文章もあれば、手帳に書いた短い
文章もあり、さまざまでしたが、それには私が思っていたような反
戦の気持ちが書いてありました。遺品の服は、布が黒く焦げたり、
破れたりしていました。しげるくんのお弁当の中の麦ごはんも真っ
黒のつぶつぶになっていました。戦時中の写真も笑顔で写ってい
る写真はなく、みんな悲しそうな顔をしているように見えました。
　毎日厳しく制限された生活しかできずに、病気や怪我で苦しんだ
り、人が亡くなったりするのが当たり前の生活で、ニコリと笑うことすらできなかったのかなと思いました。だか
ら、今こうして平和でニコニコ笑っていられることにも感謝したいなと思いました。
【感想】
　私は戦争の話を聞く中で、「戦争は人が死ぬだけじゃなくて、その人の趣味や大切な物も奪うんだよ」と教えてい
ただきました。私は人が生きる理由や楽しみの１つに自分の趣味をする時間、幸せだと思える時間があると思いま
す。でも、戦争をすれば、目には見えないけど、すごく大切な物までも全部なくなります。
　広島研修に行って、今当然のようにある「平和」がどれだけ素晴らしいものなのかを感じることができました。
そして、平和がこれからも続いてほしいと強く思いました。

平和のために
弥富中学校　加藤 紗千

修研島広歴史民俗資料館

　おみよし松と立田輪中人造堰樋門は、現地で
写真を撮影して資料館で見せると「文化遺産カ
ード」が無料でもらえます。詳しくは、「文化遺
産カード」の公式ホームページをご覧ください。
　なお、弥富ふるさとガイドは新型コロナウイ
ルス感染症をめぐる状況が落ち着いたら再開し
ますので、ぜひご利用ください。

教育の広場

水郷・弥富の文化財

「文化遺産カード」配布中！「文化遺産カード」配布中！

　資料館の近くには、水のまち・弥富らしい文
化財がたくさんあります。館内で配布している
文化財マップを手に、健康のために楽しく歩い
てみませんか。
　筏大橋の近くの「ふたつやの渡し」の碑は、か
つてこの場所が木曽川の渡し場であったことを
記念したものです。江戸時代の終わり、「ふたつ
やの渡し」のある前ケ須宿に商人が金魚を持ち
こんだのが弥富金魚の始まりといわれます。
　日の出小学校の近くにある「おみよし松」は、
約 370 年前の新田開発の頃に植えられたと伝
わる大きなクロマツです。すぐそばの筏川に天
王祭の「みよし舟」が流れ着いたことが名前の由
来です。
　「おみよし松」のそばには、山口誓子の俳句
「金魚田の中に人住む家があり」の碑がありま
す。また、山口誓子の金魚の句碑は桜大橋の脇
にもあります。

　「立田輪中人造堰樋門」は、明治時代に立田
（現愛西市）の水利組合が輪中の排水のために作
った樋門で、人造石を使い丈夫に作られている
貴重な近代遺産です。

たつたわじゅうじんぞうせきひもん
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2020

9
「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

　国勢調査は、我が国に住んでい
るすべての人と世帯を対象とする
５年に１度の国の最も重要な統計
調査です。
　国や地方公共団体の政治・行政
において利用されることはもとよ
り、民間企業や研究機関でも広く
利用され、そのような利用を通じ
て国民生活に役立てられています。
▼調査期日　令和 2 年 10 月 1 日
　現在で実施します。
▼調査対象　令和 2 年 10 月 1 日
現在、日本国内に住んでいるす
べての人（外国人を含む）および
世帯が対象です。

▼調査事項　世帯員および世帯に
ついて調査を行います。

▼調査書類の配布と回答方法
　皆様方と国勢調査員の安心・安
全を確保するため、新型コロナ
ウイルス感染症の発生と感染拡
大を防止し、次のようにできる
限り対面しない方向で行うよう
にしたいと考えています。

 ・国勢調査員が９月中旬から各家
庭を訪問し、調査の趣旨などの
説明は原則インターホン越しに
行い、調査書類は郵便受け・ド
アポストなどに入れて配布しま
す。

※対面での説明が必要な場合は、
一定の距離を保ちつつ簡潔に行
わせていただきます。

 ・世帯の皆様からいただく調査の
回答は 10 月 7 日までに、でき
る限りインターネットでお願い
します（郵送も可能です。）。

※総務省統計局所管の統計調査を
装った「かたり調査」にご注意く

ださい。
　市役所商工観光課
　（内線 244・245）

　民生委員・児童委員が次のとお
り代わりましたので、お知らせし
ます。

 

　【民生委員に関すること】
　市役所福祉課（内線164・165）
　【児童委員に関すること】
　市役所児童課（内線 151）

　交通事故などの第三者（自分以
外の人）によるケガや病気につい
ては、届出により国民健康保険で
治療を受けることができます。保
険証を使って治療を受ける時は、
必ず届出を提出してください。相
手のいない事故（自損事故など）の
場合も、届出が必要です。
　なお、自損事故で飲酒運転や無
免許運転などの悪質な交通法令違
反の場合は、給付対象にはなりま
せん。
　この届出を怠ると、国保税で賄
われている国保が損害を受けます
ので、速やかに届け出てください。
▼届出方法　次の書類と保険証、
印鑑、個人番号（マイナンバー）
カードまたは通知カード、本人
確認ができる書類を持参の上、
市役所保険年金課へ届け出てく
ださい。

①第三者行為による被害届
②事故発生状況報告書
③交通事故証明書
④念書（兼同意書）
※治療終了、転院、示談をすると
　きは知らせてください。
※負傷原因について尋ねる場合が
　あります。
　市役所保険年金課
　（内線 122・123）

※既に申請手続きがお済の方は、
　改めて手続きをしていただく必
　要はありません。
▼支給対象者
　戦没者等の死亡当時のご遺族で、
　令和２年４月１日（基準日）にお
　いて、「恩給法による公務扶助料」
　や「戦傷病者戦没者遺族等援護
　法による遺族年金」等を受ける
　方（戦没者等の妻や父母等）がい
　ない場合において、次の順番に
　よる先順位のご遺族お一人に対
　し、第十一回特別弔慰金が支給
　されます。
▼支給対象遺族の順位
⑴令和２年４月１日までに戦傷病
　者戦没者遺族等援護法による弔
　慰金の受給権を取得した方
⑵戦没者等の子
⑶戦没者等の①父母、②孫、③祖父
　母、④兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時、生計関係
　を有していること等の要件を満
　たしているかどうかにより、順
　番が入れ替わります。
⑷前記⑴から⑶以外の戦没者等の
　三親等内の親族（甥、姪等）
※戦没者等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

交通事故などによる傷病で
国民健康保険を使ったら届出を

令和２年国勢調査を
実施します

民生委員・児童委員が
代わりました

第十一回特別弔慰金の
請求について

※こちらに掲載している情報は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止または延期となる場合があります。

新任委員氏名

前任委員氏名

学区
白鳥

職
民生委員・児童委員

（敬称略）

藤田　千惠子
（令和２年６月１日付け、委嘱）

中村　勝枝

クリアファイル 100円

ピンバッチ 200円 ストラップ（ひも） 250円

ぬいぐるみ（つるし） 700円 ぬいぐるみ（中） 2,000円 イヤホンジャック 250円

シャープペン・ボールペン 350円

シール 200円 ミニタオル 200円

好評販売中！！
グッズ

弥富市マスコットキャラクター

好評販売中！！
グッズ

弥富市マスコットキャラクター

市役所商工観光課（内線２４４）
庁舎開庁日の午前８時３０分～午後５時１５分
市役所商工観光課２階④番窓口販売場所

販売時間
問い合わせ先

かわいい！
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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。

※こちらに掲載している情報は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止または延期となる場合があります。

　国勢調査は、我が国に住んでい
るすべての人と世帯を対象とする
５年に１度の国の最も重要な統計
調査です。
　国や地方公共団体の政治・行政
において利用されることはもとよ
り、民間企業や研究機関でも広く
利用され、そのような利用を通じ
て国民生活に役立てられています。
▼調査期日　令和 2 年 10 月 1 日
　現在で実施します。
▼調査対象　令和 2 年 10 月 1 日
現在、日本国内に住んでいるす
べての人（外国人を含む）および
世帯が対象です。

▼調査事項　世帯員および世帯に
ついて調査を行います。

▼調査書類の配布と回答方法
　皆様方と国勢調査員の安心・安
全を確保するため、新型コロナ
ウイルス感染症の発生と感染拡
大を防止し、次のようにできる
限り対面しない方向で行うよう
にしたいと考えています。

 ・国勢調査員が９月中旬から各家
庭を訪問し、調査の趣旨などの
説明は原則インターホン越しに
行い、調査書類は郵便受け・ド
アポストなどに入れて配布しま
す。

※対面での説明が必要な場合は、
一定の距離を保ちつつ簡潔に行
わせていただきます。

 ・世帯の皆様からいただく調査の
回答は 10 月 7 日までに、でき
る限りインターネットでお願い
します（郵送も可能です。）。

※総務省統計局所管の統計調査を
装った「かたり調査」にご注意く

ださい。
　市役所商工観光課
　（内線 244・245）

　民生委員・児童委員が次のとお
り代わりましたので、お知らせし
ます。

 

　【民生委員に関すること】
　市役所福祉課（内線164・165）
　【児童委員に関すること】
　市役所児童課（内線 151）

　交通事故などの第三者（自分以
外の人）によるケガや病気につい
ては、届出により国民健康保険で
治療を受けることができます。保
険証を使って治療を受ける時は、
必ず届出を提出してください。相
手のいない事故（自損事故など）の
場合も、届出が必要です。
　なお、自損事故で飲酒運転や無
免許運転などの悪質な交通法令違
反の場合は、給付対象にはなりま
せん。
　この届出を怠ると、国保税で賄
われている国保が損害を受けます
ので、速やかに届け出てください。
▼届出方法　次の書類と保険証、
印鑑、個人番号（マイナンバー）
カードまたは通知カード、本人
確認ができる書類を持参の上、
市役所保険年金課へ届け出てく
ださい。

①第三者行為による被害届
②事故発生状況報告書
③交通事故証明書
④念書（兼同意書）
※治療終了、転院、示談をすると
　きは知らせてください。
※負傷原因について尋ねる場合が
　あります。
　市役所保険年金課
　（内線 122・123）

※既に申請手続きがお済の方は、
　改めて手続きをしていただく必
　要はありません。
▼支給対象者
　戦没者等の死亡当時のご遺族で、
　令和２年４月１日（基準日）にお
　いて、「恩給法による公務扶助料」
　や「戦傷病者戦没者遺族等援護
　法による遺族年金」等を受ける
　方（戦没者等の妻や父母等）がい
　ない場合において、次の順番に
　よる先順位のご遺族お一人に対
　し、第十一回特別弔慰金が支給
　されます。
▼支給対象遺族の順位
⑴令和２年４月１日までに戦傷病
　者戦没者遺族等援護法による弔
　慰金の受給権を取得した方
⑵戦没者等の子
⑶戦没者等の①父母、②孫、③祖父
　母、④兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時、生計関係
　を有していること等の要件を満
　たしているかどうかにより、順
　番が入れ替わります。
⑷前記⑴から⑶以外の戦没者等の
　三親等内の親族（甥、姪等）
※戦没者等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。）
　・　市役所福祉課
　（内線 164・165）

　5月から延期していました定期
検査を実施します。
　計量器（はかり、分銅およびお
もり）を「取引又は証明」に使用す
る事業所は、2 年に 1 度検査を受
けることが計量法で義務づけられ
ています。検査は愛知県計量連合
会が行います。
　該当する計量器がありましたら
事前に申込みの上、受検してくだ
さい。
▼とき・ところ
10 月 8 日（木）
総合社会教育センター　1 階ロビー
10 月 9 日（金）
十四山支所　北側駐車場車庫
両日とも午前 10 時～正午、
午後 1 時～ 3 時

▼検査手数料
　計量器によって異なります。詳
しくは、愛知県計量連合会（☎
052－452－1821）へお尋ねく
ださい。
▼お願い　ご来場の際は、原則マ
スク着用をお願いします。な
お、マスクは各自でご用意をお
願いいたします。
▼その他　計量器の運搬が困難な
場合は申請の上、計量器の所在
場所で検査を受けることができ
ます（手数料は異なります。）。
　また、計量士による代検査に合
格した日が今回定期検査日以前
1 年以内のものは、検査が免除
されます。
　なお、次回（2 年後）の定期検査
の実施時期は 5 月に戻ります。
▼申込期限　9 月 30 日（水）
※延期前の 5 月 18 日および 19
日に申し込み済みの方は再度の

申し込みは必要ありません。
　・　市役所商工観光課
　（内線 243）

　10 月の法の日週間に合わせ、
司法書士による法律相談が開催さ
れます。
▼とき・ところ
①10 月２日（金）
　午前 10 時～午後３時　
　津島市生涯学習センター
　（津島市莪原町椋木５）
②10 月３日（土）
　午前 10 時～午後３時
　十四山総合福祉センター
▼相談内容
 ・土地や建物の相続、遺言、売買、
　贈与などに関すること
 ・株式会社設立や増資などの会社
　や法人に関すること
 ・供託手続き、訴訟書類の作成に
　関すること
※法律相談については 140 万円
　以下の民事紛争に限ります。
▼相談員　愛知県司法書士会会員
▼その他　予約が必要です。
　・　愛知県司法書士会
　☎（052）683－6686

▼と　き　10 月 17 日（土）
　午前 10時～正午、午後１時～３時
▼ところ
　津島市文化会館１階研修室
▼相談内容
　遺言・相続、農地転用・開発申
　請など許認可手続、戸籍手続、
　内容証明、会社定款、入管関係
▼相談員
　愛知県行政書士会海部支部会員
　愛知県行政書士会
　☎（052）931－4068

　海部津島・稲沢地区の県立学校
13校が、合同説明会を開催します。
▼と　き　10 月 25 日（日）
　午前 10 時～午後 3 時
　（入場退場自由）
▼ところ　愛知県立津島北高等学
　校（津島市又吉町）
※名鉄尾西線町方駅下車徒歩３分
※名鉄津島線津島駅下車徒歩 15分
▼内　容　各校ブースでの発表・
　展示並びに進路相談
※来場の際にはマスク着用、手指
　消毒などにご協力ください。
※台風接近など、当日の天候によっ
　ては中止となる場合があります。
　海翔高校　　☎52－3061
　津島北高校　☎28－3414

　いこいの里では、海部地区環境
事務組合の施設点検整備のため給
湯ができません。このため、次の
期間においてお風呂がご利用でき
ませんので、ご理解、ご協力をお
願いします。なお、カラオケ、卓
球室などはご利用いただけます。
▼休止期間
　10 月 6 日（火）～ 10 日（土）
　いこいの里
　☎69－1600

　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。
　新型コロナウイルス感染防止の
ため、講習会およびトレーニング
室をご利用いただける方について

は、当面の間、市内在住の方のみ
とさせていただきます。
　また、各種制限や注意事項があ
りますので、ご利用する際は、必
ず「感染症対策特設サイト」にてご
確認いただくか、直接お問い合わ
せください。
▼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
　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

　愛知県手帳、あいち県勢要覧、
愛知県地図（白地図）の予約申し込
みを受け付けます。
▼価格および体裁
①2021 年版愛知県手帳
　1 冊 600 円（税込み）
　縦 15cm× 横 9cm、黒色カバ
　ー版と赤色カバー版の２種類
②あいち県勢要覧
　1 部 300 円（税込み）
　A1判（折り畳みサイズでA5版）、
　両面カラー
　県の概要、県内市区町村の現勢、
　17 万分の 1
③愛知県地図（白地図）
　1 部 200 円（税込み）
　A1 判
▼申込期限　9 月 28 日（月）
※期限までに申し込みいただけな
かった場合には、県統計協会に
直接お申し込みください。県統

計協会電話（052）954－6101
▼申込方法
市役所商工観光課に備え付けの
申込書に記入のうえ、代金を添
えてお申し込みください。

▼お渡し時期　11 月頃予定
商品が届き次第ご連絡します。
領収書を持参のうえ、市役所商
工観光課までお越しください。

　市役所商工観光課
　（内線 244・245）

　奇数月に開催しているフリース
ペース『なごみの会』につきまして
は新型コロナウイルス感染拡大防
止と、ご参加される皆さんの健康
や安全を第一に考え、開催を中止
とさせていただきます。開催を楽
しみにされていた皆さんには大変
ご迷惑をおかけしますが、ご理解
の程、宜しくお願いします。
　市社会福祉協議会
　☎65－3724

　ささえあいセンターは、生活の
援助を受けたい人（利用会員）に対
して、生活の援助ができる人（協
力会員）が、介護保険サービスや
障がい者福祉サービスでは、でき
ないことをお手伝いする、助け合
いの組織です。
▼職務内容
①コーディネイト業務（利用会員
の困り事、要望を聞いたのちに、
協力会員を手配してサービスに
繋げる。）

②一般事務
▼給　与　時給　1,145 円～
▼応募資格　普通自動車運転免許
証を持っている方

▼応募条件
福祉施設などで相談業務に従事
した経験のある方または、社会

福祉士または介護福祉士の資格
のある方

▼応募方法
9 月 18 日（金）までに履歴書を
市役所介護高齢課へ提出してく
ださい。

▼選　考　面接
　（面接日時は後日連絡します。）
▼勤務時間
　午前 8 時 30 分～午後 5 時
　（相談可）、週 5 日
▼休　日　土、日曜日・祝日、年
末年始

▼待　遇　交通費規定内支給、車
通勤可、福利厚生有

　・　市役所介護高齢課
　（内線 174、175）

〔令和 2 年度 後期会員募集〕 
9 月 1 日より受付開始！
　ヨガ教室・中高年健康体操・休
日のヨガなど 10 種目で活動中！
詳細は、9 月 1 日各戸配布のクラ
ブニュースにてご確認ください。
　NPO 法人やとみスポーツクラ
　ブ事務局
　☎67－6021

　雷や台風などで切れた電線は、
感電の恐れがあります。
　切れた電線を見つけたら、電線
に触ったり近づいたりしないで、
お近くの中部電力パワーグリッド
までご連絡ください。
　中部電力パワーグリッド ( 株 ) 
　港営業所
　☎（0120）929－309

特定計量器定期検査の
お知らせ

2021 年版
愛知県手帳等予約申込

弥富市ささえあいセンター
コーディネーター職員募集

ＮＰＯ法人やとみスポーツ
クラブからお知らせ

切れた電線を見つけたら
すぐにご連絡を！

フリースペース『なごみの会』
の開催中止について

十四山スポーツセンター
トレーニング講習会９月の予定

いこいの里のお風呂休止
について

司法書士無料法律相談

行政書士無料相談会

県立学校合同説明会

①１０：００～ ②１４：３０～ ③１８：３０～
２回目１回目日　程

（金）
（土）
（日）
（金）
（土）
（木）
（土）
（日）
（土）
（日）

②
②
①
②
②
②
②
①
②
①

③
③
②
③
③
③
③
②
③
②

4日
5日
6日
11日
12日
17日
19日
20日
26日
27日

募集します
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弥富市に
▼竹川　常夫　様

金1００，０００円
▼ユニー株式会社　
　ピアゴ十四山店　様

金６９，５４７円

市社会福祉協議会に
▼匿名　様　　　金３，０００円
▼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５，４７５円
▼海野　寿美　様

金１，０００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。

中部国際空港の感染症対策の取り組みと
お客様へのお願い

生涯学習講座再開のお知らせ

生涯学習課所管事業の中止のお知らせ

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。

♥ 寄　付 ♥

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

9 / 1 ～ 10 / 10 新しく入った本

■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。

憂き夜に花を
吉川　永青 / 著

秘密のノート
ジョー・コットリル / 著

おいしくて泣くとき
森沢　明夫 / 著

図 書 名 筆 者 名
●おいしくて泣くとき
●憂き夜に花を
●秘密のノート
●稚児桜　能楽ものがたり
●縄紋
●月の客
●少年と犬
●遺品博物館
●なぜ僕らは働くのか
●世界のはての少年

森沢　明夫
吉川　永青
ジョー・コットリル
澤田　瞳子
真梨　幸子
山下　澄人
馳　星周
太田　忠司
池上　彰
ジェラルディン・マコックラン

■よつば読書会　
あなたも参加してみませんか？

▼と　き　　9月12日(土)　１０：００～正午

▼ところ　　図書館

▼テキスト　「朝が来る」(辻村　深月/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!!!

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

受賞おめでとうございます
◆第５１回愛知県青少年育成県民会議
　青少年団体等表彰受賞おめでとうございます。
長年にわたり、子どもたちに野球を教えることに尽力してきた功績を称え、弥富市ス

ポーツ少年団軟式野球連盟会長 竹内克則さんが受賞されました。

　新型コロナウイルス感染拡大防止のため、空港での取り組みやお客
様へのお願いを「新しい空港利用の11のポイント」としてご案内してお
ります。空港をご利用のお客様は事前にご確認いただき、感染拡大防止
へのご理解とご協力をお願いいたします。みなさんに、安心して空港・
航空機をご利用していただけるよう今後とも努めてまいります。
　詳細は中部国際空港公式ウェブ
サイトでご確認ください。
　https://www.centrair.jp/
　covid-19/prevention.html

　新型コロナウイルス感染拡大防止のため生涯学習講座を中止・延期しておりましたが、９月申し込み開始の
生涯学習講座につきましては、下表の通り開催する予定です。

９月１９日（土）～10名

Ａ－1コース
１０月３１日（土）・１１月１日（日）
９：００～１２：００　全２回

Ａ－２コース
１１月２６日（木）・２７日（金）
１３：３０～１６：３０　全２回

パソコン教室
＜Ｗｏｒｄ・Ｅｘｃｅｌ編＞

９月６日（日）～10名

Ｃ－１コース
１０月３日（土）・４日（日）
９：００～12：００　全２回

Ｃ－２コース
１０月１５日（木）・１６日（金）
１３：３０～１６：３０　全２回

パソコン教室
＜スクラッチ編＞

９月１０日（木）～18名10月8日（木）
10：00～11：30

歴史講話
「大河ドラマがよくわかる？」

９月２７日（日）～18名10月25日（日）
10：00～11：30

快適で笑顔の暮らしにつながる
家族＆親子で楽家事

（かたづけ・そうじ）講座

９月５日（土）～10名10月10日（土）・11日（日）
9：30～11：30　全2回

パソコン教室
（スクラッチ②）

受付開始日

総合社会教育
センター

開催場所・受付場所定員開催日程講座名

文化広場市民グランド中止１０月２９日（木）
１０月３０日（金）（予備日）市ゲートボール大会

富浜緑地テニスコート中止１０月１８日（日）
１０月２５日（日）（予備日）市テニス大会

総合社会教育センター中止１０月１８日(日）市バレーボール大会（６人制・女子９人制）

実施場所中止開催日行事名

　新型コロナウイルス感染拡大防止のため下表の大会を中止いたします。
また、10月以降の事業の申し込み受付・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窓口な
どでご確認ください。

▼受付時間　【火～土曜日】午前９時～午後９時　【日・祝日】午前９時～午後５時
　・　 市役所生涯学習課（総合社会教育センター）

　新型コロナウイルス感染防止と皆さまの健康確保を優先させていただくた
め、図書館サービスを制限しております。図書館の開館時間およびサービス
については、随時、図書館ホームページでお知らせします。
　状況によっては、再度、臨時休館や時間を短縮しての開館となる場合があ
ります。
　利用者の皆さまには、大変ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお
願いします。
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市役所健康推進課（内線 311～ 317）

だよりだより9月

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、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で
ご案内します。

1歳6～7か月頃のお子さん
を対象に個別通知します。

・対象月でも人数調整のため翌月に 
　変更することがあります。
・お子さんの誕生日により、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。

3歳1～2か月頃のお子さん
を対象に個別通知します。

平成30年9月出生児

母子保健 受付時間 対象者 内容など 場　所実施日

30日（水）

1日（火）
8日（火）

7日（月）
28日（月）

今年度の教室は中止させていただきます。
webにて動画をアップ予定です。

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

13：00～14：00

9：30～ 10：15

13：00～14：00

1歳児親子教室

離乳食講習会

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、祝日を除く）
8:30～15:00

不定期（土・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、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、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。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）

17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。
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

※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拡大防止により、電話対応となることがあります。

※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、歯科指定医療機関にご確認ください。

～第１５０回～

口内フローラという言葉を
ご存知でしょうか。

9 月号 その 457

　「結核」は過去の病気ではありません。現在でも
全国で年間約16,000人、愛知県では約1,200人
が発病しています。
　結核とは、結核菌によって主に肺に炎症が起こ
る感染症で、最初は風邪に似た症状で始まります。
せき・たんが止まらず、微熱や身体のだるさが２週
間以上続く症状があるときは要注意です。体重減
少、食欲がなくなる、寝汗をかくなどの症状が現れ
たり、病気が進行すると血の混じった痰が出始め、
さらには喀血（咳とともに血が出る）といった症状
が出てきます。ひどくなると結核菌が増殖し、肺に
穴をあけて呼吸困難などの機能不全により生命
の危機を招くことになります。

※65歳以上の方は、肺がん検診が結核検診を
　兼ねていますので、ぜひ受診してください。

9月は健康増進普及月間です。
1に運動、2に食事、しっかり禁煙  最後にクスリ

～健康寿命の延伸～

９月２４日から３０日は、
「結核予防週間」です。

検診の受け方

集団検診
（バス検診）

検診内容

※胃がん検診の内視鏡検査は、2年に1度の隔年受診です。今年度受けると、翌年度は胃がん検診（内視鏡検査、バリウム検査
　とも）を受けることはできません。

がん検診

がん検診の予約・受診には、がん検診等受診券が必要です。（がん検診等受診券がないと受診できません）
　対象の方（20歳以上の女性市民、40歳以上の男性市民）には、5月に郵送しましたので、がん検診の予約・受診の際は毎回お忘
れないようお持ちください。紛失された場合は再発行しますので、健康推進課までお問い合わせください。

10月31日(土)
まで

※海南病院は
10月30日（金）まで

10月23日(金)
まで

※海南病院は
10月16日（金）まで

がん検診等受診券、
保険証、検診料

持ち物 検診の受け方

●個別がん（胃・肺・大腸・
　前立腺・子宮・乳がん）
　検診
●肝炎ウイルス検診

保健センターおよびバスにて集団検診を実施しています。定員になり次第申し込みを終了します。
希望される方は日程・空き状況を健康推進課までお問い合わせください。

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。

海部医師会等指定
医療機関および海
南病院(子宮・乳が
ん)

検診内容 検診期間 検診場所申込期間

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

　口の中には500種以上、1000億個以上の細菌や微生
物が生息しており、その細菌の集団のことを口内フロー
ラと呼んでいます。その細菌の集団は体にとって良い菌と
悪い菌がバランスを保って口の中に存在していますが、
それらの中に含まれている悪玉菌という体に悪い影響を
及ぼす細菌が口の中に多く増えてしまうと、虫歯や歯周
病の原因になります。さらに、悪玉菌が増えると虫歯や歯
周病の部位から悪玉菌が侵入し、血管に入り動脈硬化な
ど生活習慣病の原因となり、がんや糖尿病のリスクも高
まります。このようなリスクを防ぐためにも口内フローラ
のバランスを整えることが大切です。口内フローラのバラ
ンスを整えるには歯磨きが特に重要です。歯と歯の隙間
は歯ブラシで磨くことは難しいので歯間ブラシやデンタ
ルフロスを使うことを推奨しています。就寝前にきちんと
歯磨きをしておくことが大切です。就寝中に口の中の細
菌が増えるためその前に出来るだけ細菌の数を減らして
おくことが必要です。また、就寝中にも菌は繁殖するので
朝起きたらよくうがいをして歯を磨く習慣をつけると良い
です。また、歯だけでなく舌にも菌は潜んでいて、特に舌
苔と呼ばれる舌の表面についた細菌の塊は口臭の原因
にもなるため、舌ブラシでケアするとよ
り良いです。また、唾液には口の中を綺
麗にする作用があるので乾燥に注意し
て下さい。口の中の状態で気になること
があれば、生活習慣病にも繋がらない
ためにも早めの受診をおすすめします。

（海部歯科医師会）

①適度な運動
②十分な睡眠
③バランスの良い食事
④定期的な健診で早期発見※
⑤BCG接種

結核予防のために
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編集
後
記 ｂｙきんちゃん

　イベントや行事の中止が多く、いつもと違う夏。いつもとかわらず暑い夏。特別なかわらない夏の中
で、新しい、日常の中に幸せを見つけてみてはどうでしょうか。

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」を発行しています。
「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。
※1種、2種、4種広告は、令和3年4月号まで受け付けています。

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）
※10月号のみ受け付けています

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 有料広告

有料広告

シール
こころとからだケア

・・・
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 感染防止対策
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