
生涯学習講座再開のお知らせ

スポーツ大会に参加しませんか

▼ところ　総合社会教育センター
▼対象者　一般
▼定　員　６名
※15 名から変更になりました。
▼料　金　1,200 円（材料費）
▼申込方法　10 月９日（金）午前
　９時 15 分から総合社会教育セ
　ンターで整理券を配付します。
　午前９時 30 分の時点で定員を
　超えた場合は、抽選を行います。
※電話での受け付けは行いません。
　市役所生涯学習課
　（総合社会教育センター）

　11 月 1 日（日）、名古屋・熱田
神宮から三重・伊勢神宮までの
106.8km で「全日本大学駅伝対校
選手権大会」が開催されます。
　当日は国道 23 号線などで交通
規制を実施します。なお、新型コ
ロナウイルス感染症拡大防止のた
め、沿道での観戦、応援の自粛を
お願いいたします。
　詳しくは、大会ホームページを
ご覧ください。ご迷惑をおかけし
ますが、ご理解とご協力のほど、
よろしくお願い致します。
　全日本大学駅伝大会事務局
　☎（052）222－5926
　　https://daigaku-ekiden.com/

※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

毎年 10 月を「クリーン排水推
進月間」および「浄化槽強調月間」
と定め、家庭での生活排水対策や
浄化槽の適正管理などを呼びかけ
ています。
●身近な生活排水対策
・食べ残し、飲み残しを減らす
・三角コーナーや水切りネットで
　汚れを取り除く
・食器や鍋は目立つ汚れを新聞紙
　などで拭き取ってから洗う
・洗剤は適量を使う
●浄化槽の適正な管理
　浄化槽を管理する方は、法令に
　より保守点検・清掃を実施し、
　法定検査を受けなければなりま
　せん。
　市役所環境課（内線 233）

青く生い茂っていた草は徐々に
枯れ始め、燃えやすい状態となり
ます。そのまま放置しておくと、
たばこの投げ捨てなどの小さな火
がきっかけとなって、大火災にな
るおそれもありますので、早めに
処理をお願いします。
また、家の周りに燃えやすいも
のを置かないようにしましょう。
　海部南部消防本部
　☎52－0119（代表）

建物の外壁工事中に、作業して
いた方が感電する事故が立て続け
に発生しています。
外壁工事などで電線付近を作業
する際には、電線が防護されてい
るかを必ず確認してください。
危険と思われたら、最寄りの中
部電力パワーグリッドまで相談を
お願いします。
　中部電力パワーグリッド港営業所
　☎（0120）929－309

介護に興味・関心があり勉強し
てみたい方や介護事業所で働いて
みたい方を対象とした、研修を実
施します。研修終了後は、あいち
介護サポーターバンクに登録し、
条件が合致した場合に介護事業所
で就業いただくことも可能です。
▼と　き　
　（基礎講座）11 月 24 日（火）
　午後１時 30 分～４時 30 分
　（入門講座）12 月 1 日（火）、
　8 日（火）、15 日（火）午前９時
30 分～午後４時 30 分
※いずれかの講座のみ受講も可。

医療機関などで医療費の一部負
担金の支払いが困難になった場合、
一部負担金の減免または徴収猶予
を一定期間受けられる制度です。
▼対象となる場合
①震災・風水害・火災などの災害
　により、死亡した・障がい者に
　なった・資産に大きな損害を受
　けたとき
②干ばつ・冷害・霜害などにより
　農産物が不作で収入が著しく減
　少したとき
③事業・業務の休廃止、失業など
　により収入が著しく減少したとき
④上記事由に類する事由があった
　とき
▼対象となる方
　次の要件を満たす方
・資産、能力の活用を図っても生
　活を維持できない方
・原則、国民健康保険税を滞納し
　ていない方
▼その他
・原則、減免などを受ける場合は
　事前に申請が必要です。
・上記の要件に該当する方でも、
　世帯の所得状況や他の要件によ
　って該当しない場合があります。
　減免期間や減免額など、詳細に
　ついては市役所保険年金課まで
　ご相談ください。
　市役所保険年金課
　（内線 122・123）

▼と　き　
　11月 16 日（月）午前 9時 30 分
※9 時 15 分～受付開始
▼ところ　
　保健センター（市役所 3 階）
▼対象者　30 歳～ 74 歳の市民
　の方で、特定健診（30 代健診）
　を受診した方
▼内　容　特定健診の検査項目の
　解説、生活習慣予防と食生活の
　ポイントなど
▼申込方法
　10月20日（火）～11月6日（金）に、

　市役所健康推進課へ電話で申し
　込みください。
　市役所健康推進課（内線 316）

▼と　き　10 月 15 日（木）
午後 1 時 30 分～ 3 時 30 分

▼ところ　津島保健所
（津島市橘町４丁目 50－２）
▼対　象　アルコールが原因の健
　康問題にお悩みのご本人もしく
　はご家族
▼申込方法　10月 13日（火）まで
　にご連絡ください ( 予約制・定
　員２組 )　
　・　津島保健所　☎26－4137

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
室を利用する方については、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。

▼申請方法　申請書に、在籍する
　高校が発行した「令和 2 年度愛
　知県私立高校授業料軽減決定通
　知」または「私立高校奨学資金貸
　与決定通知書」を添付してくだ
　さい。通知書が発行されない学
　校については、申請時に申し出
　てください。また保護者名義の
　預金通帳など口座振込先を確認
　できるものおよび印鑑を持参し
　てください。
※決定通知書はコピー可能ですが、
　返却できません。
▼申請期間　
　11月2日（月）～12月28日（月）
▼申請方法　市役所学校教育課ま
　たは十四山支所、鍋田支所に提
　出してください。
　市役所学校教育課（内線 414）

▼と　き　10 月 22 日（木）
　午前 10 時～午後３時
　（受付：午前９時 50 分～午後
　２時 30 分）
▼ところ
　津島市文化会館（津島市藤浪町
　３丁目 89 番地の 10）
▼相談内容
　交通事故による損害賠償、金銭
　の貸し借り、土地や建物に関す
　るトラブルや民事上の紛争など
▼相談担当者
　津島簡易裁判所民事調停委員
▼その他
　予約は必要ありません。
▼主　催　津島調停協会
　津島簡易裁判所内　津島調停協会
　☎26－2746

10 月は、「里親月間」です。
愛知県では、親の病気、虐待な
どさまざまな事情により家庭で生
活できなくなった子どもたちをご
自分の家庭に迎え、養育していた
だく「里親」を募集しています。
　愛知県海部児童・障害者相談　
　センター（☎25－8118）

地震などの発生時に備え、全国
緊急地震速報配信を行います。
この訓練は、全国瞬時警報シス
テム（※Ｊアラート）を用いたもの
です。
※Ｊアラートとは、地震・津波や
　武力攻撃などの緊急情報を、国
　から人工衛星などを通じて瞬時
　にお伝えするシステムです。
▼と　き
　11 月５日（木）　午前 10 時頃
▼訓練で行う放送試験
　市内 90 か所に設置されている
　防災行政無線から一斉に放送し
　ます。
○放送内容
　〈上りチャイム音〉
　「こちらは、広報やとみです。
　只今から訓練放送を行います。」
　｛〈緊急地震速報チャイム音〉＋
　「緊急地震速報。大地震（おおじ
　しん）です。大地震です。
　これは訓練放送です。」｝×3 回
　「こちらは、広報やとみです。
　これで訓練放送を終わります。」
　〈下りチャイム〉
　市役所防災課（内線 482）

離婚した場合、お 2人の婚姻期
間について、厚生年金の支給額の
計算の基となる報酬額を分割して、
年金額をお 2人で分割できます。
原則として離婚後２年以内に手
続きを行っていただく必要がある
ので、お早めに、中村年金事務所
（最寄りの年金事務所）までご相談

▼ところ　津島市文化会館
　（津島市藤浪町 3 丁目 89－10）
▼対象者　県内在住で介護に関心
　のある高校生以上の方
▼申込方法　市役所設置のチラシ
　または、あいち介護サポーター
　バンク運営事務局ホームページ
　をご覧ください。
　・　あいち介護サポーター
　バンク運営事務局
　☎（0800）200－4415
　平日午前 9 時～午後５時 45 分
　　https://aichi-kaigo.dg-1.jp/

作品はお一人様 1 点とさせてい
ただきます。
▼申込期限　10 月 18 日（日）
▼文化展開催期間　
　11 月６日（金）～８日（日）
　午前９時～午後５時（ただし、
　最終日は午後３時まで）
▼搬入・搬出日時　
　出品申込をされた方に個別にご
　連絡いたします。
　市役所生涯学習課
　（総合社会教育センター）

▼と　き　11 月 13 日（金）
　午後１時 30 分～３時 30 分

ください。
　中村年金事務所お客様相談室
　☎（052）453－7200
　（自動音声案内「１」のあと「２」
　を押してください）

▼と　き　
　11 月９日（月）～ 13 日（金）
　午前９時～午後７時（正午～午
　後１時を除く）
▼相談内容　相続登記および境界
　問題に関する手続について、予
　約をした利用者に対して、予約
　した日時に担当者から電話連絡
　を行い、手続案内を行います。
　（20 分以内）
▼相談員　法務局職員など
▼申込期間　
　10月１日（木）～ 30日（金）平日
　午前８時 30 分～午後５時 15
　分（正午～午後１時を除く）
　・　名古屋法務局民事行政
　調査官室
　☎（052）952－8170

▼対象者　私立高校生の保護者ま 
　たは私立高校生本人（勤労学生
　に限る）で、次の要件を満たす方
①本年 10 月 1 日から引き続き市
　内に住所を有する方
②私立高校の全日制課程・定時制
　課程・専修学校の高等課程、外
　国人学校の高等課程に準ずる学
　校に在籍している方
③本年度の愛知県私立高校授業料
　軽減制度による軽減決定または
　私立高校奨学資金制度の貸付決
　定を受けている方（愛知県以外
　の私立高校および外国人学校の
　高等課程に準ずる学校に通学の
　方はお尋ねください）
※授業料が全額免除・軽減になっ
　た方を除く
▼補助金の額　私立高校生 1 人に
　つき年額 10,000 円以内

募集します

外壁工事前には感電防止の
安全確認を！

第 28 回市民文化展の
作品募集

介護に関する入門的
研修の受講者募集

10 / 1 ～ 11 / 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

新しく入った本
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。

百年と一日
柴崎　友香 / 著

くろくまくん
あわあわてあらい
たかい　よしかず / さく

チーム・オベリベリ
乃南　アサ / 著

図 書 名 筆 者 名
●チーム・オベリベリ
●百年と一日
●くろくまくんあわあわてあらい
●知識ゼロからの古文書を読む
●一人称単数
●希望の峰マカルー西壁
●やわらかい砂のうえ
●いちねんかん
●マギオ・ムジーク
●ハナコの愛したふたつの国

乃南　アサ
柴崎　友香
たかい よしかず
古賀　弘幸
村上　春樹
笹本　稜平
寺地　はるな
畠中　恵
仁木　英之
シンシア・カドハタ

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。

■よつば読書会　
あなたも参加してみませんか？

▼と　き　１０月１０日(土)　１０：００～正午

▼ところ　図書館

▼テキスト「男と女の台所」(大平 一枝/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!!!

　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、10 月申込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。なお、今後の状況によっては中止になる可能性があります。

※「親子でそば作り」は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、中止になりました。

総合
社会教育
センター

１０月２４日（土）～

１０月３日（土）～

１０月３日（土）～

小学 4 ～ 6 年生 10 名

小学 4 ～ 6 年生 10 名

一般 18 名 【材料費 1,500円】

一般 10 名 10月25日（日）～

11 月 14 日（土） 9：00 ～正午

10 月17日（土）・18日（日）
9：30～11：30　全２回

10 月 24 日（土） 9：30 ～正午

11 月 14 日 ( 土 ) 在住・在学 中学生以下
100 円

10月 9日（金）～
11月 1日（日）

申込用紙
( 総合社会教育

センター備え付け )
に記入のうえ、
参加費を添えて
お申し込み
ください。

【　   】Ｄ－１
コース

11月28日（土）・29日（日）
9：00 ～正午　全２回

【　   】Ｄ－2
コース

12 月 10日（木）・11日（金）
13：30～16：30 全２回

パソコン教室
（パワーポイントでクイズづくり①）

第15回
市なぎなた大会

11 月 15 日 ( 日 ) 在住・
在勤・在学

高校生以上
200 円

10月 3日（土）～
25日（日）

第15回
市バドミントン交流大会

11 月 28 日 ( 土 ) 十四山
スポーツセンター

十四山
スポーツセンター

十四山
スポーツセンター

在住・
在勤・在学

高校生以上 200円
中学生以下 100円

10月 25日（日）～
11月 8日（日）

第15回
市ソフトバレーボール大会

12 月 6 日 ( 日 )
【予備日】12月 13日（日）

文化広場
市民グランド 在住・在学 小学生 100 円 10月 1日（木）～

11月 1日（日）
第15回

市少年サッカー大会

【1日目】11月 22日（日）
【2日目】11月 29日（日）
【予備日】12 月 6 日（日）

文化広場
南部コミグランド

在住・
在勤・在学

高校生以上 200円
中学生以下 100円

10月 3日（土）～
18日（日）

第15回
市スローピッチ
ソフトボール大会

パソコン教室（スクラッチ①）

筆ペンで楽描き教室

パソコン教室　＜年賀状編＞
（デジタルカメラで撮影した画像を
パソコンに取り込み年賀状を作成します。）

受付開始日 開催場所・受付場所定員開催日程講座名

大会名 とき ところ 参加資格 参加費※一人あたり 申込期間 申込方法

ステンドグラス体験教室
参加者募集

▼販売期限　
　１０月２０日（火）まで
「ハロウィンジャンボ宝くじ」と
「ハロウィンジャンボミニ」の２種
類が全国で販売中です。
この宝くじの収益金は市町村
の明るく住みよいまちづくりに使
われます。

ハロウィン
ジャンボ宝くじ

全日本大学駅伝に伴う
交通規制のお知らせ

男性と女性が、職場で、学校で、地域で、家庭で、それぞれの個性と能力
を発揮できる「男女共同参画社会」を実現するためには、政府や地方公共
団体だけでなく、市民の皆さん一人ひとりの取り組みが必要です。
また市では「男女ともに輝けるまちづくりをめざして」を基本理念とし
て、性別にかかわりなく、一人ひとりが持つ個性と能力を十分に発揮し、自
らの意思によってあらゆる分野に参画し、喜びも責任も分かち合う男女共
同参画社会の形成に向けて取り組んでいます。その一環として、未来を担
う市内の小中学生に男女共同参画について考えてもらうことを目的に、ポ
スター制作を行ってもらい、各校の代表作品を展示しています。

１０月は愛知県男女共同参画月間です

市役所市民協働課（内線 433）
■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

と　き ところ
10 月 1日（木）～ 15日（木）
（土・日曜日を除く）

市役所 1階市民プラザ

新型コロナウイルス感染症防止と皆さんの健康確保を優先するため、図
書館サービスを制限しています。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。

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
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・　  市役所生涯学習課（総合社会教育センター）

※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。

192020（令和2）年 10月号 広報やとみ18 2020（令和2）年 10月号 広報やとみ


