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ｂｙきんちゃん

　皆さんこんにちは。だんだん涼しくなってきて秋めいてきましたね。季節の変わり目は体調を崩しや
すいので、体調管理をしっかり行いましょう！！

ま ち の 情 報 オ ア シ ス

広 報 や と み

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。

有料広告 有料広告

有料広告

有料広告

有料広告

特集! 民生委員・児童委員の活動こんなことも

OPEN 8:30　CLOSE 16:30

新メニュー
白玉モーニング
はじめました!!

弥富市鎌倉町126-2TEL0567-55-8168

※終日モーニングサービスも行っております！

風の子スクエアでは、
コロナ感染予防として

消毒・換気
席間をあけてのご案内
を徹底しております。 ※コロナ

 感染防止対策
 強化中

メンタルからケアするやさしいトレー
ニングと癒しのマッサージ 120分他
             5,000円～ 

（ ピ ラ テ ィ ス ・ コ ア コ ン デ ィ シ ョ ニ ン グ ・ ス ト
　 レ ッ チ ・ ア ロ マ ト リ ー ト メ ン ト ・ リ ン パ ド レ
　 ナ ー ジ ュ e t c ・ ・ ・個 別 メ ニ ュ ー 作 成 ）
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民生委員・児童委員の活動  こんなことも特集
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）

（令和2年9月1日現在）

人口　44,353人（－32）
男　　22,311人（－15）
女　　22,042人（－17）
世帯　18,236　（＋9）

民生委員・児童委員の活動
こんなことも
やとみふく婚パーティー
弥富市結婚新生活支援補助金
弥富市安全・防災メールを登録しましょう
教育の広場
・白鳥小学校
・広島研修
わくわく子育て
・ファミリー・サポート・センター
子どもは宝 やとみのたから
・10月生まれの子どもたち
SUKUSUKUPLAZA
・児童館だより
行事予定カレンダー
・10月の行事予定
新型コロナウイルス感染症に関する情報
ここからアップ教室
まちの話題
くらしの情報
図書館だより
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
保健センターだより
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今月の表紙は、新米給食会の様子です。
今年は新しい生活様式を取り入れた給食
となりましたが、生徒たちは新米を口いっ
ぱいに頬張り笑顔が溢れていました。
新米給食会の様子は、14 ページにて紹
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 

下水道等使用料　8・9月分
《納期限：10月 31日（土）》

市県民税　　　　　　　3期
国民健康保険税　　　　4期
後期高齢者医療保険料　4期
《納期限：11月 2日（月）》
※10月 31日が土曜日のため

※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。

平成 28年 5月から令和 2年 5月まで仮庁舎と
して使用しておりました図書館棟３階の市民ホー
ルですが、令和 2年 10月 8日より貸出を再開し
ます。　　　　　　
大変長い期間ご迷惑をお掛けいたしまして、申
し訳ございませんでした。
詳しくは、市ホームページまたは市役所財政課
などでご確認ください。

市民ホールの貸出を再開します

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

民生委員・児童委員、主任児童委員は担当する地域の生活上の心配事や、
医療・介護・子育ての不安などの身近な相談相手であり、相談内容が解
決できるよう必要な支援へのつなぎ役です。

5 月 12 日からの 1 週間を「民生委員・児童委員の活動強化週間」として、活動をより多くの方に
理解していただくためにＰＲ活動、パネル展示、資料の配布などを行いました。

コロナ緊急事態宣言解除後、対象高齢者宅訪問
6 月、給付金サギ・熱中症に注意、
　　　あんきたよりなど配布
7 月、福祉票の作成・確認

令和元年 12 月改選時から 3 地区民生･児童委員協議会となりましたので紹介します。

北地区　弥富北中学校区
（白鳥、弥生小学校区）

東地区　十四山中学校区
（十四山東部、西部小学校区）

南地区　弥富中学校区
（桜、日の出、大藤、栄南小学校区）

民生委員・児童委員の日　強化活動週間

活動強化週間
パネル展示

1 階市民プラザ

活動強化週間
パネル展示

1 階市民プラザ クリアファイル配布クリアファイル配布

お元気ですか
気をつけましょう

お
気
軽
に

ご
相
談
下
さ
い
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開催

11 月 6 日（金）

男性  2,000円　 女性  1,000円　※当日支払い
男女とも12名程度

総合福祉センター　２階　研修室

結婚相談の案内
登録されている方で
1組ご成婚されました！

午後１時 30 分～５時頃
（午後１時～受付開始）

今回は食品サンプルづくりやフリータイムで交流を深めます。素敵な出会いを！
※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、やむを得ず中止または変更となる場合があります。

１1月23日（月・祝)と き

と き
ところ
対象者

定 員

ところ

対象者

参加費

申込期限

申込方法

市社会福祉協議会では独
身男女の

素敵な出会いを応援する
ため、

婚活パーティーを開催し
ます。

☎65－8105　　65－8002　　http://www.shakyo.or.jp/hp/1069/
・ 市社会福祉協議会　〒498－0021　鯏浦町上本田 95 番地１

年齢…おおむね 25 歳～40 歳代までの独身の方
男性…市内に在住または在勤の方、弥富市結婚相談所に
　　　  登録している方
女性…婚姻後、市内に定住を希望する方

　毎月１回無料の結婚相談を行っています。
　結婚を希望される方に、気軽に相談できる場や出会いの場を提供します。相談は秘密を
厳守し、誠意を持って対応しますので、安心してご利用・ご相談ください。

毎月第２水曜日　午後１時～４時
総合福祉センター
結婚を希望する満 20 歳以上の独身の方

その他 相談は無料（予約制）

※参加希望者多数の場合、抽選となります。

参加申込書に必要事項を記入し、持参、ＦＡＸ、郵送
でお申し込みください。ホームページ「あいこんナビ」の
フォームからも申し込みが可能です。
※申込書は、市社会福祉協議会および市役所市民協働課窓口、
　または両ホームページからダウンロードできます。

～新型コロナウイルス感染症拡大防止の取り組みについて～
安心してパーティーへ参加していただけますよう、以下の対策を講じて開催いたします。
・開催時間の短縮、参加定員の縮小
・参加者へのフェイスシールドの配布
・他の参加者との距離を保った会場レイアウト

・ 市社会福祉協議会
☎65－8105
　65－8002

　市では、結婚に伴う経済的負担を軽減するため、新婚世帯に対して、新居となる住宅の取得費用
や賃借費用、引越しにかかった費用の一部を補助します。

下記のすべてを満たす新婚世帯
①令和２年１月１日～令和３年２月 28 日の間に婚姻届を提出し受理された夫婦であり、夫婦と
もに婚姻日における年齢が 34 歳以下であること。ただし、同一人同士が再婚した場合を除く。
②婚姻を機に市内にある住居を新たに購入・賃借し、その住居の住所に転入（転居）届を提出し受
理されていること。（申請時点で夫婦とも市内に住んでいること）
③夫婦の年間所得合計（平成31年１月１日～令和元年12月 31日分）が340万円未満であること。
　　（※１、※２）
※1 夫婦の双方または一方が離職し、申請時において無職の場合は、
　　離職した方については所得なしとして、夫婦の所得を算出します。
※2 貸与型奨学金の返済を現に行っている場合、所得証明書をもとに
　　算出した世帯の所得から貸与型奨学金の年間返済額を控除します。
④他の公的制度による家賃補助を受けていないこと。
⑤過去にこの制度による補助を受けたことがないこと。
⑥市税を滞納していないこと。

令和２年１月１日～令和３年２月 28 日の間に支払った、次の①～③の費用が対象となります。
　①婚姻を機に、市内で新たに新居となる住宅を取得した場合の費用　
　　※土地代・増改築費・リフォーム費を除く
　②婚姻を機に、市内で新たに新居となる住宅を賃借した場合の費用（賃料・敷金・礼金・ 共益費・
　　仲介手数料） ※勤務先から住宅手当を受けている場合は、その分を対象経費から差し引く
　③婚姻を機に、市内の新居へ引っ越すためにかかった費用（引越業者または運送業者へ支払った実費）
　　※家具家電購入などは除く

・補助金交付申請書
・婚姻届受理証明書または婚姻後の戸籍謄本 ★　　　　　　　　　　　　　　
・夫婦２人分の所得証明書（平成 31 年 1 月１日～令和元年 12 月 31 日分）★
・夫婦２人分の滞納なしの証明書 ★
・【貸与型奨学金を返済した場合】返済したことがわかるもの
・【申請時において無職であり、所得がない場合】離職票、退職証明書 
・【住居費 ( 購入 ) の場合】売買契約書および領収書 
・【住居費 ( 賃貸 ) の場合】賃貸借契約書および領収書 
・【住居費 ( 賃貸 ) の場合】住宅手当支給証明書（給与所得者全員分） 
・【引越費用の場合】引越費用がわかる領収書 

対象となる世帯

対象となる経費

申請期限

申請に必要な書類

令和３年３月１日（月）
ただし、予算額に達した時点で受付を終了します。

★印 … 市の公簿で確認できる場合は省略することができます。 

・ 市役所市民協働課 （内線 432）　

やとみ
ふく婚パーティー
やとみ

ふく婚パーティー
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市民の皆さんの安全安心な生活を守るため、防災情報を中心に登録のあるスマートフォン、携帯電話などにお知らせする「弥富
市安全・防災メール」を配信しています。台風や地震などに備えて登録をお願いします。

弥富市安全・防災メールを
登録しましょう

①災害緊急情報　②気象警報注意報　③地震情報　④津波情報

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
※聞き直したい場合は登録固定電話から 050-3138-5779

空メールを送信します。
サイトにアクセスし、[ 空メールを送信する ] から空メールを送信します。1

2 3

5

4

▼PC・スマートフォンの場合

https://plus.sugumail.com/usr/yatomi/home
▼フィーチャーフォン（ガラケー）の場合

https://m.sugumail.com/m/yatomi/home

▼共通
「空メールを送信する」ボタンをクリックすると、メールが立ち上がります。そのまま何も入力せずにメールを送信してください。
※メールが起動しない場合は、手動でメールを立ち上げ、 下記アドレスに空メールを送信してください。

t-yatomi@sg-p.jp

メールが届きます。
メールに記載された登録用 URL をクリックし
登録に進みます。

※フィーチャーフォンの場合は異なる URL が表示されます。

利用規約を確認します。
利用規約をご確認の上、「同意する」ボタン
をクリックします。

配信カテゴリを選択し会員登録を行います。
カテゴリを選択、登録情報を入力し、[ 確認画面へ ] ボタンをクリックします。

入力内容を確認し、登録します。
入力内容をご確認の上、「登録」ボタンをクリックします。 登録完了画面が表示されたら登録完了です。

登録後、
登録完了メールが
届きます。

登録情報変更・退会
空メールアドレス宛にメールを送信します。
返信メールから登録情報の変更などを行います。

■メールアドレス変更
メールアドレス下にある [ 編集 ] ボタンをクリックして手続きしてください。

■配信カテゴリ変更
登録情報の [ 編集 ] ボタンをクリックします。
配信カテゴリ選択画面が表示されるので内容を確認しながら
画面を進めて下さい。

■退会
画面右上のメニューボタンをクリックし [ 登録解除へ ] をクリック
します。
次の画面で [ 登録解除へ ] ボタンをクリックしてください。

配信内容

弥富市安全・防災メール　登録手順のご案内

【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ていただき、必要箇所を記入の上、
防災課に提出してください。

登録方法

対象災害情報

ご登録の前に
●メール配信サービスの利用規約に同意していただいた上で、ご登録をお願いいたします。
●「@sg-p.jp」ドメインあるいは「yatomi@sg-p.jp」のアドレスからのメールの受信を許可する設定を行ってください。
●URL 付きメールの受信を許可する設定を行ってください。

登録するカテゴリにチェックを入れます。

市役所防災課（内線 482）

空メールを送信する

同意しない

戻る

戻る
登録情報を入力・確認して
[ 確認画面へ ] ボタンをクリックします。
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【広島に落とされた原子爆弾】
　原子爆弾は１９４５年８月６日８時１５分に広島に落とされました。当時、広島市の人口は約３５万人いましたが、そのう
ちの約１４万人が原爆の爆風や、被爆したことによる二次被害で１年のうちに亡くなってしまいました。
　広島に落とされた原爆は「リトルボーイ」と呼ばれる核爆弾です。この爆弾の威力は凄まじく、多くの犠牲者が出まし
た。爆弾が爆発したことによる「爆風」や「熱線」による被害だけではなく、「放射線」などによる二次被害など、長い間、
多くの人々を苦しめることとなりました。
【被爆者体験講話を聞いて】
 　講話をしていただいた方は「大越和郎」さんです。大越さんは、五歳の時に被爆されたそ
うです。原爆が落ちた瞬間、あたりが見えなくなるほどの眩しい閃光に覆われ、大きな揺れ
とともに爆風が押し寄せてきたそうです。その後、放射能が混じった「黒い雨」が降り、放射
線の被害をさらに広げました。その被害を受けた多くの人が「原爆症」となり、多くの犠牲者
を出したそうです。
　私は実際に被爆された人のお話を聞くのは初めてでした。被爆者の方のお話を聞いている
と、戦争のつらさや恐ろしさがリアルに伝わってきました。被爆者の方の体験談を直接聞くこ
とで、改めて「戦争は絶対に繰り返してはならないものだ」と実感することができました。
【広島研修を終えて】
 　原爆を落とされた場所である広島を直接見ることによって、私はたくさんの衝撃を受けま
した。資料館では、戦争によってさまざまな被害を受けた方々の写真や絵、遺品などがたく
さん展示されていました。目を背けたくなるような内容もたくさんありました。しかし、唯一
の被爆国である日本だからこそ、目を背けるのではなく、二度とこのようなことが起きない
ように全力を尽くすべきだと感じました。今回の広島研修を通じて学んだ平和への思いを、
今後もずっと忘れず、後世に伝えていきたいと思います。二度と悲惨な戦争が起きないよ
う、世界の平和について考え続け、今の自分にできることを実行していきたいと思います。

八月六日の朝

【平和への道　～オバマ大統領の訪れ～　】
　広島研修の事前学習で、広島を訪れたオバマ大統領のスピーチをもとに書かれた本を読
みました。「広島を訪れる」ということは、「原爆について考えること。平和について考えるこ
と」だと私は思います。それを、“アメリカの大統領が実行した”ということは、とてもすばらし
いことだと感じました。オバマ大統領の演説の中には、「いつか、証言する被爆者の声が聞け
なくなる日がくるでしょう。しかし、１９４５年８月６日の朝の記憶を薄れさせてはなりません。」
という言葉がありました。私もそう思います。忘れてしまうことが最もよくないことだと思い
ます。そのためにも、広島で学んだことを自分の学びとしてつなげていきたいと思います。
【原爆の被害と子どもたち】
　１９４５年８月６日８時１５分、広島に原爆が落とされました。当時の広島市の人口は約３５万人で、原爆によって約１４万
人もの命が奪われました。この中には私たちと同じ中学生も数多く含まれています。
　当時の中学生は、農作業や軍服づくりなど、とにかく日本のために働いたそうです。そのため、当時の中学生はほと
んど勉強をすることができなかったそうです。特に中学３年生以上になると、全く勉強する時間をもてなかったそうです。
　また、爆弾が落ちて火災が広がることを防ぐために、あらかじめ建物を壊しておく「建物疎開」の労働を、８０００人ほ
どの中学生が行ったそうです。過酷な労働をしながら、そのうちの６３００人ほどが原爆の被害によって亡くなったそうで
す。
【感想】
　今回の広島研修を通じて、改めて「原爆」や「戦争」と向き合うことができたように思いま
す。「原爆」や「戦争」について、五感を使って直接体験できたことで、その悲惨さや苦しみを
実感として受け止めることができました。やはり、実際に原爆の被害にあわれた方のお話は
言葉の重みが違い、当時の状況をより深く学ぶことができました。
　広島研修では様々なものを見たり、話を聞いたりしましたが、私の心に最も印象強く残っ
ているのは原爆ドームです。絵や写真で見るのとはまったく違いました。眺めているだけで、
原爆の悲惨さや恐ろしさについて、原爆ドームに語られているような気になりました。二度
と戦争を起こさないためにも、世界中の人々に現地で実際に原爆ドームを見てもらい、平和
の大切さについて考えてもらうことが大切だと感じました。私にとって、忘れることのできな
い貴重な体験となりました。

弥富北中学校　奥野 真邦

広島で学んだこと
弥富北中学校　市川 小粋

修研島広
　新型コロナウイルス感染症の拡大防止に心がけながら、子どもたちは、仲間と共に学び、活動する
学校生活のかけがえのなさ、楽しさを味わっています。学校では、子どもたちが健康で安全かつ充実
した学校生活が送れるようにさまざまな工夫をしながら教育活動を進めています。

白鳥小学校 教育の広場

学校でこんなことをしたよ！

新型コロナウイルス感染症予防に努めています

生活科で大きなシャボン玉を作
りました。

理科の自由研究で紙飛行機をと
ばしました。

道徳科で、登場人物の行動につ
いて考えました。

春に職員が植えた植物も大きく
育ちました。草とりをがんばって
います。

1 年生は、６年生と一緒に清掃
活動。おかげさまで掃除も上手
になりました。

無言給食だけれど、やっぱり給
食はおいしいな。

「新型コロナウイルス感染症予
防」の勉強をしています。

毎朝の登校時と諸活動の前後
に、手洗いをしっかりとしていま
す。

子どもたちが帰った後は、職員
が協力して、机・イスなどを毎
日消毒しています。
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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
10

「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

10 月 29 日（木）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・栄南（月曜日）、白鳥・弥生・東部（木曜日）10：30 ～、16：00 ～に行います。
※上記スケジュールは、新型コロナウイルス感染症対策により、予告なしに行事を中止または延期することがあります。

※「じどうかんであそぼう」は11月より毎月１回、土曜日に変更し実施する予定です。
（各児童館定員あり）１歳以上～3歳未満以下の親子さん（市内在住）なら

どなたでも、どの児童館でも参加できます。
お母さんだけでなく、お父さん、おじいちゃん、おばあちゃんも大歓迎です。

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 ー 0008
弥生子育て支援センター
☎65 ー 8211
東部子育て支援センター
☎52 ー 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

  野々垣 奏汰くん
の　  の　が き か な　た

2歳
（前ケ須町）

奏汰くん2歳誕生日おめでとう！

  長谷川 紗菜ちゃん
は　 せ　が わ さ　  な

1歳
（平島町）

怖がり泣き虫ちゃん★

  道藤 稜人くん
ど う と う や ま　と

2歳
（鯏浦町）

祝2歳！わが家のワガママ王子！

  
は や か わ り ん

早川 凛ちゃん3歳
（馬ケ地）

凛ちゃんお誕生日おめでとう

  富田 葉巴ちゃん
と み　た す　 は

1歳
（平島町）

すはおめでとう！大好き♡

  後藤 勇人くん
ゆ う　とご　と う

2歳
（佐古木）

2歳おめでとう！大好きだよ。

  青木 奏樹くん
あ お　き か な　た

2歳
（鯏浦町）

すくすく元気に育ってね！

  杉浦 杏奈ちゃん
す ぎ う ら あ ん  な

1歳
（鯏浦町）

これからもいっぱい笑おうね

※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　10月7日(水)～14日(水)【必着】
▼対 象 者　12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）

　ファミリー・サポート・センターは、地域に
おいて利用会員（育児の援助を受けたい人）と
協力会員（育児の支援ができる人）が助け合う
有償ボランティアの組織です。
　6 月から市役所児童課前で会員登録出張所を
毎月 1 回開設しています。そこには、キッズ
コーナーがあり、お子さんに遊びながら待って
いただけるようになりました。『いざ』という時
のために、まずは登録しませんか？「ちょっと
お話聞かせて」と気軽にお越しください。
　ファミリー・サポート・センターは、地域全
体で子どもを見守り、助け合い、安心して子育
てができる街づくりを目指して皆さんの架け橋
になりたいと願っています。
　みんなが地域の子育て応援団です。まだまだ
協力会員が足りません。ぜひ、あなたの手をお
貸しください。協力会員募集中です！

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

10月15日（木）
16：00～

10月28日（水）
16：00～

10月14日（水）
16：00～

10月17日（土）
14：00～
16：00

10月24日（土）
14：00～
16：00

10月10日（土）
14：00～
16：00

10月17日（土）
14：00～
16：00

10月17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）
毎月土曜日

10：30～ 11：00

児童館だより 10月1日～11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。

どれで

遊ぼうかな
？

登録に
来ました♪

開催日程が
貼ってあるよ！

わくわく子育て
～いきいき子育ち、親育ち、応援します～
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休休館日・運休行事予定カレンダー月10
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。

2 31

4 5 6 9 107 8

11 13 16 1714 15

18 19 20 23 24

31

21 22

25

11/1

26

11/2 

27 28 29 30

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１０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

新型コロナウイルス感染症に関する情報

新型コロナウイルス感染症が拡大する中、
規制・自粛でストレスフルな生活を送っていませんか？
こころとからだの免疫力を上げて、健康に過ごすためのコツを一緒に学びましょう。

※新型コロナウイルス感染症拡大状況によっては、延期・中止になる場合があります。

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

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

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

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

心配ごと相談所
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

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

≪納期限≫
市県民税 3期
国民健康保険税 4期
後期高齢者医療保険料 4期

≪納期限≫
下水道等使用料　8・9月分

12

※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。

あてはまらない

◆ 帰国者・接触者相談センターに電話

【津島保健所】　☎26－4137
午前９時～午後５時（平日）

◆ 一般電話相談窓口に電話

●新型コロナウイルス感染者と濃厚接触した方
●【風邪のような症状】や【３７．５度以上の発熱】（解熱剤を飲み続けなければならない時を含む）があり、

●息苦しさ（呼吸困難）、強いだるさ（倦怠感）がある方
●【におい】や【あじ】の異常が２週間以上続いている場合

一般の方 … 症状が４日以上続いている場合

高齢・基礎疾患がある・妊婦の方 … 症状が２日程度続いている場合

第１グループ 第２グループ 時間

１１月５日（木）1

２

３

１１月１８日（水）

１１月６日（金）

１１月１７日（火）

１２月７日（月）

午前 9時～
10時 30分頃
午前 9時～
10時 30分頃
午前 9時～
11時 30分頃

市役所３階保健センター

７４歳までの市民

１０月５日（月）～１６日（金）に市役所健康推進課へ電話で申し込みください。
第１グループか第２グループかの希望をお伺いします。

各グループ　８名まで（計１６名）

・お家でできるお手軽エクササイズ、
  ウォーキングフォーム指導
・こころ豊かにリラックス方法
・お口の健康、増えてますＣＯＰＤ（慢性閉塞性肺疾患）

筆記用具、動きやすい服装でお出かけください。
その他持ち物は、お申込みされた方へお送りする通知をご覧ください。

３回ともご出席できる方を優先して受付させていただきます。

【津島保健所】　☎24－6999
午前９時～午後５時

（夜間休日は 24 時間オンコール体制）

感染を疑う方

あてはまる

新型コロナウイルス感染症が心配なとき

持ち物

とき ところ

対象者

定員

内容

申込方法

ご注意

市役所健康推進課　（内線３１４）　・　

市役所健康推進課（内線 313）

ここからアップ教室  ～こころとからだの免疫力を上げよう～

わたり整形外科
（あま市）
☎４４９－６６９９

鈴木整形外科
（愛西市）
☎２８－８８３８

つつみ整形外科
クリニック（蟹江町）
☎９７－０２２３

脳神経外科のぞみ
クリニック（あま市）
☎４４３－５５３３

コロナ
に

負ける
な！
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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。

5段階

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！ 

❷　危険度レベルを５段階に分類し、レベル１から順に「水防団待機水位」「はん濫注意水位」「避難判断水位」「はん濫危険水位」「はん濫の発生」と名称を定めています。 答 え

問題 気象庁では、洪水発生の危険がある河川に対して水位の危険度レベルを
設定していますが、そのレベルは何段階に分かれているでしょうか？

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 P14 の下をご覧ください。

❶ ❷ ❸
7段階3段階

▲コスモス（鮫ケ地）

新米給食会

おいしい新米を頬張る生徒たち

お祝い状を受け取る大城ヒサエさん

100歳をお祝い！
　8 月 20 日より、数え 100 歳の高齢者宅や施設を市長が訪問する
ご長寿訪問が行われました。今年は、11 名の 100 歳の方が対象で、
そのうち 9 名一人ひとりに直接お祝いをしました。市内の特別養護
老人ホーム「輪中の郷」を訪問し、大城ヒサエさんにお祝い状とお祝
い金を手渡しました。市長より「これからも元気に長生きしてくださ
い。」とあいさつがありました。

　９月２日市内小中学校では、弥富地域農業機械銀行受
託部会、十四山受託部会より頂いた早場米のこしひかり
を食しました。無言給食という新しい生活様式を取り入
れた給食となりましたが、生徒たちからは「いつものお米
よりももちもちしていておいしい」と笑顔が溢れていまし
た。
　食後の質問タイムでは「おいしいお米の作り方」につい
て問われると、弥富地域農業機械銀行受託部会飯田会長
は「人間と同じでおいしい土、水をあげることが大事」と
しっかり食べることの重要さを説きました。

　柴ケ森は、市の北の端、荷之上町と愛西市との境に位置し
ます。平治元 (1159) 年の平治の乱で敗れた源義朝らが、知
多の野間へ逃げる途中にこの地に立ち寄ったと伝わります。
舟に積んだ柴の下に隠れてこの地まで来た一行が「もう大丈
夫だろう」と舟荷の柴を川岸に上げたことから、「二之江村」が
「荷之上村」に改められ、川辺に積み上げられた柴が芽を出し
森のようになったことから、「柴ケ森」と呼ばれるようになっ
たといわれます。
　柴ケ森の荷之上八幡神社には、宝永 2(1705) 年の年号が
ある、弥富で一番古いとみられる灯籠があります。また、大
正 4 年に建立された記念碑には、旧佐屋町出身の元内閣総理
大臣加藤高明の題字「柴ケ森」が刻まれています。
　柴ケ森は昭和 51 年に市の文化財に指定されました。

甦る水の記憶
　博物館明治村（犬山市）にて、「宵の明治村」が催
され、開村 55 周年を記念し「甦る水の記憶」と題
した企画が開催されました。これは、金魚絵師で
あり市広報大使の深堀隆介さんによる江戸時代か
ら生まれ、明治時代には、庶民にも広まった
「涼」をとる創意工夫とされた「金魚」をテーマと
したアート作品の展示や建物全体を用いた空間演
出が行われました。
　7 月 23 日には、深堀さんが来村し、舞台上で
金魚を描くライブペインティングが行われました。
　8 月 1 日には、舞台劇作家であり市広報大使
のやとみまたはちさんの発案「巨大弥富金魚イル
ミネーション」、15 日、16 日、29 日、30 日に
は「本物の弥富金魚すくい」が行われ、多くの来
村者が金魚による「涼」を体感しました。

▲柴ケ森

やとみ 歴 史 探 訪
柴ケ森
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▼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

2020
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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
名古屋法務局相続登記
促進強化週間

防災行政無線（同報無線）
を用いた訓練を行います

離婚時の年金分割
制度について

国民健康保険医療費の
一部負担金減免制度

10月は「クリーン排水推進月間」
および「浄化槽強調月間」です

私立高等学校などの
授業料補助金申請のお知らせ

子どもたちの健やかな成長の
ために、里親になりませんか？

十四山スポーツセンター
トレーニング講習会10月の予定

無料調停相談のお知らせ

健診結果説明会

枯草処理をお願いします

①１０：００～ ②１４：３０～ ③１８：３０～
２回目１回目日　程

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

②
①
②
②
①
②
②
①
②
②
①
②
②

③
②
③
③
②
③
③
②
③
③
②
③
③

３日
４日
９日
10日
11日
14日
17日
18日
22日
24日
25日
28日
31日

※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。

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。

アルコール専門相談
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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

SPORTSSPORTSSPORTS

・　  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。
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市役所健康推進課（内線 311～ 317）

だよりだより１０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10月出生児

母子保健 受付時間 対象者 内容など 場　所実施日

28日（水）

6日（火）

19日（月）

新型コロナウイルス感染症対策のため、
当面の間、教室は中止させていただきます。

離乳食については、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）

8日（木）
29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151回～

歯がズキズキ痛い時

10 月号 その 458

がんは誰しもが
心配する病気です！

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、市役所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。

　「歯が痛い」といえば、う蝕(むし歯)、歯周病や親知らずを思
い浮かべると思います。ほとんどの場合は口腔内を診ること
で、原因が分かり、診断がつきます。

　しかし、お口の中に明らかな原因が見当たらないこともあり
ます。「歯が痛いのは歯が原因」と思いがちですが、痛みを感じ
る部位に痛みの原因があるとは限りません。そんなケースで
は歯(口腔)以外の原因を考えることになります。

　痛みは①身体疾患による痛み、②神経障害による痛み、③
精神疾患による痛みに分けられます。
①身体疾患による痛みとは、外傷でけがした時の痛みで、いわ
　ゆるキズにあたります。これは口腔内でいうと、う蝕(むし歯)
　や歯周病による腫れなどになります。
②神経障害による痛みとは、腕が切断され、なくなっても腕が
　痛く感じる痛み(幻肢痛)です。三叉神経痛や外科処置によ
　る神経損傷によって起こるものです。
③精神疾患による痛みとは、身体には異常がないにもかかわ
　らず痛みを訴えるケースです。　
　身体疾患による疼痛であれば、診断がつけば治療されるこ
とになります。このように歯や歯ぐきが原因であるいわゆる
「歯が痛い」ではなく、歯科的原因とは全く異なる原因である
ことがあります。歯科で調べても原因が分からず、痛み止めも
ほとんど効かず、耳鼻咽喉科や内科で調べても原因が不明の
痛みもあります。
　頭痛、肩こりに伴う歯の痛みを経験された方もあるでしょ
う。これは痛みの発生部位(原因部位)と、痛みを感じる部位が
異なることで出る症状です。
　このように「歯が痛い」といって、口腔外に原因があるケー
スは多くはありませんが、決して歯痛は治って当たり前ではな
く、さまざまな原因が考えられるため、患者さんと十分に話し
合い、納得してから治療を受けることで、治療のストレスを軽
減し、正しい診断に結びついていきます。　（海部歯科医師会）

高齢者インフルエンザ予防接種

　特に、子宮がん検診・乳がん検診のクー
ポン券が届いている方は、子宮がん検診
約5,500～7,000円、乳がん検診約6,000
～9,500円の検診が今年度は無料になり
ますので、ぜひご利用ください。初めての
子宮がん検診で不安な今年度２１歳になる
女性は、お母様とご一緒に受けていただく
のもオススメです。

　日本人の２人に１人が、一生のうち何らかの
がんにかかるといわれています。また、がんが
原因で亡くなる人は増えており、市の死因の第
１位となっています。がんは、自覚症状がほとん
どありません。早く見つけてしまえば、治るが
んもあります。
　令和３年１月まで保健センターで集団検診で
がん検診を実施しています。お好きな検診を選
んで受けていただけますので、ぜひこの機会に
がん検診を受けましょう。

　高齢者インフルエンザ予防接種を実施します。
▼対象者　接種日に満65歳以上の方、満60歳以上
　65歳未満の方で、心臓、腎臓、呼吸器に障がいの
　ある方（身体障害者手帳１級程度）またはヒト免疫
　不全ウィルスにより免疫機能に障がいのある方
　（事前に申請が必要です。）
▼接種期間
　10月15日（木）～ 令和３年１月31日（日）
▼申込方法　10月１日（木）より指定医療機関へ直
　接ご予約してください。
　市役所健康推進課（内線314～317）
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ｂｙきんちゃん

　皆さんこんにちは。だんだん涼しくなってきて秋めいてきましたね。季節の変わり目は体調を崩しや
すいので、体調管理をしっかり行いましょう！！

ま ち の 情 報 オ ア シ ス

広 報 や と み

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。

有料広告 有料広告

有料広告

有料広告

有料広告

特集! 民生委員・児童委員の活動こんなことも

OPEN 8:30　CLOSE 16:30

新メニュー
白玉モーニング
はじめました!!

弥富市鎌倉町126-2TEL0567-55-8168

※終日モーニングサービスも行っております！

風の子スクエアでは、
コロナ感染予防として

消毒・換気
席間をあけてのご案内
を徹底しております。 ※コロナ

 感染防止対策
 強化中

メンタルからケアするやさしいトレー
ニングと癒しのマッサージ 120分他
             5,000円～ 

（ ピ ラ テ ィ ス ・ コ ア コ ン デ ィ シ ョ ニ ン グ ・ ス ト
　 レ ッ チ ・ ア ロ マ ト リ ー ト メ ン ト ・ リ ン パ ド レ
　 ナ ー ジ ュ e t c ・ ・ ・個 別 メ ニ ュ ー 作 成 ）
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