
▼ところ　保健センター（市役所 3 階）
▼募集人数　各 20 名程度
▼申込方法　1 月 15 日（金）までに、電話または窓口で申し込みく
ださい。
▼持ち物　マスク着用、ハンカチまたはタオル、筆記用具
　・　ファミリー・サポート・センター　☎52－0922
　　　市役所児童課（内線 154）

※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。

十四山総合福祉センター喫茶室

協力会員養成講習会のお知らせ

　例年１月初旬に開催しておりま
す新春交歓会ですが、新型コロナ
ウイルス感染症拡大の影響を鑑
み、参加者および関係者の皆さま
の健康と安全面を考慮した結果、
開催を中止させていただきます。
　何卒ご理解のほどよろしくお願
い申し上げます。
　市役所人事秘書課（内線 474、475）

▼業　者　さくら配食サービス　
・期間　12 月 30 日（水）
　　　　～ 1 月 3 日（日）
▼業　者　輪中の郷
・期間　1 月 2 日（土）、3 日（日）
▼業　者　宅配クック 1.2.3
・期間　1 月 1 日（金・祝）
　　　　～ 3 日（日）
　市役所介護高齢課（内線 175）
▼業者連絡先
　さくら配食サービス
　☎（052）309－5250
　輪中の郷
　☎65－5531
　宅配クック 1.2.3 
　☎（052）442－5101

　固定資産税は、毎年1月 1日（賦
課期日）現在の所有者に課税され
ます。
　本年中 12 月までに取り壊した
家屋については、翌年度から課税
されませんので、家屋を取り壊し
たときは、面積の大小にかかわら
ず「家屋とりこわし届」を提出し
てください。
　「家屋とりこわし届」は市ホー

ムページ掲載の様式または市役所
税務課備え付けの届出用紙を使用
してください。
　なお、登記済の家屋を取り壊し
た場合は、法務局にて滅失登記の
手続きをしてください。
　市役所税務課
　（内線 212 ～ 214）

　40 歳～ 64 歳の介護保険料は、
各医療保険料（国民健康保険、社
会保険、共済保険など）に含まれ
て徴収されますが、65 歳になる
と介護保険料の決め方と納め方が
変わります。特別徴収（年金から
の天引き）が始まるまでの間は、
普通徴収（納付書もしくは口座振
替）で納めていただくことになり
ます。4 月から 8 月生まれの方は
9 月に、9 月から 3 月生まれの方
は誕生月の翌月までに納付書を送
らせていただきますので、最寄の
金融機関などでお支払いをお願い
します。
　市役所介護高齢課（内線 173）

　空港をご利用の際は、航空機や
バスの運行状況、旅客ターミナル
ビルの開館時間、店舗や施設の営
業時間などの最新の情報を各社
ホームページなどでご確認の上、
お越しください。新しい生活様式
などのマナーを守ったご利用にご
協力をお願いいたします。
　名古屋空港総合案内所
　☎（0568）28－5633
　　（午前 7 時～午後 9 時）

　
　近年の暖冬によって斑点米カメ
ムシ類が越冬し、その翌年の産卵
により更に発生量が増加していま
す。その結果、市の特産物である
米の品質や収量に大きな影響を及
ぼしています。水稲農家は農薬散
布の回数を増やすなどさまざまな
対策を行っていますが、令和 2 年
産は甚大な被害となっています。

　そこで、米の品質を低下させる
カメムシ類による被害を防ぐた
め、田畑だけでなく住宅周辺の除
草にご協力下さい。
　市役所農政課（内線 252）

　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症拡大
防止のため、当面の間、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、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　
①10：00～ ②14：30～ ③18：30～

※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

▼申告が必要な方
・市内で事業を営んでいる個人ま
　たは法人
・市内で事業は営んでいないが、
　事業用の償却資産を貸し付けて
　いる個人または法人
▼申告基準日
　令和 3 年 1 月 1 日現在の所有
　状況
▼申告期限
　2 月 1 日（月）
▼償却資産申告の対象となる事業
　および資産（例）

※廃業・解散をした個人・法人に
　ついてもその旨を申告いただく
　ようお願いします。
　市役所税務課（内線212～214）

　「障がいがあっても地域で普通
に暮らしたい」障がい者一人ひと
りの思いを実現するため、障がい
のある人もない人もお互いに支え
合って暮らせるまち。私たちがこ
れから目指す社会はこのような共
生社会です。
　広く障がい者の福祉についての
関心と理解を深め、障がい者が社
会・経済・文化その他あらゆる分
野の活動に積極的に参加する意欲
を高めることを目的として、毎年
12 月 3 日～ 9 日を障害者週間と
定めています。
　この機会に皆さんも一緒に共生
社会について考えてみませんか。
　市役所福祉課（内線 162）

　　

　1948（昭和23）年12月 10日、
国連総会での世界人権宣言採択を
記念して、毎年 12 月 10 日を「人
権デー」と定めました。法務省と
全国人権擁護委員連合会では、人
権デーを最終日とする 12 月 4 日
～ 10 日を「人権週間」と定め、
全国的な人権啓発活動を行ってい
ます。市では、市民の皆さんに人
権尊重思想の普及高揚を図るた
め、人権擁護委員を中心とし、広
報車による巡回啓発や、大藤保育
所、栄南保育所での街頭啓発を実
施します。一人ひとりの人権が尊
重され、誰にとっても暮らしやす
い社会を実現するためにどうすれ
ばよいか、この機会に考えてみま
せんか。
　名古屋法務局
　☎（052）952－8111

▼と　き　令和3年1月10日（日）
　　　　　午後 1 時～
▼ところ　総合社会教育センター
　　　　　総合体育館アリーナ
▼受　付　中央公民館ホール
・弥富北中学校区
　正午～午後 0 時 30 分
・弥富中学校区、十四山中学校区
　午後 0 時 30 分～ 1 時
▼対象者　平成12年4月2日～
　平成13年4月1日生まれの方
※現在、就職・大学などで住民票
　を市外に異動されている方は案
　内状が届きません。
　弥富市で成人式を希望される方
はお問い合わせください。
※保護者の方は、入館できません。
※会場内に暖房設備はございませ
　ん。換気もされていますので、
　防寒対策をしてご参加ください。
　市役所生涯学習課
　（総合社会教育センター）

 
　

▼申込受付
　市役所児童課で随時受け付けし
　ます。
　市役所児童課（内線 154）

　11 月より、風の子スクエアの
施設外就労先、「十四山茶房　花
笑み」として、喫茶室がリニュー
アルオープンしました。
※給食サービス利用券は今まで通
　り利用できます。
　一般の方の利用も可能です。
　市役所介護高齢課（内線174・175）

▼と　き　12 月 20 日（日）
▼ところ　総合社会教育センター
▼内　容
・午前 10 時～ 11 時
　「トムとジェリー（全 7 話）」
・午後 2 時～ 3 時 30 分
　「ガラスのうさぎ」
▼受　付　上映 30 分前から
▼対象者　どなたでも参加可能
▼定　員　先着 80 名
※当日は、マスク着用でお越しく
　ださい。
　市役所生涯学習課
　（総合社会教育センター）

　12 月になり大雨や台風のシー
ズンは終わりを迎えましたが、対
策はすぐにはできないものもあり
ます。来年の大雨や台風に備えて
準備をし、災害被害を最小限にし
ましょう。
▼家の外の備え
・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。
▼家の中の備え
　水や食料、マスク、体温計、ア
　ルコール消毒液、懐中電灯、携
　帯ラジオ、レインコートといっ
　た非常持ち出し品を点検準備し
　ておく。
▼避難場所や避難経路の確認
・家族で避難場所や避難所を確認
　しておく。（新型コロナウイル
　ス感染症による感染リスクを考
　え、自宅の 2 階へ避難（垂直避
　難）、親戚や知人の家などへの
　避難（縁故避難）検討もお願い
　します。）
・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。
　市役所防災課（内線 482）

　弥富市総合交通戦略の策定に向
けて、計画案がまとまりましたの
で、その内容について、皆さんか
らの意見を募集します。
▼募集期間
　12月4日（金）～ 1月7日（木）
▼閲覧場所
　市ホームページ、市役所都市整
　備課、十四山支所、鍋田支所
※閲覧時間　午前 8 時 30 分～午
　後 5 時 15 分（土・日曜日、12
　月 29 日～ 1 月 3 日除く）
▼提出方法
　閲覧場所備え付けもしくは市ホー
　ムページよりダウンロードした
　意見提出用紙により、持参、郵
　送、ファクシミリ、電子メール
　のいずれかの方法で提出してく
　ださい。
　市役所都市整備課（内線 264）
　　67－4011
　　toshikei@city.yatomi.lg.jp

　「市心身障がい者・高齢者等福
祉タクシー料金助成利用券」に掲
載する広告を募集しています。
　詳しくは、市ホームページの「広
告掲載事業のご案内」をご覧くだ
さい。
　市役所福祉課（内線 162）
　介護高齢課（内線 175）

　県では「愛知県の素敵なヒト・
モノ・コト・バショ」の写真を、
専用ハッシュタグを付けてインス
タグラムまたはツイッターで投稿
する「#一番住みたい愛知ＳＮＳ
フォトコンテスト2020」の作品
を募集しています。
　募集するのは「夏」「秋」「冬」
の 3 部門で、優秀作品の応募者に
は、VERMICULAR（バーミキュ
ラ）のオーブンポットラウンドな
ど、愛知ゆかりの素敵な賞品を差
し上げます。
　詳細は、告知サイトをご覧くだ
さい。
▼応募期限　
　1 月 31 日（日）まで
　愛知県政策企画局企画調整部
　地方創生課　
　☎（052）954－6093
　　（ダイヤルイン）
▼告知サイト
　　https://turns.jp/38678

　警察では関係機関と緊密に連携
を図りながら拉致容疑事案および
北朝鮮による拉致の可能性を排除

できない事案の全容解明に向けた
捜査・調査を強力に推進しており
ます。
　北朝鮮による拉致の可能性を排
除できない行方不明者の方々につ
いては、愛知警察ウェブサイトに
掲載しております。お心当たりの
ある方は、どんな小さなことでも
結構ですから、蟹江警察署まで情
報をお寄せください。
　愛知県蟹江警察署
　☎95－0110

　社会福祉法人弥富福祉会が運営
する、新設グループホーム「わじゅ
うの家結い」の利用者を募集しま
す。
▼施設種別
　グループホーム（共同生活援助）
▼住所
　大藤町 5 番地 5
　（特別養護老人ホーム輪中の郷東）
▼募集人数
　10 名（男性 5 名、女性 5 名）
▼応募資格
　市内に在住し、障害者総合支援
　法第 19 条第 1 項に規定する支
　給決定を受けた方で、次に該当
　する方
①身体障害者手帳または療育手帳
　の交付を受けている方
②満 18 歳以上の方
③伝染性疾患のない方
④日中活動（就労、就労継続支援
　など）を利用している方
⑤医療行為（たん吸引、注射、点
　滴など）を常時必要としない方
▼募集期間　12 月 15 日（火）～
　1 月 15 日（金）
▼入所審査、決定について
　「わじゅうの家　結い」入退所
　に関する要綱の規定に基づいて
　行います。
　・　社会福祉法人弥富福祉会　
　　　☎65－5531
　　　市役所福祉課（内線 162）

募集します 勤務場所・勤務日数・
勤務時間については
相談に応じます。

その他

時給
1,006 円～ 1,200 円
※雇用条件により、
　交通費・期末手当
　など支給あり。

賃金・
手当等

（1）弥富市会計年度
 任用職員登録申込書
（2）顔写真
 （縦4cm×横3cm程度）
（3）保育士証の写し

必要書類

8：30～16：30
（7時間）
または、
8：30～17：00
（7時間30分）

勤務時間

月～金（週 2 日以上）勤務日
保育士募集の種類
市立保育所勤務場所

ふぁみさぽ井戸端会議・受講証交付
～事業を円滑に進めるために～
【説明】援助中の緊急対応と心構え、
　　　　マナー報告書の記載方法など
【講師】子育て世代包括支援センター
　　　　母子保健コーディネーター
　　　　ファミリー・サポート・
　　　　センターアドバイザー

15：00～
15：30

ふぁみさぽ保健室
【実習】～子どもの世話～　沐浴、調乳など
【講師】保健センター　保健師

13：30～
15：00

2月3日（水）

ふぁみさぽレスキュー
【講義・実技】～子どもの安全～ＡＥＤの使い方
　　　　　　　30分（5名）×4セット
【講師】海部南部消防署　救急救命士

13：30～
15：302月2日（火）

ふぁみさぽ栄養室
【講義】～子どもの栄養と食生活～
【講師】管理栄養士　伊藤摩美氏

13：30～
15：301月27日（水）

ふぁみさぽ保育室
【講義・実技】～保育の心・子どもの遊び～
【講師】弥富市立保育所　保育士

13：30～
15：001月26日（火）

講習内容時  間実施日

弥富市に
▼匿名　様 金10,000円

社会福祉協議会に
▼海野寿美　様 金1,000円
▼編物ボランティア一同　様 金50,000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。

♥ 寄　付 ♥

保育士（会計年度任用職員）を
募集

「市福祉タクシー利用券」
広告募集

北朝鮮人権侵害問題
啓発週間

「わじゅうの家結い」
利用者を募集

弥富市総合交通戦略（案）に
ついての意見を募集

「# 一番住みたい愛知
 SNSフォトコンテスト
 2020」の作品募集

　市では、地域全体で子どもを見守り、助け合い、安心して子育てが
できるまちづくりを目指しています。妊娠期から子育て期にわたる切
れ目のない支援のひとつとして、令和3年4月より「産前・産後サポー
ト事業」が始まります。妊産婦（利用会員）の育児不安や負担を軽減
するため、ファミリー・サポート・センターの協力会員が家事や育児
のサポートを行うものです。
　協力会員になって援助活動をしてみようと思う方、興味のある方、
ぜひご参加ください。
▼と　き

有料広告

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。
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