
▼と　き ３月４日（木）
▼行き先 安城産業文化公園デンパーク
　　　　　　刈谷ハイウェイオアシス
▼バス乗車場所・出発時間
①（桜・日の出、大藤、栄南）号車
　総合社会教育センター（午前 8 時）→
　鍋田支所（8 時 20 分）→
　南部コミュニティセンター（8 時 50 分）→現地
②（弥生、白鳥、十四山）号車
　総合福祉センター（午前 8 時）→
　白鳥コミュニティセンター（8 時 20 分）→十四山支所（8 時 50 分）→現地
▼対象者 市内在住の平成 14 年 4 月 1 日以前に生まれた方で、
 身体障害者手帳または療育手帳、精神障害者保健福祉手帳所持者
▼定　員 40 名（先着順）
▼申込方法 電話または申込書を持参、FAX で申し込みください。
▼受付時間 平日：午前 8 時 30 分～午後 5 時　　▼申込期間　2 月 8 日（月）～ 18 日（木）
▼その他 付き添いは、原則、重度の方（1・2 級、Ａ判定等）を対象とします。
 また、常時車椅子利用者については、バスの座席で座位を保てる方を対象とします。
○新型コロナウイルスの対策として、事前の検温とマスクの着用をお願いします。
　・　市社会福祉協議会　☎65－8105　　65－8002

　10 代～ 90 代の幅広い世代、
約 90 万人の学生が、大学を卒業
したい、学びを楽しみたいなど、
さまざまな目的で学んでいます。
　心理学・福祉・経済・歴史・文学・
情報・自然科学など、約 300 の
幅広い授業科目があり、1 科目か
ら学ぶことができます。
　資料を無料で差し上げていま
す。
▼申込期限　
　第 1 回：2 月 28 日（日）まで
　第 2 回：3 月 16 日（火）まで
　放送大学愛知学習センター
　☎（052）831－1771　ファミリー・サポート・センター

は「キッズケアルームえがお」にお
いて病児・病後児保育を行うほか、
保育施設の送迎や預かり支援など、
健康な時も病気の時も利用会員と協
力会員が助け合う組織です。
▼と　き ３月 14 日（日）
　午前９時30分～、午前10時～、
　午前 10 時 45 分～（3 部制）
▼定　員 各 5 組
▼ところ 総合社会教育センター
 ２階 会議室・研修室
▼持ち物 印鑑、筆記用具、
 母子手帳
※既に利用会員の方でも、病児・
病後児保育を希望される方は手
続きが必要です。

※会場で会員証用の写真を撮影し
ます。

※予約が必要です。説明会は１時
間程かかります。

　・　ファミリー・サポート・センター  
　　　☎52－0922

　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。
▼学　区  　桜
▼職  　民生委員・児童委員
▼新任委員 　大﨑　真理
　（令和 3 年 1 月 1 日付け）
▼前任委員 　山口　初子
　【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 154）

　国民健康保険の被保険者が、新
型コロナウイルス感染症に感染し
た、または発熱などの症状があり
感染が疑われた場合に、その療養
のため労務に服することができな
かった期間、傷病手当金を支給し
ます。（個人事業主、フリーラン
スの方は除きます）
▼対象者（次の条件全て該当する方）
１．弥富市国民健康保険の被保険

者の方
２．勤務先から給与の支払いを受

けている方
３．新型コロナウイルス感染症に感

染した、または発熱などの症状
があり感染が疑われ、その療養
のため労務に服することができ
なかった期間がある方

４．その就労できなかった期間に
ついて給与の全額または一部
が支給されなかった方

▼支給額計算方法
　（直近の継続した３か月間の給
与収入の合計額 ÷ 就労日数）×
２／３×日数
　ただし、給与収入の全部または
一部を受け取ることができる方に
対しては、これを受け取る期間は
傷病手当金を支給しません。
　なお、その受け取ることができ
る給与の額が、上の方法で算定さ
れる傷病手当金の額よりも少ない
ときは、その差額を支給します。
▼適用期間
　令和２年１月１日～令和３年３
月 31 日の間で療養のため労務に
服することができない期間
　ただし、入院が継続する場合は
健康保険と同様最長１年６か月まで
▼申請方法
　 支給には申請が必要です。市
役所保険年金課にお問い合わせく
ださい。
　市役所保険年金課（内線 122、123）

▼と　き ３月 13 日（土）
　午後２時～４時（１時30分開場）

▼ところ 蟹江町産業文化会館
 （蟹江中央公民館分館）
 （蟹江町城一丁目214番地）
▼内　容 
「海部歴史研究会 30 年をむかえて
　～郷土研究の諸相～」
・フロアＡ「地域史の再検討」

大坪恵里佳（弥富市歴史民俗資
料館　学芸員）
「長島一向一揆に関する通説の再
検討―海部地域を中心としてー」
石田泰弘（愛西市佐織公民館　館長）
「海部から歴史を読み直す」

・フロアＢ　「地理環境と地域の文化」
森川紀子（大治町立公民館　学芸員）
「尾張西部の河川の流れと文化の道」
大野麻子（蟹江町歴史民俗資料
館主任学芸員）
「海部地域の子供ザイレン」
▼主　催 蟹江町教育委員会・
 海部歴史研究会
▼定　員 合計100名（事前申込制）
▼申込方法
　参加を希望するフロアを選択し
て、２月 19 日（金）までに蟹江
町歴史民俗資料館窓口へ申し込み
ください。（希望者多数の場合は
抽選を行います）
　蟹江町歴史民俗資料館（月曜休館）
　☎95－3812

　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
して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、講習会およびトレーニン
グ室のご利用は、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
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

　令和 3 年度以降の市民体育祭を
廃止することになりました。今後
は、幅広い年齢層の方や障がいの
ある方と健常者が一緒にスポーツ
を楽しむことのできるスポーツイ
ベントなどを考えています。

　ハローワーク津島は、採用に意
欲的な地元企業 28 社（予定）が
参加する「ハローワーク津島　就
職フェア」を開催します。
　就職氷河期世代の方、令和３年
３月に高校を卒業する方で就職を
希望する方も含め、就職・転職を
めざし就職活動中の方が対象です。
　当日は、新型コロナウイルス感
染症防止対策を実施いたします。
マスク着用、検温、換気および消
毒にご協力をお願いします。
▼と　き ３月４日（木）
 午後 1 時 30 分～ 4 時
 （開場：午後 1 時）
▼ところ 津島市文化会館
 （津島市藤浪町3－89－10）
　ハローワーク津島
　企業支援・専門援助部門
　☎43－3911
　職業相談部門　☎26－3159

▼と　き ３月４日（木）
 午前 10 時～正午
▼内　容
　講演会「安心して園や学校で過
ごすためのヒント」
講師：藤田医科大学保健衛生学部
　田﨑 あゆみ　准教授（小児看
護専門看護師）
※講演後に交流会を行います。
※講演会のみの参加も可能です。
交流会アドバイザー：
藤田医科大学　田﨑あゆみ准教授
難病のこども支援東海ネットワー
ク会員
愛知心臓病の会運営委員
▼対　象
　愛知県在住の病気とともに暮ら
すお子さんをもつ家族
▼申込方法
　２月 18 日（木）までに津島保
健所へ電話で申し込みください。
※参加するには、インターネット
につながるスマートフォンまた
はパソコンが必要です。
アプリをダウンロードしていた
だく場合があります。詳細はお
問い合わせください。

　津島保健所　☎26－4137

　

　悪質商法などによる被害、不適
切な表示に関するトラブル、製品
やサービスなどによる危険や被害
などについて相談したいときは
「消費者ホットライン、局番なし
の『188』」をご利用ください。
　「188」へ電話をすると、音声
ガイダンスが流れ、郵便番号を入
力するなどを行うと、お住まいの
地域の消費生活センターなどをご
案内します。
　利用料金は、相談窓口につな
がった時点からの通話料金をご負
担いただきます。電話番号および
受付時間の案内ガイダンスについ
ては、電話料金は掛りません。

▼連絡先
　消費者ホットライン
　☎局番なし　188
※身近な消費生活相談窓口につな
がります。

　これまで手話を学んだことがな
く、簡単なあいさつや自己紹介な
ど手話の基礎知識を学びたいとお
考えの方に向け、手話奉仕員の養
成講座を開催します。
▼と　き
　４月～令和４年３月（毎週日曜日）
　午後３時～５時（計 80 時間）
▼ところ　
　総合福祉センター ２階 研修室
▼講　師
　愛知県聴覚障害者協会会員
▼対象者
　市内在住、在勤、在学の方で、
継続して受講できる方
▼定　員 10 名（先着順）
▼料　金
　無料（テキスト代などは、受講
者の負担となります）
▼申込期限　3月 12 日（金）まで
　・　市役所福祉課（内線 162）

▼課　程　夜間定時制課程普通科
▼応募資格
　次のいずれかに該当し、原則と
して県内に住所または、勤務地を
有する方
①中学校もしくは義務教育学校を
卒業した方または中等教育学校
の前期課程を修了した方

②令和３年３月に中学校もしくは
義務教育学校卒業見込みの方ま
たは中等教育学校の前期課程を
修了見込みの方

③学校教育法施行規則第 95 条各
号のいずれかに該当する方

※同条第１号または第２号に該当

する方については、令和３年３
月に修了見込みの方を含むもの
とします。

▼募集人員・日程

▼入学検査　作文および面接
▼入学検定料
　950 円（愛知県収入証紙を願書
に貼付。収入印紙ではありません）
▼必要書類
　入学願書、出身中学校の発行す
る調査書、自己申告書（提出を希
望する場合のみ）、長期欠席者な
どに係る選抜申請書（該当者の
み）、外国人生徒などにかかる受
験上の配慮に関する申請書（該当

障がい者日帰り体験バス旅行（旧：障がい者機能回復訓練）

市民体育祭の廃止について

募集します

ハローワーク津島
就職フェア

手話奉仕員養成講座
（入門・基礎）受講生を募集

愛知県立名古屋高等技術専門校　
令和３年４月入校訓練生を募集

病気とともに暮らす
お子さんの家族のための
オンライン交流会

消費者ホットライン 
消費生活相談の電話番号は
188 番（いやや！）へ

愛知県立津島高等学校
定時制課程
令和３年度入学者を募集
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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。

前期選抜 後期選抜

2月25日(木)
9:00～16:00
2月26日(金)

10:00～15:00

3月19日(金)
9:00～16:00
3月22日(月)

10:00～15:00

募集人数の
8割程度

募集人数から
前期選抜合格者
数を減じた人数

3月4日(木) 3月24日(水)

3月9日(火)
10:00

3月25日(木)
10:00

願書受付期間

募集人員：４０名

入学検査日

合格発表

者のみ）。
　・　県立津島高等学校　　
　☎28－4158

▼応募資格
　職業の転換を必要とする求職者など
▼募集科
　６か月コース
　　①金属加工科②インテリア科
　１年コース
　　①総合造園科②電気機器科
▼訓練場所
名古屋校舎（名古屋市北区安井 2-4-48）
　金属加工科・インテリア科・電気機器科
稲沢校舎（稲沢市堀之内町白山60-1）
　総合造園科
▼募集期限　２月 15 日 ( 月 )
▼選考日 ３月２日 ( 火 )
▼見学会 ２月３日（水）・９日（火）
※３日 ( 水 ) は名古屋校舎のみ開催
　愛知県立名古屋高等技術専門校
　☎（052）917－6711

　放送大学は、2021 年４月入学
生を募集しています。

放送大学入学生を募集

192021（令和3）年 2月号 広報やとみ18 2021（令和3）年 2月号 広報やとみ


