
こちらのカレンダーは、広報から切り取って見やすい所に貼ってください。

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3年5 月 平日夜間・休日診療問い合わせ先
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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

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ー 0119　 ●海部南部消防署北分署  ☎65ー 0119 　●救急医療情報センター  ☎26ー 1133

※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」および
「結婚相談」「司法書士による相談・登記相談」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。

休休館日・運休行事予定カレンダー月5
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憲法記念日 みどりの日 こどもの日
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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

消費生活相談
（予約制）（市役所）
13：30～16：00
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
中村年金事務所による年金相談
（予約制）（市役所）
10：00～15：00

消費生活相談
（予約制）（市役所）
13：30～16：00
成年後見制度について
無料相談（予約制）
（市役所）
13：30～16：20

生活自立支援相談
（市役所）
9：00～12：00

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

消費生活相談
（予約制）（市役所）
13：30～16：00
弁護士による無料相談
（予約制）
（権利擁護や成年後見について）
（十四山支所）
13：00～15：50

消費生活相談
（予約制）（市役所）
13：30～16：00
弁護士による無料相談
（予約制）
（総合福祉センター）
13：00～16：00

　　    《納期限》
軽自動車税種別割　全期
介護保険料　 　　　１期

心配ごと相談所
行政相談
（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

服部整形外科皮フ科
(弥富市)
☎６５－１２００

小林クリニック（あま市）
☎４４４－４５００

小西整形外科（あま市）
☎８７５－７１７８

もりや整形外科（あま市）
☎４４５－３７１１

鈴木整形外科（愛西市）
☎２８－８８３８

こじま整形外科(愛西市)
☎２５－９９１１

はせ川外科（津島市）
☎２４－３３７０

つつみ整形外科クリニック
（蟹江町）
☎９７－０２２３

市役所児童課（内線 154）

夏休み期間に児童クラブで働きませんか
　保護者が昼間家庭にいない児童を支援する児童クラブの指導員（特に夏休み期間中に働ける方、大学・短大生
も可）を募集します。教員免許、幼稚園教諭・保育士免許などの有資格者を歓迎しますが、資格の有無は問いま
せん。採用にあたっては、選考の上、任用します。
▼必要書類など
　・会計年度任用職員登録申込書（市役所児童課に用意しています）
　・写真（縦４㎝ × 横３㎝ 程度）　　・保育士・教員などの資格のある方は資格者証の写し
▼勤務地

◇利用決定は、先着順ではありません。定員超過するクラブは、市が定めた優先順位に従い認めていきます。
◇定員を超える場合は、ご希望の児童クラブに入れないことや児童クラブを利用していただけないことがあります。承諾・不承諾
通知は７月上旬に文書にて通知します。

◇夏休み期間中、児童の送迎は、保護者の責任でお願いします。
◇昼食とお茶は各自で用意してください。なお、暑い時期ですので、傷みやすいものは避けるなど細心の注意を払ってください。
◇おやつは児童クラブで用意します。（十四山東部児童クラブおよび食物アレルギーのある児童を除く）
◇申請後にその申請を取り下げたい場合は、６月30日までに辞退届を児童課へ提出してください。６月30日を過ぎますと利用料
が発生します。

▼実施（夏休み）期間　７月 21 日（水）～８月 31 日（火）（日曜日・祝日は休み）
▼実施時間　午前８時～午後６時 30 分
　　　　　　　　※このうち家庭で児童を見ることができない日・時間にご利用いただけます。
▼利用料他　利用料 10,000 円＋おやつ代 1,500 円（十四山東部児童クラブは利用料のみ）　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　※利用料減免制度もありますので、お問い合わせください。
▼申込方法・申込場所　児童クラブ登録申請書に必要事項を記入し、雇用証明書などを添えて、市役所児童課
　　　　　　　　　　　または児童クラブ（開所時間に限る）まで申請してください。
▼申請書配布・申込期間　５月 21 日（金）～６月 22 日（火）午前８時 30 分～午後５時 15 分（土・日曜日は除く）

※定員を超える場合は、ご希望の児童クラブに入れないことがあります。他学区の児童クラブを利用していただく場合は、出校日も保護者
　の送迎が必要です。

日の出第一児童クラブ（ひので子育て支援センター西側）

若干名 ※夏休み募集期間までに定員に達したクラブは夏休みの募集を行いません。
※詳細は市ホームページにて掲載予定です。

実施施設

予定人数

日の出第二児童クラブ（ひので子育て支援センター西側）
桜第一児童クラブ（桜小学校敷地内）
桜第二児童クラブ（桜小学校敷地内）
弥生第一児童クラブ（弥生児童館内）
弥生第二児童クラブ（総合福祉センター内）

大藤児童クラブ（大藤児童館内）
白鳥児童クラブ（白鳥コミュニティセンター内）
栄南児童クラブ（栄南児童館内）
十四山東部児童クラブ（十四山公民館内）
十四山西部児童クラブ（十四山西部小学校敷地内）

令和３年度の夏休み期間中の児童クラブの登録申請を次のとおり受け付けます。

※新型コロナウイルス感染症の影響により、以下のお知らせは小学校の夏休みの開始状況に合わせ
　変更する場合がありますので、ご理解お願いいたします。

▼目　的
　保護者が労働などにより昼間家庭にいない児童に対し、児童クラブを実施することで適切な遊びおよび
　生活の場を与え、児童の健全な育成を図ることを目的とします。

▼弥富市児童クラブ施設一覧　

▼対象児童
　市内の小学校に在籍する児童で次のいずれかに該当すること
　①母子または父子家庭で母または父が居宅外で労働している児童
　②両親双方が居宅外で労働している児童
　③その他市長が必要と認めた児童

留意事項

市役所児童課（内線 154）

夏休みにおける児童クラブの登録申請について

◇ 十四山西部児童クラブ（十四山西部小学校敷地内）
◇ 十四山東部児童クラブ（十四山公民館内）
◇ 栄南児童クラブ（栄南児童館内）
◇ 白鳥児童クラブ（白鳥コミュニティセンター内）
◇ 大藤児童クラブ（大藤児童館内）

◇ 弥生第二児童クラブ（総合福祉センター内）
◇ 弥生第一児童クラブ（弥生児童館内）
◇ 桜第二児童クラブ（桜小学校敷地内）
◇ 桜第一児童クラブ（桜小学校敷地内）
◇ 日の出第二児童クラブ（ひので子育て支援センター西側）
◇ 日の出第一児童クラブ（ひので子育て支援センター西側）

・

・

▼申込方法　市役所児童課にて随時受け付けます。
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