
弥富市職員を募集します！！



※健康観察の時間（30分程度）を含め 45分～１時間程
度かかります。
　【個別予防接種実施医療機関】　新型コロナウイルス
ワクチン接種券　送付時案内をご覧ください。
※日比クリニックについては、８月分の接種からＷｅ
ｂ予約、コールセンターでの予約に変更します。
※偕行会リハビリテーション病院については、リハビ
リテーション病院で透析等治療を行っている方のみ
が対象となるため、予約受け付けができません。
※個別接種に関しては、１回目接種の３週間後の同じ
曜日に２回目接種となりますので、必ず予定をあけ
ておいてください。（集団接種は約３週間後の指定さ
れた日となります。）

新型コロナウイルスワクチン接種券の再交付について
は、市役所健康推進課へお問い合わせください。

問い合わせ先（市外局番 0567）

（令和3年5月1日現在）

人口　44,151人（-70）
男　　22,188人（-49）
女　　21,963人（-21）
世帯　18,356　（-17）

令和３年度新型コロナウイルスワクチン
予防接種のご案内
こんなとき頼りになる消防団
トピックス
・弥富市職員を募集します
・後期高齢者医療制度からのお知らせ
・弥富市高齢者安全運転支援装置
  設置促進事業費補助金の延長について
・令和3年度集団検診（バス検診）のご案内
第 2 次弥富市健康増進計画
中間評価報告【概要版】
まちの話題
市長の部屋
来て見て遊んで
・白鳥児童館
子どもは宝　やとみのたから
・６月生まれの子どもたち
SUKUSUKUPLAZA
６月行事予定カレンダー
教育の広場
・弥富北中学校
・広島研修
くらしの情報
・６月のお知らせ
下水道供用開始区域が広がりました
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スポーツ
保健センターだより
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今月の表紙は、市の若手職員です。
私たち職員は、このまちで生まれ育った多くの子どもたちが、
将来、ふるさとである「弥富市」を自慢できるようなまちづくりを
するために日々働いています。　　
弥富市役所では、市民の皆さんに「弥富に住んで良かった」と
思ってもらえるよう、チャレンジ精神を持ち、課題に立ち向かう
ことができる職員を求めてい
ます。
5 月 31 日より保育士を、
7 月 26 日より事務職、技術
職（土木、建築）を募集してい
ます。詳細については、5 ペ
ージをご覧ください。
弥富市役所の職員として一
緒に働くことができる日を楽
しみにしています！

　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）
いこいの里　　　　　　 ☎69－1600（日・月曜、祝日休館）
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 

市県民税　　　　１期
下水道等使用料　４・５月分
《納期限：６月 30日 ( 水 )》

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

令和３年５月 19 日現在

と　　き 時間（15分前受付開始） ２回目予定日（Wｅｂ・電話予約不要）
7 月 3日（土）

7月 4日（日）

7月 8日（木）

7月 13日（火）

7月 17日（土）

7月 18日（日）

7月 20日（火）

7月 27日（火）

13：30～ 16：30 （２回目の方のみ） ー

ー

ー

 9：00～ 12：00 （２回目の方のみ）
13：30～ 15：30 （２回目の方のみ）
13：30～ 14：15 （2回目の方）
14：15～ 15：00 （１回目の方）
13：30～ 14：15 （2回目の方）
14：15～ 15：00 （１回目の方）
13：30～ 15：00 （１回目の方のみ）
 9：00～ 12：00 （１回目の方）
13：30～ 16：30 （２回目の方）
13：30～ 14：15 （2回目の方）
14：15～ 15：00 （１回目の方）

7月 27日（火）13：00～ 14：15

8月 5日（木）13：00～ 14：15

8月 7日（土）13：30～ 15：00

8月 8日（日）9：00～ 12：00

8月 8日（日）13：30～ 14：45

13：30～ 14：15 （２回目の方のみ）

令和３年度新型コロナウイルスワクチン予防接種のご案内
弥富市

新型コロナウイルス
ワクチン予防接種
Ｗｅｂ予約はこちら

予約・　 弥富市ワクチン接種コールセンター☎66ー 0097

６月※予定ですので、ワクチンの供給状況などによりスケジュール変更になる可能性があります。
日土金木水火月

★クーポン券発送予定
日（16～ 59歳の方）
※配送には時間がかか
る場合があります

★60歳未満で基礎疾患
を有する方
8：30～予約受付開始
予定日

【保健センター】
13：30～ 15：00
→２回目 7/4 午後

【保健センター】
13：30～ 16：30
→２回目 7/3

【保健センター】
13：30～ 16：30
→２回目 6/27 午後

【保健センター】
9：00～ 12：00
13：30～ 16：30
→２回目 7/4

【保健センター】
13：30～ 16：30
（２回目の方のみ）

【保健センター】
13：30～ 15：00
※２回目は 7/8 または
7/13 となります。

【保健センター】
9：00～ 12：00
13：30～ 16：30
（午後は２回目の方のみ）
→２回目7/18午後

【保健センター】
9：00～ 12：00
13：30～ 15：30
（２回目の方のみ）

お詫び：６月２２日（火）に予定していた集団接種（保健センター）は調整がつか
ず、実施いたしません。
●基礎疾患を有する方は、かかりつけの病院や海南病院での接種にご協力くだ
さい。

★60～ 64歳の方は5月 25日（火）にクーポン発送しております。
　予約受け付けも開始しております。
★65歳以上の方は4月 19日にクーポン券を発送しております。
　予約受け付けも開始しております。

〇海南病院（１回目の方対象）
〇個別接種（１回目の方対象）
※海南病院は除く

〇海南病院（１回目の方対象）
〇個別接種（１回目の方対象）
※海南病院は除く

〇個別接種（１回目の方対象）
※海南病院は除く

〇海南病院（１回目の方対象）

〇個別接種（１回目の方対象）
※海南病院は除く

〇個別接種（１回目の方対象）
※海南病院は除く

〇個別接種（１回目の方対象）
※海南病院は除く

〇海南病院（１回目の方対象）

【保健センター】
13：30～ 14：45
→２回目 6/29

【保健センター】
13：30～ 15：00
→２回目 7/20

 ワクチン接種について
保健センター、市内医療機関で新型コロナウイルスワクチン予防接種を実施します。
希望の方は、Ｗｅｂ予約またはコールセンターへ予約をお願いします。（6月1日（火）より市役所1階でも予約受け付けします）
※ワクチンの供給次第では日程の変更があります。
※接種実施日についてはＷｅｂ予約にてご確認ください。ワクチン接種は必ず予約が必要です。
※かかりつけ医のある方は、接種日までに予防接種を受けてよいか、必ず確認してください。（かかりつけ
　医以外で接種する方のみ）
 キャンセル分の受付について
下記すべてに該当する方は6月 1日（火）からコールセンターへご連絡いただくか、こちら（vaccine@city.yatomi.lg.jp）に「接
種券番号」「氏名」「生年月日」「電話番号」を記載して送信いただければ、登録いたします。（完了の返信はいたしません）
・弥富市の予約受け付けが開始となっている方の中で、まだ予約が取れていない方
・保健センターおよび海南病院での接種をご希望の方
・連絡があったら、すぐに会場まで来ることができる方
※キャンセルが発生した場合に、お電話でご連絡します。ただし、その時出られない場合はご案内できませんので、ご了承ください。

 集団予防接種場所における接種日　　　　　
ところ：市役所３階保健センター ※予定ですので時間など変更となる可能性があります。
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市の消防団長以下副団長、各分団長
を紹介します。
消防団は、市内 16 の分団に分かれ、
北部地区７分団、南部地区５分団、東
部地区４分団で組織され、市民の安全
のために活躍しています。

市民の皆さんには、日頃より消防団の活動につきまして、ご理解ご協力を賜り厚くお礼申し上げます。
近年、南海トラフ巨大地震などの大規模災害が懸念されており、消防団員には消火活動のみならず、
水防活動、防災活動と幅広い活動が求められています。このようなさまざまな災害から被害を最小限に
抑えるため、団員一人ひとりが大切な人や大切な地域を守りたいという強い郷土愛を持ち、仲間と活動
できる喜びと、地域のために役に立てる喜びを力にして新型コロナウイルス感染症対策をとりながら一
生懸命訓練に励み、市民の安全安心を守ってまいります。

消防団長　宇佐美 友昭

こんなとき頼りになる

弥富市消防団名称および区域

北
部
地
区

名　称地区別 区　　域
第 1 分団 楽平、又八、佐古木

前ケ平、東中地、西中地、
鎌倉

海老江、上之割、中之割、
下之割、東弥生台団地、
中六北
車新田、前新田、小島、
弥生台団地、中六南
平島
前ケ須、中山、川原欠、
大藤
森津、芝井、鎌島
松名、寛延、間崎、稲元、
稲吉、加稲、富島、栄南
狐地、稲狐、三稲
稲荷、操出、西末広、
東末広、大谷、駒野、
上野、楠
三好、稲荷崎、境、中原、
鍋田、富浜、曙
神戸、桴場、鳥ケ地、
子宝、西蜆
東蜆、四郎兵衛、亀ケ地、
下押萩、上押萩、竹田
五斗山、坂中地、鮫ケ地、
馬ケ地
堤蛇ケ江、大山、鍋平、
三百島

荷之上、五之三、五明

第 2 分団

第 3 分団

第 4 分団

第 5 分団

第 6 分団

第 7 分団

第 8 分団

第 9 分団

第 10 分団

第 11 分団

第 12 分団

第 13 分団

第 14 分団

第 15 分団

第 16 分団

南
部
地
区

東
部
地
区

第 1 分団長
平野 翔

副団長（北部）
鎌田 建作

副団長（東部）
佐藤 直哉

副団長（南部）
黒宮 剛

団　長
宇佐美 友昭

第 6 分団長
一栁 岳

第 5 分団長
中川 翔太

第 4 分団長
山森 光

第 3 分団長
谷下澤 知宏

第 2 分団長
髙田 悠平

第 11 分団長
立松 雅斗

第 10 分団長
渡邊 紘士

第 9 分団長
中山 貴昌

第 8 分団長
石原 真一

第 7 分団長
佐藤 嘉高

第 16 分団長
浅田 拓真

第 15 分団長
加藤 剛士

第 14 分団長
高木 雅宜貝沼 卓耶

第 13 分団長

第 12 分団長
山口 亮太

特 集

新団長あいさつ

消防団消防団
（敬称略）

【欠格事項】
 ・禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでまたはその執行を受けることがなくなるまでの者
 ・日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法またはその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、または
　これに加入した者
【その他】
 ・試験会場などについては、申込み受付後、正式に個別通知します。
 ・受験資格など不明な点は、事前に市役所人事秘書課にお問い合わせください。
 ・試験申込書などは市役所１階総合案内横の広告付庁舎案内板下方ケースに備え付けのほか、市役所４階人事秘書課および十四山支所で開庁日に配
　布します。
　また、市ホームページから印刷（サイズ指定有り）して使用もできます。

募集職種
必要書類

【提出書類】

【募集職種、受験資格など】

   ・　〒498－8501　弥富市前ケ須町南本田 335 番地　市役所人事秘書課　人事グループ（内線 472・473）

弥富市職員を募集します弥富市職員を募集します
募集職種 採用

予定人員 受験資格 試験日 応募受付期間

技術職（建築）
〔*社会人経験者〕

技術職（建築）

技術職（土木）
〔*社会人経験者〕

技術職（土木）

事務職
（一般事務）
〔障がい者〕

事務職
（一般事務）

保育士

2 人程度

2人程度

6人程度

７月26日（月）
～

８月13日（金）
（土・日曜日、
休日を除く）

９月19日（日）

５月31日（月）
～

６月17日（木）
（土・日曜日を

除く）

７月11日（日）11人程度

・平成９年４月２日以降に生まれた人で、４年制大学を卒業した人または令和４
年３月までに卒業見込みの人
・平成 11年４月２日以降に生まれた人で、短期大学、専修学校などを卒業した
人または令和４年３月までに卒業見込みの人
※ 保育士資格を有している人または令和４年３月までに取得見込みの人

・平成９年４月２日以降に生まれた人で、４年制大学を卒業した人または令和４
年３月までに卒業見込みの人
・平成11年４月２日以降に生まれた人で、短期大学（*専修学校の専門課程を含
む）を卒業した人または令和４年３月までに卒業見込みの人
・平成13年 4月 2日以降に生まれた人で、高等学校を卒業した人または令和4
年 3月までに卒業見込みの人

昭和62年４月２日以降に生まれた人で、高等学校を卒業した人または令和４年
３月までに卒業見込みの人（高等学校以上の学歴でも受験可）
※ 身体障がい者手帳、療育手帳（愛護手帳など）、精神障がい者保健福祉手帳の交
　付を受けている人

平成４年４月２日以降に生まれた人で、４年制大学を卒業した人または令和４年
３月までに卒業見込みの人

昭和 62年４月２日以降に生まれた人で、高等学校卒業程度以上の学歴を有し、
次のいずれの要件も満たす人
１ 次のいずれかの資格を有すること
　(1) 土木施工管理技士（１級または２級）
　(2) 技術士（建設部門または上下水道部門）
２ 土木工事の計画、設計、施工管理などの実務経験が通算３年以上ある人

平成４年４月２日以降に生まれた人で、４年制大学を卒業した人または令和４年
３月までに卒業見込みの人

昭和 62年４月２日以降に生まれた人で、高等学校卒業程度以上の学歴を有し、
建築工事の設計または施工管理などの実務経験が通算３年以上ある人

○ ○ ○技術職（建築）

○ ○ ○技術職（土木）

○ ○ ○事務職（一般事務）

その他「卒業（見込）証明書」「成績証明書」「採用候補者試験申込書」
（指定様式）（写真貼付）

○ ○ ○保育士 ・保育士の資格を証する書類または保育士資格取得
　見込証明書

○ ○ ○事務職（一般事務）
〔障がい者〕

・障がい者手帳の氏名・障がい名（身体障がいのみ）・
等級が掲載されているページの写し

○ － ○技術職（土木）
〔社会人経験者〕

○ － ○技術職（建築）
〔社会人経験者〕

＊「専修学校の専門課程」とは、文部科学大臣により専門士の称号が付与される課程を指します。
＊〔社会人経験者〕枠の実務経験について
 ・雇用形態（正社員、アルバイト、パートタイマー）は問いませんが、企業などで週 30 時間以上の勤務のものに限ります。
 ・複数の民間企業などでの経験年数を通算することができます。
 ・同一期間内に複数の職務に従事した場合は、いずれか一方のみを対象とします。

・上記「受験資格」の資格を証する書類
・勤務証明書（指定様式）（※最終合格通知後に提出）

・勤務証明書（指定様式）（※最終合格通知後に提出）

TOPICS
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保険料の特例的な軽減の廃止について
後期高齢者医療制度では保険料の均等割額について、世帯主とその世帯にいる被保険者の所得金額の合計に応

じて段階的（７割軽減・５割軽減・２割軽減）に軽減しています。
このうち、７割軽減の対象となっていた方について、法令に基づく軽減（本則）に特例的に上乗せして軽減を行

ってきましたが、令和元年度から段階的に見直しを行い、令和３年度が見直しの最終年度となります。
令和３年度は、令和２年度に軽減特例の対象だった方について、本則どおり７割軽減となります。

世帯主とその世帯にいる被保険者の所得金額の合計に応じて、被保険者均等割額を下記のとおり軽減します。

●　65 歳以上の方の公的年金所得は、通常の所得から 15 万円控除した額で判定します。
●　令和３年１月１日施行の地方税法の改正に伴う「意図せざる影響や不利益」が生じないようにするため、軽減
　対象となる所得要件を変更しています。
●　収入の状況や世帯の構成によって、基準が異なります。

後期高齢者医療制度では、被保険者全員が保険料を納めます。みなさんの納める保険料が大切な財源となって
います。
保険料を普通徴収で納めていただいている方は、口座振替をご利用いただくなど、納期限内の納付にご協力く

ださい。
口座振替依頼書は市内の金融機関および市役所保険年金課の窓口にありますので、預金通帳と通帳のお届印を

ご用意のうえお申し出ください。

所得の低い世帯の方の保険料の軽減

市内にお住いの後期高齢者医療制度に加入している被保険者に、健康診査を実施します。
生活習慣病を早期発見し、重症化を防ぐため、定期的に健康診査を受けましょう。
詳しくは、５月下旬に送付された後期高齢者健康診査の手引きをご覧ください。

▼今年度実施期間　６月１日（火）～ 10 月 30 日（土）
市役所保険年金課（内線 126・127）

後期高齢者健康診査を受けましょう

うち、世帯の被保険者全員の
各種所得が０円

対象者の所得要件
（世帯主とその世帯の被保険者全員の

保険料軽減判定所得の合計額）

均等割の軽減割合

世帯主とその世帯の被保険者全員の所得金額の合計
43 万円＋10 万円 ×（給与所得者等の人数－１）
以下の世帯

43 万円＋（28.5 万円 × 世帯の被保険者数）
＋10 万円 ×（給与所得者等の人数－１）
以下の世帯
43 万円＋（52 万円 × 世帯の被保険者数）
＋10 万円 ×（給与所得者等の人数－１）
以下の世帯

軽減割合
被保険者均等割額を
７割軽減

被保険者均等割額を
５割軽減

被保険者均等割額を
２割軽減

令和３年度令和元年度平成 30 年度 令和２年度

8.5 割 8.5 割

９割 ８割

7.75 割 ７割（本則）

７割（本則）

保険料軽減判定所得が 33 万円以下

TOPICS 後期高齢者医療制度からの
お知らせ

後期高齢者医療制度からの
お知らせ

弥富市高齢者安全運転支援装置
設置促進事業費補助金の延長について
弥富市高齢者安全運転支援装置

設置促進事業費補助金の延長について
保険料の計算方法

保険料の納期限内の納付にご協力ください

保険料は令和２年中の所得に応じて次のように決まります。

令和３年度の保険料は７月に決定します。７月に届く保険料額決定通知書を必ずご確認ください。

所得金額とは、収入金額から必要経費を差
引いた額であり、収入が公的年金収入のみの
方は「公的年金収入額－公的年金等控除額」が
所得金額になります。
遺族年金・障害年金などの非課税年金は公
的年金収入額に含まれません。

所得割額

（所得金額－基礎控除額※）
×所得割率9.64％

均等割額 年間保険料
限度額64万円
（100円未満切捨て）

被保険者一人当たり

48,765円 +

=

※基礎控除額

合計所得金額 基礎控除額

43 万円

29 万円

15 万円

適用なし

2,400 万円以下

2,400 万円超 2,450 万円以下

2,450 万円超 2,500 万円以下

2,500 万円超

65歳以上の市民の方が運転する自動車へ後付けの急発進抑制装置を付けた際に購入および設置費の一部を補助します。
▼対象者　市内に住所を有する住民票のあるの方で、次のいずれにも該当する方
①令和4年3月31日までに65歳以上になる方
②有効期間のある運転免許証を持っている方
③設置する自動車の自動車検査証に「自家用」および「使用者の氏名又は名称」が免許証に記載されている氏名と同じ方
④自動車税または軽自動車税およびその他市税の滞納が無い方
⑤転売などを目的として設置しない方
⑥設置する自動車を、個人の用途に供する方
⑦令和3年4月1日以降に安全運転支援装置取扱事業者の県内の店舗で設置した方
⑧愛知県暴力団排除条例に規定する暴力団員または暴力団もしくは暴力団と密接な関係を有してない方
⑨装置の機能と使用方法について、販売および設置事業者から説明を受けた方
⑩同一の補助対象経費に対する他の補助金の交付を受けていない方
⑪設置後に発生した事故や故障について、愛知県および市が一切の責任を負わないことについて了承する方
⑫天災や病気などの場合を除き設置後１年以上使用する方
⑬条件に反することが判明した場合は、補助金を返還することについて了承する方
⑭その他市長が認めたとき
▼対象期間　
　令和４年３月31日まで
▼対象装置 　国土交通省の性能認定を受けた後付けの急発進抑制装置で障害物検知機能付きもしくは障害物検知機能な
しのもの

▼取扱事業者　一般社団法人次世代自動車振興センターが認定した「後付け装置取扱事業者」の県内の店舗など
▼助成金の額　本体費用および設置費用の８割。ただし、センサー機能付きは上限 32,000 円、センサー機能なしは上
限16,000円

▼申請に必要なもの
 ・申請書兼実績報告書　・誓約書兼同意書　・自動車検査証の写し　・自動車運転免許証の写し
 ・領収書の写し（本体費用、設置費用の分かるもの）
 ・安全運転支援装置販売・設置証明書（取扱事業者が作成した原本に限る）
　市役所介護高齢課（内線175）
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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。【お願い】

　昭和 37 年４月２日～昭和 54 年４月１日生まれの男性は、特定健康診査、前立腺が
ん検診、肝炎ウイルス検診、胃がんリスク検診と同時に抗体検査を無料で受けること
ができます。抗体検査を受けるにはクーポン券（再交付可）が必要になります。抗体検
査をご希望の方は、お申し出ください。

☆風しん抗体検査について

＜注意事項＞
◆検診は午前中に実施します。15 分ごとに予約枠があり、ご希望の時間帯に予約をお取りできないこともあ
ります。
◆申し込みは定員になり次第終了しますが、キャンセル待ちを受け付ける場合もあります。
◆申し込みが少なかった場合は、日程や時間を調整する場合があります。

　・　市役所健康推進課（内線 314・315）

検診場所：保健センター  （市役所 3 階）
令和 3 年度集団検診日程表

市では検診をより精度の高い有効なものにするために、検診結果 ( 精密検査含む ) の把握を行っていることをご了承ください。
※1　眼底検査は、特定健診・後期高齢者健診対象の方で、医師の判断により必要な方のみ実施できます。
※2　胃がん検診は、80 歳以上の方は危険防止のため受けられません。個別検診で受けるようお願いします。
　　  胃のバリウム検診について、①～③に該当する方は、安全面より実施ができません。①大腸憩室、腸閉塞、消化管穿孔の
       既往がある方　②バリウムアレルギー・バリウムにより体調不良があった方　③検査台の上で安定して立ったり回転し
　　 たりすることができない方。また、1 年以内に手術した方 ( 胃、頭頚部、心臓、大動脈、肺、脊椎、腕、脚など ) は主治
　　  医の許可を受けてください。
※3　今年度、総合がん検診もしくは個別がん検診にて内容の重複する検診を受けた方は、受けられません。
　　  胃がん・肺がん検診は妊娠中の方は受けられません。
※4　昨年度もしくは今年度に市の子宮がん検診を受けた方、妊娠中・生理中の方は受けられません。
※5　昨年度もしくは今年度に市のマンモグラフィ検診を受けた方、妊娠中・授乳中・卒乳後 1 年以内の方は受 
　　 けられません。
※6　今年度、子宮頸がん、乳がんの「がん検診無料クーポン」が届いている方は、無料で受けられます。検診当
　　  日、クーポン券をお持ちください。
※7　胃がんリスク検診は、上部消化器症状があるまたは治療中・腎不全・プロトンポンプ阻害剤服用中・胃切
　　  除後・ピロリ菌除去後などの方は正しい検査結果が得られない場合があります。

※8　無料大腸がん検診も含みます。

TOPICS 令和3年度集団検診（バス検診）のご案内令和3年度集団検診（バス検診）のご案内

検診項目

30代健診 500円

1,000円

無　料
※左記対象者のみ受診可

職場などで健診を受ける
機会がない30～39歳の方問診、身体計測、理学的検査、

血圧測定、尿検査、血液検査、
心電図
眼底検査(特定・後期高齢者
健診のみ) ※1

特定健康診査
無　料

40歳以上の
弥富市国民健康保険加入者

後期高齢者健診

胃がん バリウムによるX線検査 ※2 1,200円

肺がん 胸部X線検査 600円40歳以上の方 ※3

大腸がん 便潜血2日間法 400円

前立腺がん 血液検査（PSA検査） 50歳以上の男性 600円

子宮がん 子宮頸部細胞診 20歳以上の女性 ※4 ※6 800円

乳がん マンモグラフィ 30歳以上の女性 ※5 ※6 1,400円

500円 300円

600円

300円

200円

300円

400円

700円

骨粗しょう症

大腸がん検診

肝炎ウイルス検診

超音波伝導法による
骨密度測定

便潜血2日間法

血液検査（B型・C型肝炎）

40歳以上の女性

20～65歳（生涯１回）※7

昭和56年4月1日～
57年3月31日生

ピロリ菌抗体検査・
ペプシノゲン検査胃がんリスク検診

後期高齢者医療保険加入者

健
康
診
査

が
ん
検
診

そ
の
他
検
診

無
料
検
診

検診内容 対象者
69歳以下 70歳以上

料金
※検診日にご持参ください

6 月 26 日（土）午前 8 時 30 分より電話予約を開始　
※6 月 27 日（日）は電話受け付けを行いません。
6 月 28 日（月）以降は、午前 8 時 30 分～午後 5 時まで
（土・日曜日、祝日を除く平日）
感染症予防のため、窓口来所はできる限りご遠慮ください。

各検診日の 10 日前まで（土・日曜日、祝日を除く）
※ただし定員に達した場合は、申込期間内でも申し込みを締め切ります。

◆電話予約

◆ウェブ予約 6 月 14 日（月）午前 9 時 ～　
7 月 9 日（金）午後 5 時
（パソコン・スマホより 24 時間受付）

申込方法

申込期間

弥富市
集団検診
Web予約

「がん検診等受診券」を
検診当日に必ず、
お持ちください。

とき

項目 胃
がん

肺
がん

子宮
がん

乳
がん

骨粗
鬆症

無料
肝炎

胃がん
リスク

大腸
がん
※8

前立腺
がん

30代･特定
後期高齢者
健診

〇 〇7/21(水) 〇

〇〇 〇7/31(土)

〇〇 〇 〇

〇 〇 〇

〇 〇 〇

〇 〇 〇

〇

〇 〇

〇

8/10(火) 〇

〇

〇〇〇

〇〇

〇

〇 〇8/17(火) 〇 〇

〇 〇8/21(土) 〇〇

〇 〇9/2(木) 〇

〇 〇9/14(火) 〇

〇 〇 〇〇

〇

〇 〇9/25(土) 〇

〇 〇10/31(日) 〇〇

〇 〇11/4(木) 〇〇

〇 〇11/11(木) 〇〇 〇 〇

〇 〇11/30(火) 〇 〇〇 〇 〇

〇 〇12/6(月) 〇〇 〇

〇 〇12/19(日) 〇

〇

〇〇 〇

〇 〇1/19(水) 〇 〇〇 〇 〇

〇 〇1/20(木） 〇 〇〇 〇

〇 〇10/6(水) 〇 〇 〇 〇

〇 〇10/7(木) 〇 〇〇 〇

〇 〇〇

〇 〇〇

〇

保健センターおよび検診バスにて集団検診を実施します。一度に複数の検診を同時に受けることができます。
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がん検診受診率（全人口）
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結果画面 (例)
その他のストレス
石

住環境の
ストレス

水槽のヒビ

自分自身の
ストレス

赤金魚

落ち込み度
水の透明度

対人関係の
ストレス

黒金魚

社会的な
ストレス

ねこ

※レベルが上がる毎にケガをしていきます

※レベルが上がる毎に水が濁っていきます

　「がん」「たばこ対策」「生活習慣病対策」「歯および口腔の健康」「こころの健康」を重点項目５本柱と
し、がん検診や生活習慣病予防教室など健康教育の実施、やとみ健康マイレージ、歯周病検診や歯
科健康教育の実施、こころの健康に関する健康教育の実施などを行っていきます。新型コロナウイ
ルス感染症拡大により、健康づくり教室や健診の実施にはリモート形式での実施や、三密を避けて
の会場設定など感染予防を徹底したうえで、引き続き実施していきます。

　胃がん検診受診率が向上し、胃がん死亡割合が減少しました。がん検診等受
診券を対象者に個別通知し、がん検診を受けていただいています。集団検診の
ウェブ予約を導入し、ますますがん検診が受けやすくなりました。そして、要
精密検査になったら、怖がらず受診し早期発見・早期治療をしましょう。

　たばこによる健康被害の周知や健
康増進法の改正により受動喫煙防止
の整備が進んでいますが、弥富市の
成人喫煙率は、5 年前の計画策定時
より増加しており、愛知県平均より
高い状況です。
　年代では男性は 50 ～ 54 歳が最
も高く、女性は 40 ～ 44 歳が最も
高くなっています。

　特定健診の質問票にある「睡眠で十分に休養がとれて
いない者」は愛知県よりは低いものの、計画策定時より
増加しました。引き続き、こころの健康の啓発や健康
教育を実施していきます。
　新型コロナウイルス感染症の流行に伴う環境の変化
によりこころにもたらす影響が大きいと考えられます。
　睡眠はこころのバロメーターです。悩みはひとりで
抱えず、周囲の人や専門家に相談して、ゆったりした
気持ちで過ごせるようにしましょう。

第２次健康増進計画策定から５年が経過し、健康づくりの取り組みを振り返りました。

がん対策 受けようがん検診！精密検査も
確実に受診し、早期発見・早期治療！

市役所健康推進課（内線 314）

　デンタルフロスや歯間ブラシを使用している者の割合や、年
１回以上定期歯科検診を受けている者の割合は増加しました。
　40 歳代の歯周炎を有する者の割合は増加しているため、働
く世代への歯周病対策が課題です。
　新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、自粛生活が続く
ことで、不規則な食生活や不十分な口腔ケアでむし歯や歯周病
の悪化、さらには口腔機能の低下が懸念されます。
　日ごろの口腔ケアと定期歯科検診そしてお口の体操がとても
大切です。たばこ対策 あなたの体と子どもたちの未来のために、

禁煙・分煙しよう！

胃 肺 大腸 子宮 乳 女性男性

8.6 9.6 9.9
11.5

42.7

13.5

44.5 44.9
41.4

33.5

25.8
21.1

8.1
11.4

6.0 4.7
1.8

11.9

9.5
13.5

6.3

15.8

31.1

12.9 10.4

37.7
30.3

14.2 11.4

13.210.8
9.9 9.8 8.9

6

H27（策定時）  R1（直近値） H24（策定時） H30（直近値）

愛知県
弥富市

女性男性

生活習慣病対策 プラス１０分！運動習慣・栄養改善で肥満予防！

歯および
口腔の健康

おいしく食べて、元気に話すために、お口のケア！

こころの健康 悩みはひとりで抱えず、ゆったりした気持ちで、
ぐっすり睡眠☆

　メタボリックシンドロームの該当者は、愛
知県より多く策定時よりも増加しています。
弥富市は肥満者の割合が高く、メタボリック
シンドローム予防の対策が必要です。
　特に男性は 40 ～ 44 歳代、女性は 55 ～
59 歳代の割合が最も高く、働く世代への健
康づくりの働きかけに力を入れていく必要が
あります。
　肥満は生活習慣病の入口です。あと 10 分
いつもより多く歩く運動習慣や、バランス良
い食事で、肥満を防止しましょう。

「こころの体温計」は、パソコン・携
帯電話から簡単な質問に答えること
で、自分自身やあなたの家族・大切
な人のストレスや落ち込み度をチェ
ックすることができます。 結果とと
もに相談窓口などの情
報が表示されます。
右記の二次元コード、
市公式ホームページか
ら入れます。

61.6
65.9

H26
（策定時）

H26（策定時） R1（直近値）

R1
（直近値）

0
10.0

20.0

30.0

40.0

H26（策定時） R1（直近値）
男 女 男 女

26.9

(%) フロスや歯間ブラシを
使用している者の割合

(%) 睡眠で十分に休養がとれていない者の割合

21.0
26.1 23.6 26.3

弥富市 愛知県

0.0

0 40～44 歳 45～49 歳 50～54 歳 55～59 歳 60～64 歳 65～69 歳 70～74 歳

10

20

30

40

50

20.0

40.0

(%) 年代別喫煙率（Ｈ28・社会保険等含む）

第２次弥富市健康増進計画 中間評価報告【概要版】第２次弥富市健康増進計画 中間評価報告【概要版】
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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。

①　住宅用消火器の放射時間は、長いもので２０秒程度です。使用する際は、燃えているものに的確に放射することが大事です。放射時間や放射距離は、本体に必ず表示してありますので確認しておくと良いでしょう。 答 え

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！ 

問題 住宅用消火器の粉が出る時間は何秒くらいでしょうか？

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 P13 の下をご覧ください。

４０秒程度
❷ ❸

６０秒程度
❶

２０秒程度

今月号から、観光マップの「金魚のまち散策コース」に沿って、
市内の見どころを紹介します。
歴史民俗資料館は、弥富の歴史や民俗、産業などを紹介しています。
1 階のロビーには約 20 種の弥富金魚がいます。弥富市は高級金

魚の産地として全国に知られています。江戸時代にさかのぼる金
魚養殖の歴史を、実際に使われていた道具や映像などを見ながら
楽しく学ぶことができます。
また、マスコミにも取り上げられ話題となった白文鳥の「ぶんち

ゃん」がいます。愛くるしくて大人気です。弥富市はかつて日本で
唯一の文鳥の産地で、現在でも「文鳥の聖地」と呼ばれています。
なお、資料館の敷地にはかつて海西郡役所や旧弥富町役場があ

りました。そのため、道路の起点と終点を示す道路元標の石碑が
残っています。

６月ならではの風物詩、紫陽花が青や紫、ピンクや白などの花
を咲かせ、みどりの葉に映えた色合いがとてもきれいです。
これまで市民一丸となって感染防止対策にあたっていただいて

おりますが、新型コロナウイルス感染症は、依然としてまん延拡
大が続いております。そのような中、間もなく 65 歳以上へのワ
クチン接種が行われます。
引き続き市民の皆さんが順次接種を受けていただくことができ

るよう体制強化に努めてまいります。
季節の変わり目、体調管理にはくれぐれもお気をつけてくださ

いませ。

歴史民俗資料館

市長の部屋

道路元標の石碑

色鮮やかな紫陽花

令和３年５月７日、桜小学校２年生の生活科の「大きく育て私の野
菜」の授業として、JA グループが行う食農出前講座が行われました。
良質な土とミニトマトの苗を提供していただき、JA あいち海部の村
上さんに、苗の植え方を教わりました。
子どもたちが大切に育て、夏休み頃にはミニトマトを収穫できる予
定です。

５月に入り、雨の日が増えてきました。
市内では雨が降る中でもきれいに映える紫
陽花をよく見ることができます。雨降る憂
鬱な季節にもいろいろな色に咲き誇り、梅
雨を美しく彩ってくれています。
写真は小坂井 敦則さんが育てたピンク色
に咲くガクアジサイです。他にも牡丹紫陽
花などがきれいに咲いていました。

大きく育て私の野菜
ミニトマトの苗を植える桜小学校の子どもたち

梅雨を彩るガクアジサイ
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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
6

6月26日（土）
14：00～16：00

6月 12日（土）
14：00～16：00

6月19日（土）
14：00～16：00

6月19日（土）
14：00～16：00

※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　6月9日(水)～16日(水)【必着】
▼対 象 者　8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）

「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。
事務所で平日午前 9 時 30 分から午後 5 時 15 分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。

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～金曜日　
8：30～ 17：00

基本事業
病児・病後児
保育事業

ところ／市役所１階　キッズコーナー前
持ち物／母子手帳

6月 17日（木）
14：00～ 14：30受付

利用会員入会
出張所

休業日  日曜日、祝日（土曜日は電話受付のみ）☎52 ー 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！

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、年齢にあわせて、 わくわくベ
ビー、キッズ、チャイルド、フレンズ、マタニ
ティーを行っています。（人数制限あり）
※「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

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

卓球をしよう（小学生対象）

将棋をしよう（小学生対象）

★父の日の
プレゼントづくり
（小学生対象）

★七夕会

児童館だより
★各児童館共通　開館時間　9:30 ～ 18:00  　休 館  日　日曜日・祝日　

インスタグラムで活動の様子やイベント情報などを発信しています。

6月1日～7月10日

6月19日（土）
14：00～16：00

カード・
ボードゲーム

ママと一緒に
魚釣り！

  横井　希空ちゃん
よこ　い の　　あ

3歳
（子宝）

歌と英語が大好き！！

  野村　奏斗くん　風斗くん
の　むら かな　と ふう　と

2歳
（平島町）

食べること、遊ぶこと大好き♡

  神山　鈴月ちゃん
こうやま す　づき

1歳
（鯏浦町）

ねぇねに負けないやんちゃな三女

  長谷川　依茉ちゃん
は　せ　がわ え　　ま

3歳
（平島中）

３歳おめでとう♡

※お話しタイムはさくら・大藤（月曜日）、白鳥・栄南・弥生・東部（木曜日）10：30 ～、16：00 ～に行います。
※定員がある行事で、市外の方が参加を希望される場合は、各児童館にお問い合わせください。
※★マークのある行事は申し込みが必要です。

アカウント：
yatomishijidoukan

Instagram

　白鳥児童館は、白鳥コミュニティセンターの2階にあります。
午前中は、乳幼児の親子さんが来館し、お家の方と一緒に遊んで
楽しんでいる姿がみられます。午後になると、毎月のおすすめの
遊びや工作、さまざまな問題に挑戦してスタンプを集める「チャ
レンジノート」を楽しみに来館する小学生でにぎわっています。
　最近では、子ども達の間でカード・ボードゲームが盛んです。
白鳥児童館では、毎週月曜日の午後 4 時からは、「カード・ボー
ドゲームをしよう」という行事を行っており、子ども達にゲー
ムの楽しさを知ってもらう時間を設けています。ゲームを楽し
むことはもちろんですが、子ども同士で教えあう姿もあり、楽
しそうな声や笑顔で溢れ、「子ども同士のコミュニケーション」
の場の一つにもなっています。初心者でも大歓迎です！ぜひ、
お気に入りのカード・ボードゲームを見つけに参加してみてく
ださい。
　他にも、卓球やホッケー、カプラなど楽しい遊びがたくさん
あります。お家の方や友達と一緒にいつでも遊びに来てくださ
いね！

児 童児 童 館館白 鳥白 鳥

6月16日（水）
16：00～

七夕飾りづくり 6月28日（月）～

6月5日（土）
①10:30～
②13:30～
各定員10名

6月12日（土）
① 9:30～ 
②10:30～
定員15名

6月12日（土）
①13:30～
②14:30～
定員15名

6月12日（土）
①10:00～
②13:30～
各定員10名

6月12日（土）
①10:30～
②13:00～
各定員10名

6月12日（土）
①14:00～
②15:00～
各定員10名

7月3日（土）
10：30～
定員20名

7月3日（土）
10：30～
定員20名

7月3日（土）
14：00～
定員20名

7月3日（土）
10：30～16:30
定員なし

7月3日（土）
14：00～
定員20名

7月3日（土）
14：00～
定員20名

7月10日（土）
10：30～11:00

7月10日（土）
10：30～11:00

7月10日（土）
10：30～11:00

7月10日（土）
10：30～11:00

7月10日（土）
10：30～11:00

7月10日（土）
10：30～11:00

※「じどうかんであそぼう」は毎月 1 回　土曜日に行っています。親子でふれあう時間を楽しんでいただくプログラムです。
弥富市在住の方ならどなたでも、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。

★じどうかんであそぼう
（１歳児以上～
未就学児対象）

※行事によっては対象
年齢が変わりますので、
各児童館にお問い合わせ

ください。
月1回土曜日

10：30～ 11：00
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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。

※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」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6
5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18

1 2 3 4

19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30

休きんちゃんバス 休図書館

休図書館

休図書館

休図書館

休きんちゃんバス

休きんちゃんバス

休きんちゃんバス

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
成年後見制度について無料相談
（予約制）（市役所）
13：20～16：20

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
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

生活自立支援相談
（市役所）
9：00～12：00

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

生活自立支援相談
（市役所）
9：00～12：00

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

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

奥村クリニック(津島市)
☎22－2600

わたり整形外科（あま市）
☎449－6699

後藤整形外科（津島市）
☎25－5511

森整形外科クリニック（あま市）
☎４４５－5050

心配ごと相談所
行政相談
（総合福祉センター）
13：00～16：00

名古屋都市計画道路の
変更に関する説明会(P.20)
（市民ホール）
19：00～

≪納期限≫
市県民税　　　 　　　1期
下水道等使用料　 4・5月分

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6 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

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

　弥富北中学校では、校訓「至誠」のもと、知・徳・体の調和がとれた人間性豊かで
実践力のある生徒の育成をめざし、さまざまな教育活動を行っています。その活動の
一部を紹介します。

弥富北中学校 教育の広場

「弥富市健康都市宣言」に関する取り組みとして、体育の授業では「弥北７分トレーニング」と題
し、基礎体力づくりのためのトレーニングを行っています。また、「月別保健目標の設定や保健室
前の掲示」（保健委員会）、「食を通した健康増進の啓発活動」（給食委員会）など、特別活動と連携
した健康教育を推進しています。

「お帰り弥北の輝く先輩」と題し、第一線で活躍されている本校出身の方をお招きした講演会を
毎年行っています。母校の先輩が活躍されている姿を実際に見聞きすることで、働くことの素晴
らしさや将来の生き方について考える機会としています。地域の人材を活用し、地域と連携した
キャリア教育を推進しています。

清掃の時間を「自問清掃」と名付け活動しています。「人に言われてやる」のではなく、自ら気付
き、考え、具体的に行動する気持ちや姿勢を育んでいくことを目標にしています。自問清掃によ
って「根気玉」（進んで清掃に取り組む心）、「親切玉」（人を助けようとする心）、「発見玉」（新しいこ
とを見つける心）という３つの玉（心）を磨いていきます。１５分間、全校生徒が一斉に、無言で、
黙々と掃除に取り組む姿は圧巻の一言です。
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人々の夢や希望・楽しみを奪ってしまった戦争
弥富中学校　藤山　航輔

弥富中学校　関谷　綾乃
修研島広

教育の広場
平和学習で学んだこと

後日、広島被爆体験伝承講話をしてくださった方から、さらに詳しい原爆についての話を聞き
ました。原爆は上空６００メートルで爆発し、中心から４００メートル以内の所は、４０００度もあっ
たそうです。服には自然に火がつき大やけど、爆風で割れて飛ばされたガラス、建物に押し潰
されるなどで、たくさんの人が亡くなったそうです。それを聞いて、戦争を心の中では全く望ん
でいなかった人も苦しみながら亡くなっているんだなと思い、とても残酷だなと感じました。さら
に、被爆して生き残った人も、放射線の影響で白血病になり、何十年後かに死んでしまったり、
原爆で死んでしまった息子の親に、嫌な目で見られたり、“生き残った人”も“死んでしまった人”
も、両者とも、とても悲しい思いをしているのだと改めて気づきました。
現在でも、世界の国々は、原子爆弾よりも、何十倍、何百倍もの威力がある核爆弾を所持し

ています。ロシアは 6,375 個、アメリカは 5,800 個、中国は 320 個、フランスは 290 個、
イギリスは 215 個、パキスタンは、160 個とたくさんあります。さらに、ボタン一つで発射す
ることができる核のミサイルが 3,000 個もあるうそうです。

この核の爆弾は、絶対に使ってはいけませ
ん。ボタン一つで、何千、何万人もの人を傷
つけることになってしまいます。もう二度と広
島原爆のような苦しさは、味わってはいけな
い！そう思います。
戦争を起こらないようにするためには、世界

のみんなが、「戦争反対」と声を上げることが最
も大切だと思います。さらに今すぐにでもでき
るような、身の周りの小さい平和からつくって
いきたいなと強く思いました。

私は原子爆弾によって被爆したピアノの演奏を聴いて、被爆した過去を連想させないような
美しい音色だったことに驚きました。被爆当時の広島は焼け野原だったと聞いていたので、被
爆したピアノは直せないくらいボロボロなものだと思っていました。しかし、焼けることなく残っ
た被爆ピアノの演奏を聴き、すごく貴重なことだと思いました。
日本全国にとどまらず、アメ

リカなどの外国にまで被爆ピア
ノの演奏に行って原爆の恐ろし
さを伝えようとする気持ちが、
私は尊いものだと思いました。
今回、被爆ピアノの演奏を聴

くことができて本当によかった
です。

【被爆ピアノの演奏を聞いて】

【平和学習を通して】

１９４０年豊川海軍工廠が豊川市に開庁されま
した。なぜ豊川に建てたのか。それは、国から
の命令で八幡村、国府町、牛久保町、豊川町が
市町村合併し、豊川市になり、もともと戦場地
で荒地であったからです。豊川海軍工廠では、
戦争で使われる機銃を作ったり、機銃の弾丸や
弾薬包が生産されたりしていました。そこで働い
ている人は、靴もろくにもらえず、配給された草
履や下駄を履いていました。そして１９４５年８月７
日、豊川海軍工廠はアメリカ軍の B２９爆撃機の
空襲にさらされました。日本最大の規模で、多いときは６万人もの人が働いていたこともあり、
２５００人以上もの人々が亡くなってしまいました。

【大きな被害を受けた“豊川海軍工廠”】

私は被爆体験伝承講話を聞いて、被爆当時の最悪な状況や原爆の怖さなどを改めて知ること
ができました。私は当時の写真を見たことがなく、被爆した人がどんな様子だったのか、町はど
うなっていたのか知りませんでしたが、俊ちゃんの記憶をもとに描かれた絵は思っていた以上に
グロテスクで驚きました。
当時の俊ちゃんは中学１年生で、今の自

分よりも年下なのに国のために建物疎開を
していたことに驚きました。俊ちゃんは原爆
が落とされたとき遠くにいたそうですが、直
後に広島の中に入ったことで放射線の影響
を受け、癌が５回も見つかったそうです。そ
れでも何度も手術を重ねて、多くの人に戦
争当時の状況や恐ろしさを伝えていったこと
がすごいと思いました。
私もこの講話で学んだことを忘れずに生き

ていこうと思いました。

私はこの平和学習でたくさんのことを学ぶことができました。今年は実際に広島に行って学ぶ
ことはできなかったけれど、思っていた以上に詳しく様々なことを知ることができました。
戦後７５年経っているので当時の状況を伝えていくことが困難な人も多くなっていると思いま

す。しかし、残された資料や伝承者の存在により、今後もより一層戦争について理解を深める
ことできると思いました。
これから世界中を平和にするために自分にできることを行っていこうと思いました。

【被爆体験伝承講話を聞いて】

【感想】
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翌年２月発送：11 月・12 月診
　療
世帯の中に該当月の受診者がい

ない場合は送付されません。
また、原則再交付はしませんの

で、届きましたら大切に保管して
ください。
▼確定申告の医療費控除で使われ
る方へ
11月と12月診療分については、

　翌年２月中旬以降に発送されま
　すので、お待ちください。
医療費通知は、送付時期に届い

　ている医療機関からの請求に基
　づいて作成しているため、医療
　機関からの請求が遅れているな
　どの状況で、医療費が記載され
　ない場合があります。
医療費通知に記載がされなかっ

　た自己負担額については、医療
　機関から発行される領収書を参
　考にする必要がありますので、
領収書はすぐには捨てずに保管

　するようお願いします。
市役所保険年金課　
（内線 122・123）

▼と　き　６月 24 日（木）
　午後１時 30 分～３時
　受付開始時間　午後１時
▼ところ　蟹江中央公民館
　１階　研修室
▼内　容　
 ・成年後見制度の基礎知識
 ・海部南部権利擁護センターを活
　用しよう
▼講　師　特定非営利活動法人
　海部南部権利擁護センター職員
▼対象者　
　弥富市、蟹江町、飛島村在住・
　在勤の方
▼定　員
　30 名（事前申し込みが必要）
　海部南部権利擁護センター
　☎69-8181　
　　69-8180
　　shien@amanan
　　kenri.net

　②①の業務に従事している勤務
地が愛知県にある方、もしくは
現在①の業務に従事しておらず、
かつ、住所地が愛知県にある方

▼願書配布
　５月 25 日（火）から６月 30
日（水）までに、市役所、愛知
県福祉局高齢福祉課、県福祉相
談センター地域福祉課、県民事
務所広報コーナー、愛知県社会
福祉協議会で配布します。

▼受付期間　
　6月 1 日（火）～ 30日（水）
▼試験日　10月 10日（日）
　愛知県社会福祉協議会福祉人材
センター　介護支援専門員実務
研修受講試験係

 ・６月１日（火）～ 10月８日（金）
　☎（052）212－5530
 ・上記期間以外
　☎（052）212－5516

※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

40 歳から 74 歳までの国民健
康保険加入者に、特定健康診査を
実施しています。６月１日（火）
から個別医療機関で健診を受ける
ことができます。特定健康診査で
は、生活習慣病と深くかかわるメ
タボリックシンドロームとその予
備軍の人を早期発見していきま
す。また健診結果から対象者を選
定し、対象者に合わせた教室や相
談のご案内をします。
▼特定健診（個別医療機関）実施
期間
６月１日（火）～10月30日（土）
市役所保険年金課（内線 125）

市の国民健康保険に加入されて
いる被保険者全員の、医療機関で
受診した医療費を記載した「医療
費のお知らせ（医療費通知）」を世
帯主へ送付しています。
▼送付時期および対象となる
　診療月
医療費通知は、年６回、偶数月

　の月末ごろに発送しています。
４月発送：１月・２月診療
６月発送：３月・４月診療
８月発送：５月・６月診療
10月発送：７月・８月診療
12月発送：９月・10月診療

②公的年金などを受給しており、
　令和３年４月分の児童扶養手当
　の支給を受けていない方
③新型コロナウイルス感染症の影
　響を受けて家計が急変するな
　ど、収入が児童扶養手当を受給
　している方と同じ水準となって
　いる方
▼支給額
児童 1 人当たり一律５万円
▼申請期限
令和４年２月 28 日（月）
　①に該当する方は申請不要で
　す。令和３年５月に既に支給し
　ています。
　②、③に該当する方は申請が必
　要です。
　市役所児童課（内線 155）

初めての出産を迎えるご夫婦を
対象に、妊娠中の生活や子育てに
ついての教室を実施します。ぜひ
お二人揃ってご参加ください。
▼と　き　７月 25日（日）
　午前 10 時～正午頃（受付９時
45分～）
▼ところ　
　保健センター（市役所３階）
▼対象者
　第１子を妊娠中で安定期の妊婦
とそのパートナー10組（要予約、
先着順）
▼内　容
　保健師による赤ちゃんのお世話
の話、歯科衛生士による歯の話、
沐浴体験、パパの妊婦体験、交
流会など
▼申込期間
6 月1日（火）～７月16日（金）
（定員に達し次第終了）
市役所健康推進課（内線 316）

都市計画の変更について、案の
縦覧を行います。
▼都市計画の種類および名称
　名古屋都市計画生産緑地地区の
変更（市決定）
▼縦覧期間
　６月 14日（月）～ 28日（月）
　午前８時 30 分～午後５時 15 分
（土・日曜日を除く）
▼縦覧場所
　市役所都市整備課
▼意見書の提出
　この縦覧は、都市計画法第 17
条第１項の規定に基づくもので、
住民および利害関係人は、縦覧
期間内に限り、意見書を提出す
ることができます。
　市役所都市整備課（内線 264）

国内には、約８万 2,800 人 ( 令
和３年１月１日現在、法務省統計 )
の不法残留者がいると言われ、そ
の大半は不法に就労しているもの
とみられ、凶悪犯罪や薬物犯罪な
どの悪質で組織的な犯罪に関与す
る者もいるなど、不法滞在者対策
はわが国の治安対策上重要な課題
の１つになっています。
警察では、これら不法滞在者の
取締りを行い、「安心」して暮らせ
る「安全」な地域づくりを目指し
ていますので、情報提供など、市
民の皆さんのご理解とご協力をお

合言葉は、『渡すな危険！！
キャッシュカード』です。
愛知県蟹江警察署生活安全課　
☎95－0110

弥富市内犯罪発生状況（令和３年
３月）

▼受験資格
　次の①および②に該当する方
　①保健・医療・福祉に関する法
定資格に基づく業務、または特
定の相談援助業務に通算５年以
上の実務経験がある方

　☎052－954－6799

市役所職員などを名乗る「詐欺
犯人からのニセ電話情報」が多数
よせられています！
【手口】
1. 犯人はニセ電話で「保険料の払
い戻しがあります。振り込みの
ための口座番号を教えてくださ
い」などと言って口座情報や
キャッシュカードの暗証番号な
どを聞き出します。
2. その後、金融機関職員などを名
乗るニセ電話で「口座が古いた
め利用できなくなっています。
職員を自宅に向かわせます。職
員にキャッシュカードを渡して
ください。」と連絡し、自宅を訪
問した犯人がキャッシュカード
を騙し取る手口です。

【対策】
　ポイントは、「固定電話」です。
自動録音機能や警告機能のある　
電話を利用しましょう。
相手が個人情報を聞き出したら、
電話を中断して警察に相談しま
しょう。

願いします。
　愛知県蟹江警察署　
　☎95－0110

任期満了に伴い人権擁護員が令
和３年４月１日付けで法務大臣よ
り次のとおり委嘱されました。
〈再任〉飯田一氏
〈再任〉西川邦夫氏
〈新任〉竹川彰氏
人権擁護委員は『あなたの街の
相談パートナー』として地域の皆
さんから人権相談を受け問題解決
のお手伝いをしたり、人権侵害の
被害者を救済したり、人権につい
て関心を持ってもらえるような啓
発活動を行っています。
　市役所福祉課（内線 165）

県教育委員会では、教科書に対
する理解や関心を深めていただく
ために、教科書展示会を開催いた
します。
※教科書の貸出しはできません。
▼と　き　
　６月４日（金）～７月１日（木）
　（休館日を除く）
▼開館時間　
　午前９時～午後５時
▼ところ　愛西市中央図書館
　（愛西市須依町東田面６番地）
愛知県教育委員会義務教育課　

令和３年度のキャッチフレーズ
は、「女だから、男だから、では
なく、私だから、の時代へ。」です。
男女共同参画社会は、男性も女
性も、一人ひとりが職場で、学校
で、地域で、家庭で、それぞれの
個性と能力を十分に発揮できる社
会です。そうした社会の実現に向
けて、各界、各層においてさまざ
まな取り組みが行われるよう、国
では男女共同参画社会基本法の施
行日（平成11年６月 23 日）にち
なみ、「男女共同参画週間」を実
施しています。
男女共同参画社会を実現するた
めには行政だけでなく、市民の皆
さん一人ひとりの取り組みが必要
です。それぞれの立場で「これか
ら」の社会について考え、男女が
共に、さまざまな分野において活
躍できる元気な弥富市をつくりま
しょう。
　市役所市民協働課（内線 433）

自己成長したりグループの成長
を促すためには、関係性を俯瞰し
てより良い関係性づくりに働きか
けることが大切です。この講座で
は、グループで楽しいワークを体
験しながらそうしたことを学んで
いきます。
人間関係で悩む方、自己成長し
たい方、会議などの場をうまく進行
したい方、グループの活性を図りた
い方など、ぜひご参加ください。
▼と　き　
　８月28日（土）、29日（日）、い
　ずれも午前９時 10 分～午後４
　時 50 分
▼ところ　総合福祉センター
▼料　金　9,000 円
   （テキスト代含む）
※７月15日までに申し込まれた方
　は 1,000 円引き

名古屋都市計画道路に「８・７・
783 号 弥富駅自由通路」を追加
するため、住民説明会を開催しま
す。
なお、新型コロナウイルス感染
拡大防止措置として、会場にご来
場いただけない方のために説明会
資料をＨＰで公開しています。
https://www.city.yatomi.lg.
jp/shisei/1000749/1000750
/1004191.html
▼と　き
６月 30 日（水）午後７時～
▼ところ
図書館棟３階　市民ホール
市役所都市整備課（内線 264）

児童手当を受けている方は、６
月初旬に「現況届」を郵送します
ので、６月末日までに提出してく
ださい。提出がないと、６月分以
降の手当が受けられなくなります
ので、ご注意ください。
市役所児童課（内線 155）

ひとり親世帯を支援するため、
給付金を支給します。
▼支給対象者
　以下のいずれかに該当する方
①令和３年４月分の児童扶養手当
　が支給された方

▼主　催　
　弥富市レクリエーション協会
▼後　援　弥富市、市教育委員会、
市社会福祉協議会

▼備　考
　問い合わせいただいた方に詳し
　いチラシをお届けします。
　本事業は、「弥富市地域づくり
　補助金」を得て実施しています。
　コロナウイルス対応で延期にな
　る場合は、申込者にはその旨ご
　案内いたします。
　弥富市レクリエーション協会
鯖戸善弘　☎52-2062
携帯☎（090）3950-8983

　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利用できる
方は、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。
▼利用料
大人 250 円・中学生 120 円
①10：00～②14：30～③18：30～

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。

パパママ教室を行います

十四山スポーツセンター
トレーニング講習会
６月の予定

子育て世帯生活支援
特別給付金
（ひとり親世帯分）について

「グループワーク・トレー
ニング初級アドバイザー
養成講座」のご案内

名古屋都市計画道路の
変更に関する説明会

医療費のお知らせ
（医療費通知）について

住民のための
「成年後見制度勉強会」の開催

年に一度は特定健診を
受けましょう

６月 23 日～ 29 日は
「男女共同参画週間」です

《児童手当現況届》を
お忘れなく

2021

6
「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

※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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令和３年度海部地区環境事務組
合職員採用試験（令和４年度採用）
を次のとおり実施します。
▼募集職種　
　事務職
　技術職（機械、電気、化学）
▼試験日　　
　令和３年７月 17日（土）
▼試験要領・申込書の配布
6 月 1 日（火）から海部地区

環境事務組合総務課で配布しま
す。なお、組合ホームページ
（http://www.atkankyo.or.jp）
からも入手できます。
▼受付期間
　令和３年 6 月 1 日（火）～ 1８
日（金）（必着）

　海部地区環境事務組合総務課　
　（津島市新開町二丁目 212 番地）
☎28－3810

お知らせします
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翌年２月発送：11 月・12 月診
　療
世帯の中に該当月の受診者がい
ない場合は送付されません。
また、原則再交付はしませんの
で、届きましたら大切に保管して
ください。
▼確定申告の医療費控除で使われ
る方へ
11月と12月診療分については、
　翌年２月中旬以降に発送されま
　すので、お待ちください。
医療費通知は、送付時期に届い
　ている医療機関からの請求に基
　づいて作成しているため、医療
　機関からの請求が遅れているな
　どの状況で、医療費が記載され
　ない場合があります。
医療費通知に記載がされなかっ
　た自己負担額については、医療
　機関から発行される領収書を参
　考にする必要がありますので、
領収書はすぐには捨てずに保管
　するようお願いします。
市役所保険年金課　
（内線 122・123）

▼と　き　６月 24 日（木）
　午後１時 30 分～３時
　受付開始時間　午後１時
▼ところ　蟹江中央公民館
　１階　研修室
▼内　容　
 ・成年後見制度の基礎知識
 ・海部南部権利擁護センターを活
　用しよう
▼講　師　特定非営利活動法人
　海部南部権利擁護センター職員
▼対象者　
　弥富市、蟹江町、飛島村在住・
　在勤の方
▼定　員
　30 名（事前申し込みが必要）
　海部南部権利擁護センター
　☎69-8181　
　　69-8180
　　shien@amanan
　　kenri.net

　②①の業務に従事している勤務
地が愛知県にある方、もしくは
現在①の業務に従事しておらず、
かつ、住所地が愛知県にある方

▼願書配布
　５月 25 日（火）から６月 30
日（水）までに、市役所、愛知
県福祉局高齢福祉課、県福祉相
談センター地域福祉課、県民事
務所広報コーナー、愛知県社会
福祉協議会で配布します。

▼受付期間　
　6月 1 日（火）～ 30日（水）
▼試験日　10月 10日（日）
　愛知県社会福祉協議会福祉人材
センター　介護支援専門員実務
研修受講試験係

 ・６月１日（火）～ 10月８日（金）
　☎（052）212－5530
 ・上記期間以外
　☎（052）212－5516

※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

40 歳から 74 歳までの国民健
康保険加入者に、特定健康診査を
実施しています。６月１日（火）
から個別医療機関で健診を受ける
ことができます。特定健康診査で
は、生活習慣病と深くかかわるメ
タボリックシンドロームとその予
備軍の人を早期発見していきま
す。また健診結果から対象者を選
定し、対象者に合わせた教室や相
談のご案内をします。
▼特定健診（個別医療機関）実施
期間
６月１日（火）～10月30日（土）
市役所保険年金課（内線 125）

市の国民健康保険に加入されて
いる被保険者全員の、医療機関で
受診した医療費を記載した「医療
費のお知らせ（医療費通知）」を世
帯主へ送付しています。
▼送付時期および対象となる
　診療月
医療費通知は、年６回、偶数月

　の月末ごろに発送しています。
４月発送：１月・２月診療
６月発送：３月・４月診療
８月発送：５月・６月診療
10月発送：７月・８月診療
12月発送：９月・10月診療

②公的年金などを受給しており、
　令和３年４月分の児童扶養手当
　の支給を受けていない方
③新型コロナウイルス感染症の影
　響を受けて家計が急変するな
　ど、収入が児童扶養手当を受給
　している方と同じ水準となって
　いる方
▼支給額
児童 1 人当たり一律５万円
▼申請期限
令和４年２月 28 日（月）
　①に該当する方は申請不要で
　す。令和３年５月に既に支給し
　ています。
　②、③に該当する方は申請が必
　要です。
　市役所児童課（内線 155）

初めての出産を迎えるご夫婦を
対象に、妊娠中の生活や子育てに
ついての教室を実施します。ぜひ
お二人揃ってご参加ください。
▼と　き　７月 25日（日）
　午前 10 時～正午頃（受付９時
45分～）
▼ところ　
　保健センター（市役所３階）
▼対象者
　第１子を妊娠中で安定期の妊婦
とそのパートナー10組（要予約、
先着順）
▼内　容
　保健師による赤ちゃんのお世話
の話、歯科衛生士による歯の話、
沐浴体験、パパの妊婦体験、交
流会など
▼申込期間
6 月1日（火）～７月16日（金）
（定員に達し次第終了）
市役所健康推進課（内線 316）

都市計画の変更について、案の
縦覧を行います。
▼都市計画の種類および名称
　名古屋都市計画生産緑地地区の
変更（市決定）
▼縦覧期間
　６月 14日（月）～ 28日（月）
　午前８時 30 分～午後５時 15 分
（土・日曜日を除く）
▼縦覧場所
　市役所都市整備課
▼意見書の提出
　この縦覧は、都市計画法第 17
条第１項の規定に基づくもので、
住民および利害関係人は、縦覧
期間内に限り、意見書を提出す
ることができます。
　市役所都市整備課（内線 264）

国内には、約８万 2,800 人 ( 令
和３年１月１日現在、法務省統計 )
の不法残留者がいると言われ、そ
の大半は不法に就労しているもの
とみられ、凶悪犯罪や薬物犯罪な
どの悪質で組織的な犯罪に関与す
る者もいるなど、不法滞在者対策
はわが国の治安対策上重要な課題
の１つになっています。
警察では、これら不法滞在者の
取締りを行い、「安心」して暮らせ
る「安全」な地域づくりを目指し
ていますので、情報提供など、市
民の皆さんのご理解とご協力をお

①発熱などの症状が生じた場合は、まずはかかりつけ
　医などに電話相談する。
②相談先が分からない場合や、かかりつけ医などで対
　応できない場合は、「受診・相談センター」や「電
　話相談体制を整備した医療機関」へ電話相談する。
③電話相談で案内された医療機関に電話連絡し、医　
　療機関の指示に従って受診する。

合 言葉は、『渡すな危険！！
キャッシュカード』です。
愛知県蟹江警察署生活安全課　
☎95－0110

弥富市内犯罪発生状況（令和３年
３月）

▼受験資格
　次の①および②に該当する方
　①保健・医療・福祉に関する法
定資格に基づく業務、または特
定の相談援助業務に通算５年以
上の実務経験がある方

　☎052－954－6799

市役所職員などを名乗る「詐欺
犯人からのニセ電話情報」が多数
よせられています！
【手口】
1. 犯人はニセ電話で「保険料の払
い戻しがあります。振り込みの
ための口座番号を教えてくださ
い」などと言って口座情報や
キャッシュカードの暗証番号な
どを聞き出します。
2. その後、金融機関職員などを名
乗るニセ電話で「口座が古いた
め利用できなくなっています。
職員を自宅に向かわせます。職
員にキャッシュカードを渡して
ください。」と連絡し、自宅を訪
問した犯人がキャッシュカード
を騙し取る手口です。

【対策】
　ポイントは、「固定電話」です。
自動録音機能や警告機能のある　
電話を利用しましょう。
相手が個人情報を聞き出したら、
電話を中断して警察に相談しま
しょう。

願いします。
　愛知県蟹江警察署　
　☎95－0110

任期満了に伴い人権擁護員が令
和３年４月１日付けで法務大臣よ
り次のとおり委嘱されました。
〈再任〉飯田一氏
〈再任〉西川邦夫氏
〈新任〉竹川彰氏
人権擁護委員は『あなたの街の
相談パートナー』として地域の皆
さんから人権相談を受け問題解決
のお手伝いをしたり、人権侵害の
被害者を救済したり、人権につい
て関心を持ってもらえるような啓
発活動を行っています。
　市役所福祉課（内線 165）

県教育委員会では、教科書に対
する理解や関心を深めていただく
ために、教科書展示会を開催いた
します。
※教科書の貸出しはできません。
▼と　き　
　６月４日（金）～７月１日（木）
　（休館日を除く）
▼開館時間　
　午前９時～午後５時
▼ところ　愛西市中央図書館
　（愛西市須依町東田面６番地）
愛知県教育委員会義務教育課　

令和３年度のキャッチフレーズ
は、「女だから、男だから、では
なく、私だから、の時代へ。」です。
男女共同参画社会は、男性も女

性も、一人ひとりが職場で、学校
で、地域で、家庭で、それぞれの
個性と能力を十分に発揮できる社
会です。そうした社会の実現に向
けて、各界、各層においてさまざ
まな取り組みが行われるよう、国
では男女共同参画社会基本法の施
行日（平成11年６月 23 日）にち
なみ、「男女共同参画週間」を実
施しています。
男女共同参画社会を実現するた

めには行政だけでなく、市民の皆
さん一人ひとりの取り組みが必要
です。それぞれの立場で「これか
ら」の社会について考え、男女が
共に、さまざまな分野において活
躍できる元気な弥富市をつくりま
しょう。
　市役所市民協働課（内線 433）

自己成長したりグループの成長
を促すためには、関係性を俯瞰し
てより良い関係性づくりに働きか
けることが大切です。この講座で
は、グループで楽しいワークを体
験しながらそうしたことを学んで
いきます。
人間関係で悩む方、自己成長し

たい方、会議などの場をうまく進行
したい方、グループの活性を図りた
い方など、ぜひご参加ください。
▼と　き　
　８月28日（土）、29日（日）、い
　ずれも午前９時 10 分～午後４
　時 50 分
▼ところ　総合福祉センター
▼料　金　9,000 円
   （テキスト代含む）
※７月15日までに申し込まれた方
　は 1,000 円引き

名古屋都市計画道路に「８・７・
783 号 弥富駅自由通路」を追加
するため、住民説明会を開催しま
す。
なお、新型コロナウイルス感染
拡大防止措置として、会場にご来
場いただけない方のために説明会
資料をＨＰで公開しています。
https://www.city.yatomi.lg.
jp/shisei/1000749/1000750
/1004191.html
▼と　き
６月 30 日（水）午後７時～
▼ところ
図書館棟３階　市民ホール
市役所都市整備課（内線 264）

児童手当を受けている方は、６
月初旬に「現況届」を郵送します
ので、６月末日までに提出してく
ださい。提出がないと、６月分以
降の手当が受けられなくなります
ので、ご注意ください。
市役所児童課（内線 155）

ひとり親世帯を支援するため、
給付金を支給します。
▼支給対象者
　以下のいずれかに該当する方
①令和３年４月分の児童扶養手当
　が支給された方

▼主　催　
　弥富市レクリエーション協会
▼後　援　弥富市、市教育委員会、
市社会福祉協議会

▼備　考
　問い合わせいただいた方に詳し
　いチラシをお届けします。
　本事業は、「弥富市地域づくり
　補助金」を得て実施しています。
　コロナウイルス対応で延期にな
　る場合は、申込者にはその旨ご
　案内いたします。
　弥富市レクリエーション協会
鯖戸善弘　☎52-2062
携帯☎（090）3950-8983

　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利用できる
方は、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。
▼利用料
大人 250 円・中学生 120 円
①10：00～②14：30～③18：30～

蟹江警察署からのお知らせ

都市計画の変更（案）の縦覧

新型コロナウイルス感染症が心配なとき

海部地区環境事務組合
職員募集

第 24 回愛知県介護支援
専門員実務研修受講試験

海部地区小中学校教科書
展示会の開催のお知らせ

『あなたの街の相談パートナー』
人権擁護委員の紹介

不法滞在・不法就労防止
にご協力ください

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。
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自動車盗
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発熱などの症状が生じた場合 ▼受診・相談センター

※診療・検査医療機関および、電話相談体制を整備した医療機関に
　つきましては、市ホームページでご確認ください。

電話相談窓口

津島保健所

電話番号

24－6999

受付日時

【平日】9：00～17：30
 (所管区域：津島市、愛西市、
  弥富市、あま市、大治町、
  蟹江町、飛島村)

夜間・休日
相談窓口

（052）
856－0315

【平日夜間】17：30～9：00
【土・日曜日、祝日】24時間体制

令和３年度海部地区環境事務組
合職員採用試験（令和４年度採用）
を次のとおり実施します。
▼募集職種　
　事務職
　技術職（機械、電気、化学）
▼試験日　　
　令和３年７月 17日（土）
▼試験要領・申込書の配布
6 月 1 日（火）から海部地区

環境事務組合総務課で配布しま
す。なお、組合ホームページ
（http://www.atkankyo.or.jp）
からも入手できます。
▼受付期間
　令和３年 6 月 1 日（火）～ 1８
日（金）（必着）

　海部地区環境事務組合総務課　
　（津島市新開町二丁目 212 番地）
☎28－3810

勤務場所
募集の種類
勤務日

市立保育所
保育士
月～金曜日（週２日以上）
8：30～16：30（7時間）または、
8：30～17：00（7時間30分）勤務時間

(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

勤務場所・勤務日数・勤務時間については相談に応じます。

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。

その他

賃金・手当等

必要書類

　市役所児童課　市役所児童課で随時受け付けします。

社会福祉協議会に
▼はなもも会様 金4,915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 ♥

▼相談・受診方法

総務省東海総合通信局
不法無線局の相談
（☎052-971-9107）　
テレビ等の受信障害の相談
（☎052-971-9648）

募集します

【技適マーク】

◆電波の利用には、原則、免
許が必要です。

◆無線機器の使用
には「技適マー
ク」の確認をし
ましょう。

◆外国規格の無線
機器は国内では使用できま
せん。

不明な点は下記の所までお問
い合わせください。

6 月 1日～ 6月
10 日は電波利用
環境保護周知啓発
強化期間です
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近鉄弥富駅 近鉄佐古木駅

昨年度に下水道を整備した下記の区域が、６月３０日（水）より新たな供用開始区域となり、
下水道が使用できるようになります。該当する区域にお住まいの方や、既に供用開始している
区域にお住まいで、まだ接続工事をされていない方は、すみやかに下水道への接続工事を行
っていただくようお願いいたします。
下水道は、全ての方にご利用いただかなければ、本来の目的である生活環境や公衆衛生の

向上と水質の保全を達成することはできません。環境改善に向け１日も早い皆さんのご協力を
お願いします。

・2021年9月1日現在、市内に在住（住民票があること）してい
　る方
・他県居住または他市町村居住であっても弥富市内の中学校出身
　であれば2名以内の出場が認められます。
・ジュニア（2003年4月2日～2006年4月1日までに生まれた方）
・一般（2003年4月1日以前に生まれた方）
・40歳以上（1981年12月4日以前に生まれた方）

5月1日（土）から7月31日（土）まで総合社会教育センターで随
時受け付けします。
小・中・高校生については保護者の同意が必要です。
※最終選手選考は監督を含む選考委員会で決定します。
　練習会の日程などは決まり次第連絡します。
　・　市役所生涯学習課（総合社会教育センター）

第16回 愛知県市町村対抗駅伝競走大会代表候補選手募集！
12月4日（土）に「第16回愛知駅伝」が開催されます。弥富市の代表として、あなたも走ってみませんか。

公共下水道への接続工事は、適切な構造の宅内排水設備を設置するために、弥富市
指定の下水道排水設備指定工事店の中から業者を選んで施工してください。また、宅内
排水設備工事は個人負担となります。各家庭の現場条件によって工事に係る費用が異な
りますので、指定工事店と工事内容を十分にご相談の上、見積書の内容を確認して工事
を進めていただくようお願いします。

市役所下水道課（内線 282・283）

現在の供用開始区域の詳細および指定工事店一覧は、
市役所下水道課にお問い合わせいただくか、市ホーム
ページをご覧ください。

全国大会出場おめでとう！
（敬称略）

スポーツ大会結果 （敬称略）
優　勝　野田 幸宏・中野 愛弓　　準優勝　花井 和博・花井 あゆ美■第３回弥富市ミックスダブルステニス大会

いわさき  　き  ら  り

岩﨑 葵良梨（五明）

▼令和3年度都道府県対抗なぎなた大会
5月22日（土）～23日（日）
栃木県栃木市関東ホーチキにしかた体育館

みうら 　り  ほ

三浦 里帆（前ケ平）

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

6/1～7/10
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

明日の自分が確実に
変わる 10 分読書
吉田　裕子 / 著

日本のお弁当文化
知恵と美意識の小宇宙
権代　美重子 / 著

平和の女神さまへ
平和ってなんですか？
小手鞠　るい / 作

図 書 名 筆 者 名
●未来を変えるレストラン
●夢の発電って、なんだろう？
●そのとき、どうする？
●親の健康を守る実家の片づけ方
●日曜日は青い蜥蜴
●うるおい漢方
●数えないで生きる

小林　深雪
森川　成美
甘中　繁雄
永井　美穂
恩田　陸
大塚　まひさ
岸見　一郎

■開館時間 火・水・木・金曜日　午前 9 時～午後 7 時
 土・日曜日、祝日 ( 月曜日を除く ) 午前 9 時～午後 5 時
■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。

市立図書館☎65－1117

■よ つ ば 読 書 会 あなたも参加してみませんか？
▼と　き ６月 12日（土）午前 10 時～正午　　▼ところ 図書館
▼テキスト 「青べか物語」（山本　周五郎 /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症拡大防止と皆さんの健康確保を優先させていただく
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。 
利用者の皆さんには、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。 　新型コロナウイルス感染拡大防止のた

め、6月 5日（土）、6日（日）に予定して
おりました雑誌の無料配布を中止します。
　延期日程は未定ですが、開催の際は改
めて広報、市ホームページにてお知らせ
します。
　参加を予定されていた皆さんには、大
変申し訳ございませんが、ご理解のほど
よろしくお願いします。

雑誌の無料配布の
中止について

凡例

新たな供用開始区域 既供用区域

下水道供用開始区域が広がりました下水道供用開始区域が広がりました

競技者

小学生（男子）

小学生（女子）

中学生（男子）

中学生（女子）

ジュニア（男子）

ジュニア（女子）

一般（男子）

一般（女子）

40歳以上（男女不問）

距離

1.1km

1.1km

3.2km

2.8km

4.7km

3.9km

4.8km

3.2km

3.9km
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市役所健康推進課 (保健センター )( 内線 311～ 318)

6月

20歳以上の方

妊娠中の方
産後１年以内の方

対象者 実施期間

令和4年3月31日
まで

対象となる期間中
ご利用できます

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8～9か月頃のお子さん
を対象に個別通知します。

・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4～5か月頃のお子さんを対象に個別通知します。

※Ｈ30.4月生まれ以降の方には、日本脳炎１期の予
診票を３歳児健診の案内と一緒に送付します。
３歳過ぎてから医療機関にて接種をしてください。

乳幼児健診 受付時間 対象者 内容など 場　所実施日

14日（月）

1日（火）

17日（木）

9日（水） 令和3年
1月出生児

生後５～６か月頃のお子さん
６月まで離乳食講習会 
【後期】はお休みです。

予防接種の詳細はこちらからもご覧いただけます→

※МＲ２期・日本脳炎２期・２種混合については対象の方へ個別通知をしています。
※ＭＲ１期・水痘は１歳のお誕生日前日から接種できます。
※子宮頸がん予防接種対象の方で市外で接種を希望される場合は、接種前に健康推進課へ連絡をしてください。
詳しくは市ホームページ【令和３年度予防接種事業のご案内】をご覧ください。

１歳６か月児
健康診査

保健
センター
(市役所
３階)

３歳児健康診査

13：00～13：40

13：00～13：40

9：15～9：30

13：00～13：30

離乳食講習会【前期】
※希望の方は事前
に予約が必要です。

歯周病検診

妊産婦歯科健診

無料

検診が受けられる歯科医院一覧（令和3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。
※妊産婦の方は、受診時に妊産婦歯科健診受
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・日曜日・祝日を除く）
8:30～15:00

不定期（土・日曜日・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・日曜日・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・日曜日・祝日を除く）
9:00～15:00（要予約） 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)

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。 詳しくは市役所健康推
進課へお問い合わせく
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。

〇母子健康手帳：月～金曜日、午前8時30分から午後5時15分まで（土・日、祝日を除く）に随時、市役所健康推進課(保健センター)で交付
します。
妊娠届出書（医療機関が発行したもの）、本人確認ができるもの（マイナンバーカード、運転免許証など）が必要です。マイナンバーの記入
が必要となりますので、マイナンバーカードをお持ちでない方は「通知カード」をお持ちください。
〇子育て相談：保健師による個別相談を行います。事前に市役所健康推進課に電話などでご予約ください。
〇歯みがき相談:歯科衛生士による個別相談を行います。事前に市役所健康推進課に電話などでご予約ください。
〇２歳児ピカピカ歯科教室は、２歳６か月ピカピカ歯科教室に変わり１０月より実施します。市ホームページでご確認ください。

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、電話相談になる場合もあります。

●健康手帳について：検診結果および精密検査結果は健康手帳を利用して、ご自身で管理しましょう。健康手帳は厚生労働省ホームページからダウンロードができます。

※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。

体外、顕微授精による不妊治療費の一部を助成します。

助成関係

～　一生を　共に歩む　自分の歯　～

歯垢の酸性度
食事が3回とおやつが1回です。歯が酸にさらされているの

は、4回です。

食事とおやつが3回、さらに寝る前におやつを食べています。
歯が酸にさらされているのは、7回です。

コロナ禍で、自宅にいる事が増えています。知らず知らずの
間に、食べたり飲んだりの回数が増えていませんか？この機会
に、ご家族で歯と口の健康について考えてみましょう。

●おやつは、時間と回数が重要で
す。
●糖分を含んだ飲料のだらだら飲
みは、むし歯のリスクを高めます。
●規則正しい生活を送りましょう。

予防接種に
ついて
お知らせ

6/4～6/10は、
【歯と口の健康週間】です！

～第159回～

6 月号 その４６6

大人のむし歯予防

対象の方（20歳以上の女性市民、40歳以上
の男性市民）には、4月下旬に郵送しましたの
で、がん検診の予約・受診の際は毎回お忘れ
ないようご準備ください。
紛失された方、4月以降に転入された方は再
発行しますので、健康推進課までお問い合わ
せください。

●個別がん検診・肝炎ウイルス検診

胃がん※１

肺がん

子宮がん
※4

乳がん

前立腺がん
肝炎ウイルス

※1：胃がん検診（内視鏡検査、バリウム検査とも）は、令和２年度に市の胃がん検診（内視鏡検査）を受けた方は受けられませ
ん。　※2：肺がん検診の喀痰検査は、50歳以上で喫煙指数（1日本数×喫煙年数）が600以上の方に限ります。　※3：子宮が
ん検診の体部検査は、最近６か月以内に症状（不正性器出血、月経異常、褐色帯下）があった方に限ります。　※4：子宮がん検
診、乳がん検診のマンモグラフィは、令和２年度に市の同じ検診を受けた方は受けられません。　※5：肝炎ウイルス検診は、過去
に肝機能異常を指摘された方または同検査を受けたことがない方が対象です。

内視鏡検査※1 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

▼検診場所 海部医師会等指定医療機関
 および海南病院(子宮・乳がん)
▼検診期間 6月1日(火)～10月30日(土)
▼持ち物 がん検診等受診券、
 保険証、検診料
▼申込期間　5月25日(火)～10月23日(土)　　
　　　
詳細は、「令和3年度弥富市がん検診・健康増進
事業のご案内」をご覧ください。

2,900円

2,800円
1,100円
1,700円
700円
1,100円
1,900円
1,300円
1,500円
1,000円
1,000円

1,500円

1,400円
600円
900円
400円
600円
1,000円
700円
800円
500円
500円

50歳以上の方
（2年に１度）

40歳以上の方

20歳以上の女性
（2年に１度）
30歳以上の女性
（2年に１度）
50歳以上の男性
40歳以上の方※5

バリウム検査
X線のみ

X線+喀痰※2

頸部のみ
頸部+体部※3
超音波

マンモグラフィ※4

検診項目 料　金 検診の受け方対　象
69歳以下 70歳以上

がん検診

大腸がん

日本人のオーラルケアに対する意識の高まりにより、子ども
のむし歯は大きく減ってきています。一方で大人のむし歯は増
加傾向にあり、３０代以降から目立ち始め、５０代以降は特に顕
著です。
大人のむし歯予防では、歯の根の露出を防ぐことが重要で

す。歯周病や加齢、不適切なブラッシングなどさまざまな原因
で歯ぐきが下がると、歯の根元のセメント質や象牙質が露出
します。それらは表面の凹凸が多く吸湿性も高いため、歯垢が
付着しやすく落としにくい部分です。
またエナメル質と比べて非常に脆く、酸に対する抵抗力が
弱いため、むし歯、いわゆる「根面う蝕」になりやすいのです。
根面う蝕は、自分では気づきにくく露出した歯の根元は、歯

冠部（歯の頭）とは異なる色味のため、むし歯になっているか
視認しにくい部分です。また、歯の根元の露出は１か所だけで
なく全体的に起こるのが通常です。そのため、複数の歯がむし
歯になるケースも多く見られます。
進行しやすく、歯を失う原因にもなりかねない根面う蝕を予

防するために、毎日のブラッシングにデンタルフロスや歯間ブ
ラシを取り入れて、歯垢をしっかり除去しましょう。また、露出
した象牙質の保護には、フッ化物配合のハミガキ剤も有効で
す。
歯や歯ぐきなどの口腔環境は一人ひとり異なります。年に２

回以上は歯科医院でプロフェッショナルケアを受け、自分に合
ったブラッシング指導に基づくセルフケアを毎日継続するこ
とにより、美しく健康な歯を維持しましょう。（海部歯科医師会）

こんめん しょく

かんぶ 

し

重  要 すべてのがん検診の予約・受診には、
 がん検診等受診券 が必要です。

·管理栄養士による離乳食の話など
離乳食初期・
中期の動画が
ご覧いただけ
ます→

朝食 昼食 おやつ 夕食 おやすみ
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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

私たちは自動車の重要保安部品となる「パワートレイン関連部
品」や広範囲の産業分野で使用される「精密機械部品」・「産業
用機械部品等」を製造する総合機械部品メーカーです。
これからも長年築き上げてきた確かな品質と豊富なノウハウを
駆使し、世界の発展に貢献していきます。

高雄工業株式会社
「世界基準の品質そして技術力」

愛知事業所
　本社 ： 〒498-0066　弥富市楠三丁目13-2
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　　　　（TEL  0567-56-6686）
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