
お済みですか？風しん抗体検査
および定期予防接種（風しん第 5 期）

脳若トレーニング教室（介護予防教室）参加者を募集
×× さんという銀行員を知って
いますか。同居の家族は何人い
ますか。何時くらいに自宅に帰
りますか。」などと質問をしてき
て、質問に答えるとすぐに電話
を切るという内容でした。

▼対策しましょう
・電話で警察官を名乗っても、金
銭や個人情報に関する電話であ
れば、すぐに電話を切って警察
署に相談してください。
・自宅の電話を在宅時でも留守番
電話設定にしておく。
・電話番号表示サービスなどに加
入する。
・自宅の電話を迷惑電話防止機能
付き電話機に買い替える。

　愛知県蟹江警察署
☎95－0110

市では、ふるさと納税により市
へ寄付をいただいた市外在住の方
に対して、お礼として地元特産品
などをお贈りしています。
市の「魅力発信」、「地元特産品

のＰＲ」をより一層推進するため
に、返礼品の登録にご協力いただ
ける市内事業者を募集します。
▼対象者　原則、市内で生産また
は加工、サービスの提供を行っ
ている事業者

　市役所財政課（内線 462）

▼と　き
7 月 27 日（火）、28 日（水）
午前 9 時 30 分～ 11 時 30 分
午後 1 時 30 分～ 3 時 30 分

▼ところ
市高齢者生きがいセンター多目
的室（2 階）

▼講　師　野崎典道先生 
▼対　象　小学 3年生～中学 3年生
▼募集人数　各 10 名
▼持ち物　習字道具・筆記用具・

総合福祉センター
▼表彰式
11 月 6 日（土）午前 11 時～
総合社会教育センター

※受賞者には個別にご案内し、賞
品を贈呈します。

　文化協会事務局（市役所生涯学
習課）

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
力するなどを行えば、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、電話料金はかかりません。
▼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。

弥富市内犯罪発生状況（令和3年4月）

市内で、蟹江警察署の警察官を
名乗る「不審電話」が多数寄せら
れています！
【手口】
犯人はニセ電話で「〇× 銀行の

愛知県では、がんのピアサポー
ターによる、がん患者さんとその
ご家族を対象とした電話相談を
行っています。
ほっとライン☎（052）684－8686
○こんな時にご利用ください○
「がんの不安や悩みを聞いてほ
しい」「地域の医療機関の情報
を得たい」「がんの患者会に出
たい」「同じがんの体験者と話
したい」 など
▼と　き　
毎週火・木曜日と土曜日（月2回）

・午前 10 時～正午（受付 11 時
30 分まで）

・午後 1 時～ 4 時（受付 3 時 30
分まで）
※ご予約をお勧めします。詳細日
程の確認、予約はNPO法人ミー
ネット事務局へお問い合わせく
ださい。
　NPO法人ミーネット事務局
☎（052）252－7277
火～土曜日午前 9 時 30 分～午
後 5 時

奇数月に開催しているフリース
ペース『なごみの会』につきまし
ては新型コロナウイルス感染拡大
防止と、ご参加される皆さんの健
康や安全を第一に考え、開催を中
止とさせていただきます。開催を
楽しみにされていた皆さんには大
変ご迷惑をお掛けしますが、ご理
解の程、よろしくお願いします。
　市社会福祉協議会
☎65－3724

▼投句期限　
8 月 31 日（火）
▼投句用紙
指定のものを使用。投句箱設置
場所にあります。
▼投句箱設置場所
総合社会教育センター、市役所
本庁舎、図書館、十四山支所、

市役所にて献血活動を行
ないます。皆さんのご協
力をお願いいたします。
▼と　き　
7月21日（水）
午後1時30分～4時

▼ところ　弥富市役所

　市役所健康推進課
　（内線318）

▼受験資格
⑴年齢・学歴　平成 8 年 4 月 2
日以降に生まれ、学校教育法に
基づく高等学校以上を卒業した
者または令和 4 年 3 月卒業見
込みの者
⑵身体要件　消防職員として必要
な身体的適性を有する者
▼申込方法
受験申込書および履歴書を、本
人が海部南部消防本部総務課へ
持参してください。
※様式は、組合ホ－ムペ－ジから
ダウンロ－ドできます。
▼受付期間　
7月14日（水）～8月23日（月）
午前 8 時 30 分～午後 5 時（土・
日曜日、祝日を除く）
▼ 第 1 次試験
9 月 19日（日） 午前 8時 30分
　・　海部南部消防組合消防本部
（海部郡飛島村大宝五丁目182）
☎52－3149
　http://www.ama119.jp

放送大学は、令和 3 年 10 月入
学生を募集しています。
資料は放送大学までご請求くだ
さい。
▼申込期限　
第 1 回：8 月 31 日（火）まで
第 2 回：9 月 14 日（火）まで
　放送大学愛知学習センター
☎（052）831－1771

福祉票は緊急時、関係機関との
連絡などに活用しますので、作成
にご協力ください。
　市役所介護高齢課（内線 175）

国民健康保険税は世帯主に課税
されます。世帯主が75歳となり、
後期高齢者医療制度に加入したと
きでも、同世帯で国民健康保険の
加入者がいる場合は、世帯主が納
税義務者になります。
令和3年度に75歳になる方で、

国民健康保険税を 2 月まで年金天
引きで納めた方は 7 月から普通徴
収（納付書払いまたは口座振替）
で納めることになります。
　市役所保険年金課（内線 122・
123）

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でき
る方は、市内在住の方のみとしま
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～

▼申請方法
市役所介護高齢課および十四山
支所に備え付けの申請書に必要
事項を記入のうえ、申し込みく
ださい。

※実施日などは申請された方へ後
日連絡します。

▼申込期限　7 月 26 日（月）
　・　市役所介護高齢課（内線 175）
十四山支所

令和３年度国民健康保険税の低
所得者の世帯に対する均等割と平
等割の軽減基準が表のとおりに変
更となります。なお、国民健康保
険税の税率については変更ありま
せん。

※一定の給与所得者と公的年金な
どに係る所得を有する方の数を
いいます。
　市役所保険年金課
（内線 122・123）

市では高齢者の見守りを目的と
して、高齢者福祉票を整備してい
ます。
7 月より随時、担当地区の民生

委員が昨年度までに福祉票を作成
した方を訪問するとともに、新た
に 70 歳以上でひとり暮らしの方
および 80 歳以上の高齢者のみの
世帯を訪問し、本人の意向を確認
して福祉票を作成します。

ガラスを組み合わせて「壁掛け
ミラー」を作ります。
▼と　き　8 月 20 日（金）
午後 1 時 30 分～ 3 時 30 分
▼ところ　総合社会教育センター
▼対象者　一般
▼定　員　7 名
▼料　金　2,000 円（材料費）
▼申込方法
7 月 16 日（金）午前 9 時 15
分から総合社会教育センターで
整理券を配布します。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）

自粛生活のストレスを発散させ
るためにも、ギターの音色や音楽
に触れてみませんか。
▼と　き　7 月 18 日（日）
午後 1 時 30 分～ 3 時 30 分
▼ところ　総合社会教育センター
3 階　視聴覚室
▼対象者　小学生以上
▼定　員　10 名
▼申込期限　7 月 16 日（金）
▼申込方法
総合社会教育センター、福祉セ
ンター、白鳥コミュニティセン
ターに備え付けの申込書を
FAX または電話にて申し込み
ください。
▼備　考
ギターをお持ちの方は、持参し
てください。
▼本事業は弥富市地域づくり補助
金の対象事業です。
　弥富ファンタジーギターサークル
担当　三村
☎・　65－0526

▼内　容
訓練期間：10 月 5 日 ( 火 ) ～

放送大学入学生を募集

救命講習会参加者を募集

無料ギターふれあい教室

海部南部消防組合
令和 4 年度
採用職員候補者を募集

ポリテクセンター名古屋港
受講生クレーン運転科
受講生を募集

ステンドグラス体験教室
参加者を募集

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。

 8月 12日（木） 
 8月 26日（木） 
 9月 9日（木） 
 10月 14日（木） 
 10月 28日（木） 
 11月 11日（木） 
 11月 25日（木） 
 12月 9日（木） 
 12月 23日（木） 
 1月 13日（木） 
 1月 27日（木） 
 2月 10日（木） 
 2月 24日（木） 
 3月 10日（木） 
 3月 24日（木） 

第１回
第２回
第３回
第４回
第５回
第６回
第７回
第８回
第９回
第 10 回
第 11 回
第 12 回
第 13 回
第 14 回
第 15 回

以上のとおりご寄付いただき
ありがとうございました。

弥富市に
▼境港をよくする会　様
  金100,000円

社会福祉協議会に
▼海野寿美　様 金1,000円
▼名古屋ヤクルト販売株式会社
  金５,６７０円
▼平島３子ども

♥ 寄　付 ♥

※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。

介護保険負担限度額認定とは、
要介護（要支援）認定を受けてい
る方で所得の低い方が介護保険施
設への入所または短期入所された
際にかかる食費・居住費を軽減す
る制度になります。
介護保険負担限度額認定証は毎

年 7 月 31 日が有効期限となり、
8 月以降も認定を希望される方は
更新の手続きが必要です。
※8 月 1 日以降に施設サービスや
短期入所の予定がない方または
適用要件が明らかに該当しない
方は申請の必要はありません。

▼適用要件
・本人および世帯全員が住民税非
課税であること（別世帯に配偶
者がいる場合は、別世帯の配偶
者も住民税非課税）
・預貯金などが一定額以下
（詳しくは市役所介護高齢課にお
問い合わせください）
　・　市役所介護高齢課
（内線 172・173）

寝具の衛生管理などが困難な方
を対象に、寝具洗濯乾燥消毒サー
ビスを実施いたします。
▼対象者
・おおむね 65 歳以上のひとり暮
らし高齢者の方
・要介護 3 ～ 5（介護保険法）の
認定を受けた高齢者の方
・身体障がい者 1・2 級の方
▼自己負担分の費用
世帯の前年度分の市民税に応じ
て、0 円～ 300 円

※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

大規模地震が発生した場合にブ
ロック塀などの転倒による被害を
防ぐため、転倒の恐れがあるブ
ロック塀などの撤去を行う際に工
事費の一部を補助します。
▼対象となるブロック塀など
次の①から④の全てに該当する
もの

①補強コンクリートブロック造お
よびコンクリートブロック、れ
んが、石材などを用いた組積造
の塀または門柱

②道路または公共施設の敷地との
境界に接面して設置されたもの

③接面する道路または公共施設の
敷地からの高さが 1ｍ以上で、
かつ、敷地地盤面からの高さが
60cm 以上のもの

④転倒の恐れがあるもの
▼補助金の額
次の①と②を比較し、いずれか
少ない方の額の 2 分の 1 で、
かつ、上限 10 万円

①対象となるブロック塀などの撤
去に要した経費

②対象となるブロック塀などを撤
去する長さ（ｍ）×1 万円

▼申込方法
工事の着手前（請負契約前）に
市役所都市整備課へ必要書類を
提出してください。
申込書は、市ホームページから
ダウンロードできます。

▼申込期限　12 月末まで
※本年度の予算に達した時点で受
け付けを終了します。

▼注意事項
交付決定通知を受ける前から工
事に着手している場合、補助金
を交付することができません。
必ず事前に市役所都市整備課ま
でご相談ください。

　市役所都市整備課（内線 262・
263）

管理不全な空家による周辺環境
の悪化を防ぐため、不良住宅とみ
なされた空家の除却を行う場合に
工事費の一部を補助します。
▼対象となる空家
「空き家等対策に係る特別措置
法（以下、特措法）」に規定す
る空家等のうち、市内に存在す
る戸建て住宅、長屋または共同
住宅、併用住宅のいずれかであ
り、市職員による外観目視調査
により「不良住宅」と判定され
た物件です。
なお、長屋または共同住宅につ
いては全戸において 1 年以上使
用されていないもの、併用住宅
については、居住部分の面積が
延べ床面積の 2 分の 1 以上の
ものが対象となります。

▼補助金の額
補助金の額については、対象と
なる空家の除却に要した費用の
5分の4、または20万円のうち、
いずれか少ない方の額となりま
す。

▼申込方法
対象となる空家に該当し、除却
費の補助を希望する場合は、工
事の着手前（請負契約前）に市

役所都市整備課へ必要書類を提
出してください。
申込書は、市ホームページから
ダウンロードできます。
▼申込期限　12 月末まで
※本年度の予算に達した時点で受
け付けを終了します。
▼注意事項
交付決定通知を受ける前から工
事に着手している場合、補助金
を交付することができません。
必ず事前に市役所都市整備課ま
でご相談ください。
※建物を除却した場合、住宅地特
例が外れることで土地の固定資
産税が上がる場合があります。
また、除却後の更地も適正な管
理をお願いします。
　市役所都市整備課（内線 262・
263）

大規模地震が発生した場合に家
屋の倒壊による被害を防ぐため、
旧耐震基準（旧建築基準）で建て
られた木造住宅に対しての補助制
度です。
◎耐震診断員派遣補助（無料）
▼対象となる建築物
昭和 56 年 5 月 31 日以前に着
工された木造住宅（戸建て、長
屋および共同住宅を含む）
▼申込方法
所定の申込書に必要事項を記入
のうえ、市役所都市整備課に提
出してください。
※申込書は、市ホームページから
ダウンロードできます。
◎耐震改修費補助
民間木造住宅の耐震改修費の補
助を実施しています。補助額は、
最大 100 万円となっています。
対象となる住宅は、市または
（財）愛知県住宅センターが実
施する耐震診断を受け、判定値
が 1.0 未満の建物です。その他
詳しい内容については市役所都
市整備課までお問い合わせくだ
さい。
◎耐震シェルター整備費補助
平成 27 年度より、耐震改修費

補助とは別に、耐震シェルター
の整備費の補助も実施していま
す。補助額は、最大 30 万円と
なっています。対象となる住宅
は、市または（財）愛知県住宅
センターが実施する耐震診断を
受けて判定値が 0.4 未満であ
り、なおかつ高齢者または障が
い者が居住している建物です。
その他詳しい内容については市
役所都市整備課までお問い合わ
せください。
　市役所都市整備課（内線 262・
263）

親子で浄化センターを見学し、
下水道の仕組みを学びませんか？
▼と　き　7 月 27 日（火）
午前の部：午前 10 時～正午
午後の部：午後1時30分～3時30分
▼ところ　日光川下流浄化センター
▼内　容　
・浄化センターの見学
・顕微鏡観察「微生物を見つけよう！」
・科学工作など
▼対　象　小学生とその保護者
▼定　員　各 20 名（先着順）（定
員になり次第締め切ります）
▼その他
参加者は動きやすい服装・運動
靴、タオル、上履き持参
（大人用スリッパの用意はあります）
延期または中止にさせていただ
く場合があります。
▼申込方法
日光川下流浄化センターまで電
話で申し込みください。
▼申込期間　
7 月 12 日 ( 月 ) ～ 21 日（水）
（土・日曜日、祝日を除く）
午前 10 時～午後 4 時
　・　日光川下流浄化センター　
☎68－6162

習字紙・新聞紙・マスク
▼料　金　1,000 円（2 日間）
※1日の参加でも1,000円を頂きま
す。

▼申込方法
7 月 5 日 ( 月 ) より受付開始

※定員になり次第締め切ります
　・　市シルバー人材センター
☎65－5515

▼募集項目
・航空学生（航空・海上）
・第 2 回一般曹候補生
・防衛大学校学生（一般）
・防衛医科大学校学生（医学科・
看護学科）
・自衛官候補生
▼資格
・航空学生
高卒（見込み含む）18 歳以上
23 歳未満の方（航空は 21 歳
未満の方）
・第 2 回一般曹候補生、自衛官候
補生
18 歳以上 33 歳未満の方
・防衛大学校学生（一般）
高卒者（見込み含む）18 歳以
上 21 歳未満の方
・防衛医科大学校学生（医学科・
看護学科）
高卒者（見込み含む）18 歳以
上 21 歳未満の方

▼受付期限
・航空学生
9 月 9 日 ( 木 ) まで
・第 2 回一般曹候補生
9 月 6 日 ( 月 ) まで
・防衛大学校学生（一般）
10月 27日 ( 水 ) まで
・防衛医科大学校学生（医学科）
10月 13日 ( 水 ) まで
・防衛医科大学校学生（看護学科）
10 月 6 日 ( 水 ) まで
・自衛官候補生
年間を通じて受け付けています。

　・　自衛隊愛知地方協力本部　
一宮地域事務所（一宮市大江 2
－1－18　ワキタビル 2 階）

☎（0586）73－7522

令和4年3月25日(金)(6か月)
募集科：クレーン運転科
選考：筆記試験、面接 (9 月 9
日 ( 木 ))
▼対象者
公共職業安定所(ハローワーク)
で求職登録をしており、訓練受
講が必要と認められ、自動車運
転免許（普通自動車以上）を取
得している方
▼定　員　30 名
▼料　金 　無料
（教科書、作業服代など負担）
▼申込期間 　
7月1日 (木 )～8月31日 (火 )
▼申込方法
入所願書(ハローワークで配布)
に必要事項を記入し、居住地を
管轄するハローワークに提出
▼その他 
説明会をポリテクセンター名古
屋港で 7 月 21 日 ( 水 )、8 月
4 日 ( 水 )、18 日 ( 水 ) の午前
9 時 30 分から実施（予約不要）
　・　ポリテクセンター名古屋港
（名古屋市港区潮凪町 3 番地）
☎（052）381－2775
　https://www3.jeed.go.jp/
　nagoyakouwan/poly/

▼と　き　7 月 18 日（日）
午前 9 時～正午
▼ところ　海部南部消防組合消防署
▼内　容　
成人を対象にした心肺蘇生法など
▼定　員　10 名
▼受講資格　
市内在住（小学 5 年生以上）、
在勤の方
▼申込方法
電話で受け付けています。
※定員になり次第締め切ります。
　・　海部南部消防組合消防本部
（海部郡飛島村大宝五丁目182）
☎52－3111　　52－3114

▼採用人数　若干名
▼採用職　消防職

対象者は、市が発行するクーポン券を利用し、無料で抗体検査（全員）
と予防接種（抗体が不十分だった方のみ）を受けられます。対象者で、「風
しんにおける抗体検査券および予防接種クーポン券」を紛失された方や転
入者は、市役所健康推進課までご連絡ください。

タブレット端末を使い、楽しく脳を活性化する「脳若トレーニ
ング」に運動を組み合わせた教室を行います。
（株）オズワールドと広島大学が共同で実施し、教室は全
15 回で、実施前後に評価測定を行います。介護が必要な状態
にならない身体づくりをしてみませんか。
※タブレット端末の準備や購入の必要はありません。
▼ところ　総合福祉センター２階研修室
▼講　師　（株）オズワールド　西島直樹氏
▼対象者　65 歳以上の方
▼定　員　24 名
▼申込方法　７月 21 日（水）総合福祉センターにて午前 10
時から整理券を配布し、午前 10 時 30 分に受け付けを開始
します。受付開始時刻に定員を超えた場合は抽選を行います。

※初めて参加される方を優先します。
※定員に達しなかった場合、7 月 26 日（月）から 30 日（金）
までの間、電話でも受け付けます。

対象者 有効期限

令和 4年
3月末まで

クーポン券発送時期 受診方法

①昭和 47年
4月 2日から
昭和 54年
4月 1日
生まれの男性

②昭和 37年
4月 2日から
昭和 47年
4月 1日
生まれの男性

令和元年 6 月に発送しまし
たクーポン券の有効期限が
切れています。
新しいクーポン券を交付し
ますので、市役所健康推進
課までご連絡ください。

クーポン券を利用し、
委託医療機関か集団検
診、勤務先での特定健
診などで受けてくださ
い。
※委託医療機関は、弥
富市および厚生労働
省ホームページをご
覧ください。

令和 2年 6月に
発送しました

献血に
ご協力ください

市役所健康推進課（内線 318）

市役所介護高齢課（内線 174・175）

▼と　き　午前 10 時～ 11 時 30 分
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