
小中学生が作成した下水道に関
するポスターと書道作品を展示し
ます。
▼と　き
9 月 1 日（水）～ 28 日（火）
図書館開館日
▼ところ　市役所図書館棟 2 階
　市役所下水道課（内線 284）

アルコールに関するお悩みを抱
えていませんか？
精神科医師と専門の相談員がお
話を伺います。
▼と　き　9 月 30 日（木）
午後 1 時 30 分～ 3 時 30 分
▼ところ　
津島保健所（津島市橘町 4 丁目
50－2）
▼対　象
アルコールが原因の健康問題に
お悩みのご本人もしくはご家族
▼申込方法
9 月 27 日（月）までにご連絡
ください ( 予約制・定員 2 組 )
　津島保健所☎26－4137

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
変ご迷惑をおかけしますが、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

農業経営収入保険は青色申告農
業者の農業収入を補償する保険で
す。生産品目の制限はありません。
様々な不測の事態による収入の減
少に対応しています。申込受付は
年内で、翌年１月からの適用です。
詳細は以下までお願いします。
　愛知県農業共済組合海部津島出
張所
☎66－1711

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。

台風や強風などで切れた電線
は、感電のおそれがあります。
切れた電線には絶対に触らず

に、お近くの中部電力パワーグ
リッドまでご連絡ください。
　中部電力パワーグリッド㈱港営
業所

☎（0120）929－309

10 月の法の日週間に合わせ、
司法書士による法律相談が開催さ
れます。
▼とき・ところ　
①10 月 2 日（土）午前 10 時～
正午、午後 1 時～ 3 時　津島
市生涯学習センター（津島市莪
原町椋木 5）

②10 月 9 日（土）午前 10 時～
正午、午後 1 時～ 3 時　十四
山総合福祉センター

▼相談内容　
・土地や建物の相続、遺言、売買、
贈与などに関すること
・株式会社設立や増資などの会社
や法人に関すること
・供託手続き、訴訟書類の作成に
関すること

※法律相談については 140 万円
以下の民事紛争に限ります。

▼相談員　愛知県司法書士会会員
▼その他　予約が必要です。
　・　愛知県司法書士会　
☎（052）683-6686

交通事故などの第三者（自分以
外の人）によるケガや病気につい
ては、届け出により国民健康保険
で治療を受けることができます。
保険証を使って治療を受ける時
は、必ず届け出を提出してくださ
い。相手のいない事故（自損事故
など）の場合も、届け出が必要で
す。
なお、自損事故で飲酒運転や無

免許運転などの悪質な交通法令違
反の場合は、給付対象にはなりま
せん。
この届け出を怠ると、国保税で賄

われている国保が損害を受けますの
で、速やかに届け出てください。
▼届出方法　
次の書類と保険証、個人番号（マ
イナンバー）カードまたは通知
カード、本人確認ができる書類
を持参の上、市役所保険年金課
へ届け出てください。

①第三者行為による被害届
②事故発生状況報告書
③交通事故証明書
④念書（兼同意書）
※治療終了、転院、示談をすると
きはお知らせください。

※負傷原因について尋ねる場合が
あります。

　市役所保険年金課（内線 122・
123）

　市役所市民協働課（内線 434）

名古屋都市計画道路に「８・７・
783 号 弥富駅自由通路」を追加
するための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
名古屋都市計画道路の変更（市
決定）

▼縦覧期間
９月７日（火）～ 21 日（火）
午前８時 30 分～午後５時 15
分（土・日曜日、祝日を除く）

▼縦覧場所
市役所都市整備課、市ホーム
ページ

▼提出方法
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、閲覧場所に
備え付けもしくは市ホームペー
ジの様式に記入し、持参、郵便
ファクシミリ、電子メールのい
ずれかの方法で意見書を提出す
ることができます。

　市役所都市整備課（内線 264）
　67-4011
　toshikei@city.yatomi.lg.jp

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
方のみとします。
また、各種制限や注意事項があ
りますので、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
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※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。

名古屋都市計画道路の
変更（案）の縦覧
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「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

お知らせします

司法書士無料法律相談

交通事故などによる
傷病で国民健康保険を
使ったら届け出を

切れた電線を見つけたら、
すぐにご連絡を！

弥富市内犯罪発生状況
（令和 3 年 6 月）

オリエンテーション
弥富市の福祉制度の紹介
地域でその人らしく生きるために
みんなで知ろうjimotoの障がい福祉
認知症について考えてみよう
権利擁護について
コミュニケーションを楽しく学ぶ

体験実習　※内容未定

わたしがこれから地域でできること
修了式

10月30日（土）
9：00～12：00

11月8日（月）～19日（金）
のうち1日

11月27日（土）
9：00～12：00

11月6日（土）
9：00～12：00

10月23日（土）
9：00～12：00

プログラム名と　き

生活・介護支援サポーターは、誰もが安心して弥富市で暮ら
し続けるために、市民ができる範囲でお手伝いするボランティ
アです。
支援を必要とする方の見守りや買い物などを手助けすること

は、誰かの役に立つばかりでなく、あなた自身の生きがいづくり、
健康づくりに大いに役立ちます。

▼対象者　
　全過程を終了し、その後市内で活
動できる方

※参加できない日がある場合は、補
講を行います。

　修了者は「弥富市ささえあいセン
ター」の協力会員に登録できます。

▼参加費　無料
▼定　員　30 名（先着順）
▼申込期限　10 月 15 日（金）
▼ところ　
　総合福祉センター 2 階研修室

市が運営する住民参加型生活支援サービスである「弥富市ささえあいセンター」において、利
用会員を対象に、今年度より新たに買い物支援サービスを実施しています。
利用者である介護が必要な方や障がいのある方を自宅から買い物先への送迎、買い物中の付き

添い、自宅内への荷物の運び込みなど、ひとりの買い物が不安な方への支援を行います。
利用希望の方は弥富市ささえあいセンターへご連絡ください。

弥富市ささえあいセンター ☎43－4165

　・　弥富市ささえあいセンター ☎43－4165
よいろうご

買い物支援サービスを実施しています

参加者募集！！
生活・介護支援サポーター養成研修

▼研修日程および内容
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