
民生委員・児童委員の活動 
こんなことも



問い合わせ先（市外局番 0567）

（令和3年9月1日現在）

人口　44,083人（＋3）
男　　22,108人（－6）
女　　21,975人（+9）
世帯　18,362　（+3）

民生委員・児童委員の活動 こんなことも
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　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。

下水道等使用料　8・9月分
《納期限：10月 31日（日）》

市県民税　　　　　　　３期
国民健康保険税　　　　４期
後期高齢者医療保険料　４期
《納期限：11月１日（月）》

今月の納税など

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

今月の表紙は、「読書の秋」にちなんで
図書館で撮影した本です。
昨今のコロナ禍でおうち時間が続く中

ではありますが、これを機に皆さんのお
気に入りの本を探してみてはいかがでし
ょうか。

民生委員・児童委員の活動  こんなことも特集

民生委員・児童委員、主任児童委員は担当する地域の生活上の心配事や、
医療・介護・子育ての不安などの身近な相談相手であり、相談内容が解
決できるよう必要な支援へのつなぎ役です。

５月 12 日から１週間、市役所で活動をアピールする
啓発イベントを開催しました。今年は私たちの役割や活
動内容を伝えるパネル展示のほかに、コロナ禍で外出の
機会が減った対象の高齢者宅を訪問して、市社会福祉協
議会と共催で「川柳募集」を企画、集まった作品を展示し
ました。

日頃から高齢者の見守り支
援を行い、「向こう三軒両隣」の
良き隣人として地域の人々に
寄り添う存在でありたいと願
っていました。　　 福田さん

地域と疎遠であった私に、
活動を通じて地縁の輪が広が
りました。福祉施策を学び、
多くの人に紹介でき、私も
種々活用させていただきまし
た。　　　　　　　 平林さん

知らなかった地域の一人暮
らしの方との意思疎通が生ま
れました。充実した福祉施設
で楽しく利用している姿を拝
見して元気をいっぱいもらい
ました。　　　　　 横井さん

専門家ではなく、母親とし
て同じ目線で話せる人であれ
ば充分ですと説明を受け、自
分も勉強になるかと委員を受
けました。　　　　 東嶋さん

『主任児童委員』は子どもたちや子育て
の相談などを専門にしています。保育
所や学校、児童館、保健センターなど、
子どもたちが安全・安心して生活でき
る居場所づくりなど話し合って活動し
ています。

民生委員・児童委員の日　活動強化週間

主任児童委員活動の紹介

PR活動 川柳展

主任児童委員研修
（適応指導支援室にて）

『やってよかった』
民生委員・
児童委員の声
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体を動かせるし、
みんなとお話が
できて楽しい

現在は、予約・定員制としています。
毎月 20 日に翌月分の予約を受け付けますので、市介護高齢課までご連絡く
ださい。（20 日が土・日曜日、祝日の場合は翌開庁日）
※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、当日、自宅で体温測定、マス
クを着用しご参加ください。
会場玄関にて手指のアルコール消毒をお願いします。
また、体調不良時は参加をお控えください。

※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。

ここからアップ教室

海南こどもの国と弥富市の共催イベント
「海南こどもの国秋まつり」

元気塾に参加しませんか
～こころとからだの免疫力を上げよう～
昨年度、好評だった「ここからアップ教室」を今年度も実施します。
コロナ禍の生活で運動不足やストレスが溜まっていませんか？
こころとからだの免疫力を上げて、コロナ禍を健康に過ごすためのコツを一緒に学びましょう。

今年も海南こどもの国での秋のイベント「海南こどもの国秋まつり」を２日間にわたり開催します。「やとみ
の金魚“すくって★！大作戦！！”」、「金魚の学校」も同日開催いたします。地域に根付いたさまざまなブース
も設けておりますので気軽にご参加ください。新型コロナウイルス感染症対策を講じた上での開催となりま
す。
また、新型コロナウイルスの感染拡大状況によっては延期もしくは中止となりますのであらかじめご了承
ください。

▼とき
　11月６日（土）午前 10時～午後 3時
　　　  ７日（日）午前 10時～午後 3時
▼ところ
　海南こどもの国
　※詳しいイベント内容は改めてホームページ
　　などでお知らせいたします。

　市役所商工観光課（内線 244）
　海南こどもの国☎52－1515

市では、高齢者が住み慣れた地域でいつまでも生き生きと暮らせるように介護予防事業を実施していま
す。いつまでも自分らしく自立して生活するためには、健康なうちから介護予防に取り組むことが大切で
す。元気塾では、健康運動指導士による指導のもと、スクワット、片足立ち、ストレッチなどを取り入れ
た健康体操教室を行っています。また、市の特産である金魚をイメージした「きんちゃん体操」をみんなで
行っています。高齢になるにつれ足腰が弱ってくるので、元気塾に参加して介護予防に努めましょう。

保健センター（市役所３階）
40歳～ 74歳までの
弥富市民
16名
10月４日（月）～29日（金）
市役所健康推進課へ電話で
お申し込みください。

ところ
対象者

定員

筆記用具、ヨガマットもしくはバスタオル、動きやすい服装で参加ください。
お申し込みされた方へ事前にご案内を送付しますのでご覧ください。
1回のみでも参加できますが、３回参加できる方を優先します。
消毒や換気など感染予防に留意しながら実施します。参加される際はご協力をお願いします。

持ち物

ご注意

申込期間
申込方法

・家でできるお手軽エクササイズ①
  講師：健康運動指導士　
  　　　木村照代先生
・不安、緊張を和らげるためのリラッ  
  クス法
  講師：臨床心理士
　  　　谷川智子先生
・COPD（慢性閉塞性肺疾患）とは
  市役所健康推進課保健師
・家でできるお手軽エクササイズ②
  講師：健康運動指導士
　  　　木村照代先生
・お口の健康
  市役所健康推進課歯科衛生士

とき 内容
第
１
回

第
２
回

第
３
回

１１月
１７日（水）

１１月
２５日（木）

１２月
１５日（水）

受付：９：00～
開始：９：１５
終了：１１：１５頃

市役所健康推進課（保健センター）（内線３１４）
・

とき・ところ

対象者

持ち物

その他

水分補給用ドリンク類
汗拭き用タオル
運動しやすい服装でご参加ください。

市内在住、おおむね 60 歳以上

【火曜日】
13：30 ～ 14：30
十四山総合福祉センター

【水曜日】
13：30 ～ 14：30
いこいの里

【金曜日】
11：00 ～ 12：00
総合福祉センター

参加者の声

きょう　しつ

和気あいあいとした
雰囲気で楽しみながら

運動できる

先生がおもしろく、
気軽に参加できる

健康維持のためにも
毎回参加しています

市役所介護高齢課（内線 174・175）・
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弥富市ささえあいセンターのご紹介

介護に関する入門的研修の受講者募集

ささえあいセンターとは、生活の援助を受けたい人（利用会員）に対して、生活の援助ができる人（協力会
員）が、介護保険サービスや障がい者福祉サービスでは、できないことをお手伝いする、助け合いの組織
です。
主な活動内容は、買い物支援や家事援助、病院の付き添い、ゴミ出しなどを行っています。

利用できる人（利用会員）
市内在住で、下記のいずれかに該当する人
① 要介護認定を申請中または認定を受けた人、介護予防・日常生活支援総合事業対象者
② 各種障がい者手帳などの所持者および申請中の人
③ 弥富市子育て世代包括支援センターが支援を必要と認めた人　

協力できる人（協力会員）
20歳以上でボランティアに興味がある人・積極的に活動を行うことができる人。ただし、ささえあいセ
ンターで実施する研修を受講していただきます（一定の資格を持つ人は除く）。研修は必要に応じて随時行
います。

サービスを開始する手順
利用したい人、協力できる人はささえあいセンターの会員登録が必要です。コーディネーターが利用会員
の困り事を聞いた後に、協力会員を手配してサービスを開始します。

利用料
利用料は以下のとおりです。

　　　弥富市ささえあいセンター（総合福祉センター内）
☎43ー 4165（直通）
受付時間：月～金曜日（土・日曜日、祝日・年末年始除く）
　　　　　午前８時 30分～午後５時

介護に興味・関心があり勉強してみたい方や介護事業所で働いてみたい方を対象とした、基礎講座（半日）
＋入門講座（3日間）の演習を交えた入門的な研修を実施します。研修終了後は、あいち介護サポーターバン
クに登録し、条件が合致した場合に介護事業所で就業いただくことも可能です。
▼と　き　
（基礎講座）令和４年１月 12日（水）午後１時 30分～４時 30分
（入門講座）令和４年１月 19日（水）、26日（水）、２月２日（水）午前９時 30分～午後４時 30分
※いずれかの講座のみ受講も可。
▼ところ　
津島市文化会館（津島市藤浪町 3丁目 89－10）
▼対象者　
県内在住で介護に関心のある高校生以上の方
▼申込方法　
市役所設置のチラシまたはあいち介護サポーターバンク運営事務局ホームページ参照
　・　あいち介護サポーターバンク運営事務局
☎（0800）200ー 4415　平日午前 9時～午後５時 45分
https://aichi-kaigo.dg-1.jp/

※活動時間が３０分以内の場合は、上記に定める半額となります。
※協力会員には、利用料と同額の活動料が支払われます。
※口座振替の場合、振替手数料は利用会員負担となります。

よいろうご

活動日 活動時間帯 利用料（１時間当たり）

平日（月～金曜日）
8：00～17：00

上記以外の時間（協力会員対応可能時間）
７００円
８００円

土・日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日（協力会員対応可能時間） ８００円
ゴミ出し援助サービス １００円（１回当たり）

・

申請期間（追加分）

申請に必要な書類

対象となる経費

対象となる世帯※全てを満たす新婚世帯

《共通書類》　★印 ･･･ 弥富市の公簿で確認できる場合は省略することができます。
申請書類に不備などがある場合には受理できませんので、事前にご相談ください。

《申請内容によって必要な書類》　原本をお持ちください。確認時にコピーを取ります。

11 月１日（月） ～ 令和４年２月 28 日（月） ただし、予算額に達した時点で受付を終了します。

令和３年１月１日から令和４年２月 28 日までの間に支払った、次の①～③の費用が対象となります。
① 婚姻を機に、弥富市内で新たに新居となる住宅を取得した場合の建物購入費用
　 ※ 土地代・増改築費・リフォーム費・住宅ローン手数料などを除く
② 婚姻を機に、弥富市内で新たに新居となる住宅を賃借した場合の費用（賃料・敷金・礼金・共益費・仲介手数料）
　 ※ 勤務先から住宅手当を受けている場合は、その分を対象経費から差し引く 
③ 婚姻を機に、弥富市内の新居へ引っ越すために荷物の移動・運送に要した費用（引越業者または運送業者へ支払った実費）
　 ※ 不用品の処分費用、自らレンタカーを借りる・友人に頼むなどして引っ越した場合にかかった費用・家具家電購入などは除く

◎共通書類｠
 補助金交付申請書
 婚姻届受理証明書または婚姻後の戸籍謄本 ★
 夫婦２人分の所得証明書（令和２年１月１日～令和２年 12 月 31 日分） ★
 夫婦２人分の滞納なし証明書 ★
 貸与型奨学金の年間返済額がわかる書類（奨学金返済証明書の写し、返済額が確認できる通帳の写し）（奨学金を返済している人のみ）
 離職票、退職証明書（申請時において無職であり、所得がない場合）

◎住居を取得した場合
 売買契約書、工事請負契約書、建物に係る代金が分かるもの
 取得費用を支払ったことが分かるもの（領収書や口座引き落としの場合は通帳など）
　 ローンの場合は、住宅ローンに関する契約書（金銭消費貸借契約書）

◎住居を賃貸借した場合
 賃貸借契約書
 家賃などを支払ったことが分かるもの（領収書や口座引き落としの場合は通帳など）
 住宅手当支給証明書（勤務先から住宅手当が支給されている場合のみ）

◎引越し費用の場合
 引越費用が分かる領収書

① 令和３年１月１日から令和４年２月 28 日までの間に婚姻届を提出し受理された夫婦であり、夫婦ともに婚姻日における年齢が 39 歳以
　 下であること。ただし、 同一人同士が再婚した場合を除く。
② 婚姻を機に弥富市内にある住居を新たに購入・賃借し、その住居の住所に転入（転居）届を提出し受理されていること。
　 （申請時点で夫婦とも弥富市に住んでいること）
③ 夫婦の年間所得合計（令和２年１月１日～令和２年 12 月 31 日分）が 400 万円未満であること。（※１、※２、※３）
　 ※1  夫婦の双方または一方が離職し、申請時において無職の場合は、離職した者については所得なしとして、夫婦の所得を算出します。
　 ※2  貸与型奨学金の返済を現に行っている場合、所得証明書をもとに算出した世帯の所得から貸与型奨学金の年間返済額を控除します。
　 ※3  「夫婦の所得 400 万円未満」を年収に換算すると、約 540 万円未満に相当
④ 他の公的制度による家賃補助を受けていないこと。
⑤ 夫婦の双方または一方が過去に内閣府の定める結婚新生活支援事業費補助金交付要綱および結婚新生活支援事業実施要領に基づいた補助
　 金の交付を受けたことがないこと。
⑥ 市税を滞納していないこと。

市では、結婚に際して新居となる住宅の購入費や賃料、引越しなどにかかった費用について、
１世帯当たり 30 万円を上限 として補助金を交付します。

市役所市民協働課（内線 432）

令和３年度 弥富市結婚新生活支援補助金（追加分）令和３年度 弥富市結婚新生活支援補助金（追加分）
弥富で結婚し新生活を始める方へ、新生活のスタートを後押しします！

11月１日から
申請受付再開
いたします。

・
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☎（052）526ー5887

※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。　
※偕行会リハビリテーション病院は、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、予約の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、必ず予定を空
けておいてください。１回目のみ Web や電話にて必ず予約が必要です。２回目は不要です。
※予約の変更・キャンセルはコールセンターへお電話ください。Ｗebでは行うことができません。

新型コロナウイルスワクチン接種券の再交付およびワクチンパスポート発行については、市役所健康推
進課へお問い合わせください。

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

市ホームページ
新型コロナウイルスワクチン推進室からの

お知らせ

予約・　 市ワクチン接種コールセンター☎66ー 0097（平日午前8時 30分～午後5時 15分）

▼助成の対象となる予防接種期間
　10 月１日（金）～令和４年１月 31 日（月）
　※助成対象者のうち１歳未満のお子さんの場合は、１歳に達した日からとなります。
▼助成の方法：１回の接種費用のうち 1,000 円を助成します。
　　　　　　　予防接種費用から助成額 1,000 円を差し引いた額を医療機関へお支払いください。
▼実施医療機関：子ども及び妊婦インフルエンザ予防接種費用助成券に記載されている一覧表（市内の
　　　　　　　　指定医療機関）をご確認ください。
　　　　　　　※予約開始時期、接種期間が異なりますので事前に医療機関にお問い合わせの上予約を
　　　　　　　　お願いします。
　　　　　　　※やむを得ず実施医療機関以外で接種を受けた場合は、接種後に償還払いの申請が必要
　　　　　　　　です。詳細はホームページをご覧ください。
 
▼予防接種当日の持ち物
　・子ども及び妊婦インフルエンザ予防接種費用助成券　
　・母子健康手帳　・接種費用　・健康保険証　・子ども医療費受給者証　など
　　●助成券を紛失された方や、９月以降に転入された方は市役所健康推進課へご連絡ください。

　 市役所健康推進課（内線 318）

令和３年９月 15 日現在

 ワクチン接種について
保健センター、市内の個別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ております。
個別医療機関では、金曜日の夕方や土曜日でも接種予約が可能な機関があります。
接種希望の方は、Ｗｅｂ予約またはコールセンターへ早めの予約をお願いします。
現在、12 歳以上の全対象の方の予約を受け付けしております。
（今年 12 歳をむかえる方は誕生月の翌月上旬に接種券を送付します）
※接種実施日については、ワクチンの供給状況により変更になることもあるため、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、相談されることを推奨します。
（かかりつけ医以外で接種する方のみ）

お子さんや妊婦の方のインフルエンザ発症や重症化を予防することを目的にインフルエンザ予防接種
に係る費用の一部を助成します。対象の方には、９月下旬に「子ども及び妊婦インフルエンザ予防接種
費用助成券」を郵送しました。
▼助成対象者と接種回数、助成額
予防接種を受ける日において、弥富市に住民登録がある以下の方

高齢者インフルエンザ予防接種を実施します。各戸配布しました「高齢者インフルエンザ予防接種を受
ける方へ」をよくお読みの上、接種してください。
▼対象者
　接種日に満 65 歳以上の方
　満 60 歳以上 65 歳未満の方で、心臓、腎臓、呼吸器に障がいのある方（身体障害者手帳１級程度）ま
たはヒト免疫不全ウィルスにより免疫機能に障がいのある方。（事前に申請が必要です）
▼接種期間
　10 月 15 日（金）～ 令和４年１月 31 日（月）
▼予約受付
　10 月１日（金）より指定医療機関へ直接ご予約してください。
▼接種料金
　1,200 円
　生活保護世帯の方は、無料で接種を受けることができます。（事前に申請が必要です）

　 市役所健康推進課（内線 318）

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

新型コロナウイルス感染症が心配なとき
▼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

愛知県健康相談窓口
月～金曜日　9：00～17：30 ☎（052）954ー6272

上記以外の日時

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

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。

発熱などの症状が生じた場合

新型コロナウイルスワクチンの接種後に体調が優れないとき

かかりつけ医や最寄りの医療機関、または右記の相
談窓口へご相談ください。

症状がひどい場合やなかなか改善しない場合

▼相談・受診方法

子ども及び妊婦インフルエンザ予防接種費用助成のお知らせ

高齢者インフルエンザ予防接種について

対象者 接種回数 助成額
①平成 21 年 4 月 2 日生まれ～令和 2 年 12 月 31 日生まれ
（満１歳以上小学生６年生まで）
②平成 18 年 4 月 2 日生まれ～平成 21 年 4 月 1 日生まれ
（中学校１年生から中学校３年生まで）
③妊婦
　母子健康手帳の交付を受けた方で、接種当日に妊娠中の者

２回

１回

１回目 1,000 円
２回目 1,000 円

1,000 円

詳細はこちらからご覧いただけます⇒
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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
10

スマートフォン（またはタブレットなど）のアプリを利用して、保険料を納付することができます。
納付書に印刷されているバーコードを読み込み、市役所や金融機関などの窓口に出向くことなく、いつでも、
どこでも保険料を納付することができます。

以下のコンビニエンスストアの店頭でも納付が可能になりました。

セブン - イレブン、ローソン、ファミリーマート、ミニストップ、デイリーヤマザキ、セイコーマート、
ポプラ、ヤマザキデイリーストアー、くらしハウス、スリーエイト、ヤマザキスペシャルパートナーショップ、
コミュニティ・ストア（11月 30日まで）、ニューヤマザキデイリーストア、生活彩家、ハマナスクラブ、ＭＭＫ
（マルチメディアキオスク）設置店

●オンラインストアでの決済になるため領収書は発行されません。領収書が必要な方は、納付書裏面に記載の
金融機関、コンビニエンスストア、市役所で納付してください。
●納付手続き完了後の取り消しはできません。使用した納付書は破棄するなど、二重納付にご注意ください。
●手数料は無料ですが、通信にかかる費用は自己負担となります。
●９月 30日までに発行された納付書はバーコードの印字がないため、スマートフォン決済およびコンビニエン
スストアでの支払いはできません。納期限が 10月以降のもので、上記の納付方法を希望される場合、納付書
の再発行が必要になりますので、下記まで申し出てください。

　 市役所保険年金課（内線 126・127）、市役所介護高齢課（内線 172・173）

上記いずれかのスマートフォン
決済アプリをインストールし、
初期登録の手続きを行います。
すでに登録済みの場合、初期登
録の必要はありませんので、Ｓ
ＴＥＰ２にお進みください。

スマートフォン決済
アプリから、納付書
に印刷されているバ
ーコードを読み込み
ます。

支払い内容が表示さ
れますので、内容を
ご確認のうえ決済を
行います。

納付完了です。（完了
メッセージをご確認
ください）

スマートフォン決済

コンビニエンスストアでの支払い

利用可能なスマートフォン決済アプリ

利用方法

納付可能なコンビニエンスストア

スマートフォン決済における注意事項

PayPay LINE　Pay PayB

登録した金融機関口座から
即時引き落としLINE　Pay 残高から支払いPayPay 残高から支払い

ＳＴＥＰ　１ ＳＴＥＰ　２ ＳＴＥＰ　３ ＳＴＥＰ　４

利用できない納付書
（スマートフォン決済・コンビニエンスストア支払い共通）

●納付書１枚の金額が 30万円を超えるもの　
●バーコードが印字されていないもの
●バーコードの読み取りができないもの　
●金額を訂正したもの　●取扱期限を過ぎたもの

　東部児童館は、十四山地区にあります。十四山スポー
ツセンター、十四山支所に隣接しており、1 階には子育
て支援センター、2 階には児童館があります。
　午前中は、乳幼児の親子さんが遊びにきます。お気に
入りのおもちゃを選んで、楽しく過ごします。午後にな
ると小学生が元気よく来館します。
　今、東部児童館では、工作にはまっている子がたくさ
んいます。毎月児童館では「じどうかんだより」を配布
し、工作の見本を載せてこんなことをするよと、子ども
たちに知らせています。それを見て「先生、作りにきた
よ」と来館してくれる子が多くいます。子どもたちの手
にかかればどんな廃材もステキな物に変身します。最近
は、インスタグラムを通じて児童館の情報を発信してい
ます。ぜひ、チェックしてみてくださいね。
　東部児童館では、ボードゲームやカードゲーム、卓球
などさまざまなことで遊べます。学年に関係なく、たく
さんの友達と一緒に机を囲み、さまざまなゲームを楽し
んでいます。一人で来た子には、「一緒に遊ぶ？」とやさ
しく声をかけてくれます。ぜひ自分のお気に入りの過ご
し方を探しに遊びに来てくださいね。

児 童児 童 館館東 部東 部

  竹村 歩華ちゃん
たけ　むら あゆ　か

3歳
（荷之上町）

キラキラあーちゃんかわいいよ♡

  山田 真凛ちゃん
やま　だ ま　りん

2歳
（平島町）

お兄ちゃんお姉ちゃんが大好き♡

  松下 瑞ちゃん
まつ　した みずき

3歳
（鯏浦町）

おにぃちゃん大好き♡

  
 どう　とう やま　と

道藤 稜人くん 3歳
（鯏浦町）

がんばれ！おにいちゃん！

  中島 圭亮くん
なか　しま けい　すけ

3歳
（前ケ須町）

はじける笑顔はみんなの癒し♡

  伊藤 光琉くん
い　とう ひか　る

2歳
（鯏浦町）

だいちゃん！おもちゃ買って♡

  橋本 昂征くん
はし　もと こう　せい

1歳
（又八）

我が家の癒やしの怪獣くん

  河村 虹苗ちゃん
かわ　むら に　　な

1歳
（鯏浦町）

元気いっぱい★祝1歳

※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　10月6日(水)～13日(水)【必着】
▼対 象 者　12月生まれで1歳～3歳の子

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）
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10月20日（水）
16：00～

「基本事業」、「病児・病後児保育事業」、「産前・産後サポート事業」のご利用は、事前に会員登録が必要です。
ただし、「産前・産後サポート事業」のご利用は、まず子育て世代包括支援センター（☎65 ー 1111）にご相談ください。
ファミリー・サポート・センターでは、平日午前 9 時 30 分から午後 5 時 45 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　8：30～ 17：00

基本事業

病児・病後児
保育事業

育児支援・家事支援を行います。※1回につき２時間まで。月～金　9：00～ 17：00産前・産後
サポート事業

休業日  日曜日・祝日（土曜日は電話受付のみ）☎58－3352

協力会員募集中！

児童館だより 10月1日～11月10日
★各児童館共通　開館時間 9:30～18:00(11月から 9:30～17:00) 　休館日 日曜日・祝日　

　下記スケジュールは、新型コロナウイルス感染症対策により変更となる
場合があります。

※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。

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

10月23日（土）
14：00～16：00

10月16日（土）
14：00～16：00

11月6日（土）
10：30～11:00
英語であそぼう

10月16日（土）
14：00～16：00

10月16日（土）
14：00～16：00

10月9日（土）
14：00～16：00

卓球をしよう
（小学生対象）

将棋をしよう
（小学生対象）

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
☎66－0008
弥生子育て支援センター
☎65－8211
東部子育て支援センター
☎52－4612

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。

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

★じどうかんであそぼう
（１歳児以上～
未就学児対象）
月1回土曜日

10：30～ 11：00

“みんなで子育て”応援します！子育て支援センター

児童館まつり 新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止

弥生小学校では、新型コロナウィルス感染症拡大防止への基本的な取り組みを徹底
しながら、教育活動を行っています。子どもたちの学習が充実したものになるよう、
地域の方々の協力のもと、さまざまな体験活動や外部講師による授業を取り入れてい
ます。

題名は七夕の「天人にょうぼう」です。大型紙芝居を見ながら、ウインドチャイムの音やハンドベ
ルの演奏もありました。毎年集会室で、１年生全体への読み聞かせを行っていますが、今年は密を
避けるためにクラスごとで実施しました。みんなとても聞き入っていました。

弥富市社会福祉協議会から講師の先生をお招きし、福祉をテーマに講話を聞きました。「ふだんの
くらしをしあわせに」についてグループワークやクイズを交えて学習しました。授業を通して、年齢
や性別、障害に関係なく、全ての人々が幸せに暮らせる工夫について考えることができました。

社会科「私たちの市の様子」の学習として、弥富の自慢「金魚」の問屋さんへ見学に行きました。
さまざまな種類の金魚、大きな鯉を見せていただきました。金魚を飼っている家も多く、子どもた
ちは、金魚にとても親しみをもっています。「宇宙に行った金魚の種類は？」「値段は？」「卵を産む季
節は？」など、質問タイムでは、たくさん質問が出て、時間が足りませんでした。学校へ戻ってから
も、子どもたちは、金魚についての話で盛り上がりました。

弥生小学校 教育の広場
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日の出小学校　　 教育の広場
　日の出小学校は、「ひとりでできる子」「のびのび明るい子」「できるまでがん
ばる子」を目標に、毎日元気いっぱいに過ごしています。本年度は、これま
で、子どもたちが健康で安全に生活できるための取り組みを行ってきました。

５年生が農業体験として、苗を投げ入れる田植えを体験しました。稲刈りの時期が楽しみです。

愛知県警あゆみの方を講師にお迎えし、３・４年生を対象に交通安全教室を行いました。安全な
自転車の乗り方を、「自転車は左から乗る」など、「５つの左」をキーワードに教えていただきました。
また、「とまる・みる・まつ」ことの大切さを学びました。

「健康な永久歯にバトンタッチ」を合言葉に、子どもたちが自ら学ぶ歯科保健教育活動に学校・家
庭・歯科医師・歯科衛生士が協力して取り組んできました。各学年の発達段階に合わせて、歯や
口の中の健康について、分かりやすく学ぶことができました。

「戦争と子どもたち」
弥富北中学校　小川　遥輝

「世界を知り、視野を広げる」
弥富北中学校　鈴木　彩月

修研島広
教育の広場

【国際協力体験談を聞いて】
JICA の方から、国際協力体験談として青年海外協力隊の派遣先の仕事について聞きました。今回聞いたのは、パラグアイに派

遣された方の体験談でした。そこでは、農家の人たちや稼ぎが少ない人たちのために仕事を考え、その手伝いをしたとのことです。
お話をしてくださった方は、「現地の人たちとたくさん交流し、相手の人たちの文化や生活にふれることで、自分も成長することができ
た」と話していました。
世界の人々のために世界中を飛び回り、笑顔を増やしていく。そんな仕事に魅力を感じました。

【被爆ピアノの音色を聞いて】
私は被爆ピアノの音色を聞いてとても感動しました。「なんてきれいな演奏なんだろう」「なんて素敵な音なのだろう」と。言葉では表

現できないくらいたくさんの感情が押し寄せてきて、声も出ませんでした。私は以前、ピアノを習っていましたが、それとはまったく
違う楽器のようでした。
原爆投下直後の苦しみや悲しみの気持ちや、それでも困難を乗り越えようと必死にもがく人々の気持ちなど、美しい被爆ピアノの

音色からそれらを感じることができました。「被爆したピアノ」の美しい音色と、被爆された方々の思いが混ざり合っているからこそ、
感動的な演奏になったのだと思います。
また、被爆ピアノの演奏に合わせて歌ってくださった方の声にも力がこもっていて、とても心に残るものでした。この「被爆ピアノ
演奏」は、五感全てで、さまざまなことを感じることができた貴重な時間となりました。
【過去を知る】
私は広島研修を通して、戦争の悲しみや苦しみを知りました。同時に、戦争は人間の最も愚かな行動だとも思いました。戦争の悲

しみや苦しみを経験し、その中で生き延びた人たちの思いを次の世代に伝えていかなけれ
ばならないと強く思いました。二度と同じ過ちを繰り返してはならないとも改めて強く思い
ました。
私たちは戦争とは縁遠い時代に生まれ、戦争を想像することすらできないのも現状で

す。だからこそ、私たちは真剣に過去と向き合うことが大切なのではないでしょうか。「今、
幸せな生活を送ることができているから」「今、平和な世界だから」と思い、過去から目を
背けてはいけません。それでは、いつか同じ過ちを犯してしまうかもしれません。今の私
たちにできることは、「戦争を知り、それを忘れないこと」だと思います。今回学んだことを
次の学習につなげ、私たちが責任をもって次の世代に伝えていきたいと思います。

【親元を離れた子どもたち】
昭和 19 年、空襲が激しくなるとともに子どもたちの生活は一変しました。翌年、日本政府は「学童疎開」を実施し、３年生以上の

子ども約２万３千人は山間部へと疎開することとなりました。その内、親戚などを頼って縁故疎開した子どもは約１万９千人、集団疎
開は９千人であったそうです。また、13 歳以上は「少年兵」といい、陣地を守るなどして軍事活動に強制動員されたりしました。当
時、少年兵は「捨て駒」として扱われることもあり、死亡率の高い個人携行対戦車兵器の射手などに従事させられていたそうです。
【今とは違う教育制度】
さまざまな資料によると、戦時中の学校は現在の学校とは別物だったようです。
当時の小学生は「少国民」と呼ばれ、国民学校で大人になったら「兵隊さん」になること、国のために働くことなどを目的とした「軍

国教育」を受けていました。「国のために死ぬこと」が素晴らしいこととされ、「日本が絶対に勝つ」と教えられていました。教科書なども
戦争を中心としたものとなっていきました。学芸会や運動会の競技なども、兵隊さんが主人公のものや訓練をまねたものが多くなっ
ていったそうです。
【広島研修で学んだこと】
今の自分の年齢を当時に当てはめてみると、「少年兵」として活動としている年齢だと思

います。自分が戦場に立っているかもしれないと考えるとすごく怖いし、絶対に嫌です。
しかし、今も世界のどこかで戦争や紛争が起きています。そこでは、多くの子どもたちが
苦しんでいます。中には戦いに巻き込まれている子どももいるかもしれません。とても悲し
い気持ちになります。「助けたい」と思うけれど、自分たちの力だけではどうしようもないこ
ともあります。戦争が起きてしまった過去は変えることができません。だからこそ、「戦争は
ダメなんだ」と次の世代に語り継いでいくことによって、少しでも未来を平和な世界に変え
ていけたらと強く思います。
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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

※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10
2

3 4 5 6 7 8 9
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1

16
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休きんちゃんバス 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

31 11月1日

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

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
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

生活自立支援相談
（市役所）
9：00～12：00

彦坂外科（津島市）
☎ ２５－８３５５

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）
13：30～16：20

心配ごと相談所
行政相談所
（総合福祉センター）
13：00～16：00

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10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・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

休図書館

≪納期限≫
市県民税　　　　　　　3期
国民健康保険税　　　　4期
後期高齢者医療保険料　4期

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

社会保険労務士による
年金相談（予約制）
（市役所）
10：00～16：00

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

≪納期限≫
下水道等使用料　   8・9月分

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
「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」および
「成年後見制度について無料相談」は海部南部権利擁護センター ☎69－8181
問

休きんちゃんバス

消費生活相談（予約制）
（市役所）
13：30～16：00

脳神経外科
のぞみクリニック（あま市）
☎ ４４３－５５３３

つつみ整形外科
クリニック（蟹江町）
☎ ９７－０２２３

奥村整形外科
（大治町）
☎ ４４５－５６６７

もりや整形外科
（あま市）
☎ ４４５－３７１１

弥富市職員（保育士）を募集弥富市職員（保育士）を募集

（注意事項）
　令和３年 7月 11日に第一次試験を実施した弥富市職員採用候補者試験と
併願することはできません。

〇試験会場などについては、申し込み受け付け後、正式に個別通知します。
〇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。
〇試験申込書などは本庁舎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、
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。

職種
項目 保育士

１　採用予定人員

２　受験資格

３　提出書類

４　欠格事項

５　試験日

６　応募受付期間

７　問い合わせ先

若干名

11月 14日（日）

10月 11日（月）～29日（金）
（土・日曜日を除く）

〒498ー 8501
　愛知県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）

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

① 採用候補者試験申込書（指定様式）（写真貼付）
② 最終学校の成績証明書
③ 最終学校の卒業 (見込 ) 証明書
④ 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

(1) 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

(2) 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
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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。

　桜大橋の「山口誓子句碑」から東へ進むと、総合社会教育センターの
玄関の横に服部擔風の漢詩碑があります。
　擔風は慶応 3（1867）年に鯏浦で生まれ、昭和 39 年に 96 歳で亡
くなるまで生涯を弥富で過ごした漢詩人・文化人で、市の名誉市民と
なっています。
　擔風の漢詩は情・韻ともにすぐれ繊細な表現や新鮮な感覚を取り入
れた詩風が高く評価され、昭和 28 年に「擔風詩集」で日本芸術院賞を
受賞しました。また全国で 40 以上の漢詩社を指導し、日本の漢詩の
発展に大きな役割を果たしました。
　この碑には「台閣の功名　画餅の如し　操持幸いに未だ　当初に負
かず　白鷗春水　忘機久し　我もまた蘇江の一老漁」という詩が刻
まれています。“名声を上げることではなく川辺で穏やかに生きること
が自分にふさわしい”という、擔風らしい故郷への愛情や静穏な生活
への喜びがうかがえます。

服部擔風漢詩碑

市長の部屋

服部擔風漢詩碑

問題 １７年前の２００４年１０月下旬の中越地震（新潟県）の際、小千谷市の
一部の地区では、ある場所が避難所となりました。それはどこでしょうか？

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 P19 の下をご覧ください。

かまくらの中
❷ ❸

ビニールハウス
❶

洞窟の中

③１０月下旬に発生した中越地震では、近所で集まり、暖かいビニールハウスの中で避難生活を送った人達がいました。地域で有効に使用できるものを活用した良い事例です。 答 え

8 月 14 日（土）、総合福祉センターにて、新型コロナウイルス感染症拡大を防止
するため規模を縮小して行いました。採火式では参加した障がい児・障がい者
が火花に見立てた花を焚火台のオブジェに貼り付けて「やとみの火」を起こし、
その火をパラスポーツアスリート𠮷村 正年（よしむら まさとし）さんにより採火
されました。

東京2020パラリンピック
弥富市採火式

東京2020パラリンピック応援ポスター

東京2020パラリンピック聖火フェスティバル
愛知県【集火式・出立式】
8 月 15 日（日）、愛知県庁にて、愛知県内 49 市町村が独自の手法で採火
した火を 1 つに集め、聖火皿に「愛知県の聖火」を起こしました。「愛知県
の聖火」は県を代表してMICRO 氏によって聖火皿からトーチへ移され、
競技会場の東京へ向けて、出立を宣言されました。

　パラリンピックを盛り上げ、障がい者アスリートを応援しようという想いから市内小中学生を対象にポス
ターを募集したところ、総数 347 点の作品が寄せられました。たくさんの作品をご応募いただきありがとう
ございました。多数の作品の中から厳選なる選考の結果、下記のとおり入選作品を決定しましたのでご紹介
します。入賞された皆さんおめでとうございました。

【入選作品】
桜小学校　　　４年　　　鈴村 優葉
桜小学校　　　４年　　　伊東 直樹
桜小学校　　　６年　　　ユスフ サクラ
桜小学校　　　６年　　　村上 琴音
桜小学校　　　６年　　　安藤 里紗
弥生小学校　　６年　　　川西 里乃愛
弥生小学校　　６年　　　加藤 葵
日の出小学校　６年　　　吉村 結奈
日の出小学校　５年　　　星出 和音
栄南小学校　　６年　　　和田 結愛

【市長賞】弥富北中学校
３年　林 萌乃夏（はやし ほのか）

【教育長賞】桜小学校
５年　生田 彩（いくた あや）

たんぷう

たいかく

はくおうしゅんすい ぼう　き そ    こう いち ろう ぎょ

こうめい が　へい そう　じ そむ

まちの話題 まちの話題 

お ぢ や

気持ちのいい秋風が吹き渡るころとなりましたがお元気でお過
ごしでしょうか。昨年１月から続く新型コロナウイルス感染症
が依然として猛威を振るう中、本市におきましては、希望され
た多くの方へのワクチン接種が進んでおります。ワクチンに期待される効果は、「感染予防

の効果」「発症予防の効果」「重症化予防の効果」「集団免
疫の効果」があるとされております。これからも一日
でも早く希望される市民全ての方にワクチン接種が
進みますよう職員一丸となって取り組んでまいりま
す。コロナ禍で何かとご不便なこともあるかと思い
ますが紅葉に彩られる季節をどうか健やかにお過ご
しください。

▲弥富市採火式
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2021

10
「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

▼相談内容　
遺言・相続、農地転用・開発申
請など許認可手続、戸籍手続、
内容証明、会社定款、入管関係
▼相談員　
愛知県行政書士会海部支部会員
愛知県行政書士会　
☎（052）931－4068

名古屋・熱田神宮から三重・伊
勢神宮までの106.8㎞で「第53
回全日本大学駅伝対校選手権大
会」が開催されます。当日は国道
23号線などで交通規制を実施し
ます。
▼と　き　11月７日（日）
※新型コロナウイルス感染症拡大
防止のため、沿道での観戦はお
控えください。ご理解とご協力
のほどよろしくお願いいたしま
す。
https://daigaku-ekiden.com/
全日本大学駅伝事務局
☎（052）222－5926

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～

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。

▼申込期限
11月５日(金)まで（定員に達し
次第終了）
・　市役所健康推進課（内線
316）　

「自分のお店を開きたい」「会
社を経営したい」、そんな夢あふ
れる方の創業を応援します！
創業を予定している方・創業後
間もない方なら、どなたでもご参
加いただけます。
▼と　き　
10月30日（土）
午後１時～４時30分
▼ところ　
津島商工会議所
（津島市立込町４丁目144）
▼対象者　
創業を予定している方、創業・
経営に興味のある方、創業して
間もない方
▼定　員　20名（先着順）
▼内　容　
創業の基礎知識とビジネスプラ
ンの立て方。創業者に聞く！創
業体験談。公的機関による支援
制度の紹介
▼申込方法　
下記URLより必要事項を入力し
て申し込みください。
https://airrsv.net/cgc-aichi
/calendar
▼共　催　
愛知県信用保証協会、海部地区
７市町村、津島商工会議所、海
部地区６商工会
津島商工会議所　☎28ー2800

「創業支援セミナー」を
開催します
～あなたの夢を実現しよう～

パパママ教室を行います

10 月は「クリーン排水
推進月間」および
「浄化槽強調月間」です

防災展示会を開催します！
未曽有の東日本大震災・
伊勢湾台風から学ぼう
ー過去から現在へ

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

愛知県では、毎年10月を「ク
リーン排水推進月間」および「浄
化槽強調月間」と定め、家庭での
生活排水対策や浄化槽の適正管理
などを呼びかけています。
生活排水対策は、一人ひとりの

取り組みが鍵となります。水環境
に優しい取り組みを続けていきま
しょう。
●身近な生活排水対策
・食べ残し、飲み残しを減らす
・三角コーナーや水切りネットで
汚れを取り除く

・食器や鍋は目立つ汚れを新聞紙
などで拭き取ってから洗う

・洗剤は適量を使う
●浄化槽の適正な管理
浄化槽を管理する方は、法令に
より保守点検・清掃を実施し、
法定検査を受けなければなりま
せん。
市役所環境課（内線233）

いこいの里では、海部地区環境
事務組合の施設点検整備のため給
湯ができません。このため、次の
期間においてお風呂がご利用でき
ませんので、ご理解、ご協力をお
願いします。なお、卓球室などは
ご利用いただけます。
▼休止期間
10月12日（火）～16日（土）
いこいの里　69－1600

▼と　き　
10月16日（土）午前10時～正
午、午後１時～３時

▼ところ　
津島市生涯学習センター３階第
６会議室

医療機関などで医療費の一部負
担金の支払いが困難になった場
合、一部負担金の減免または徴収
猶予を一定期間受けられる制度で
す。
▼対象となる場合
①震災・風水害・火災などの災害
により、死亡した・障がい者に
なった・資産に大きな損害を受
けたとき

②干ばつ・冷害・霜害などにより
農産物が不作で収入が著しく減
少したとき

③事業・業務の休廃止、失業など
により収入が著しく減少したと
き

④上記事由に類する事由があった
とき

▼対象者
次の要件を満たす方
・資産、能力の活用を図っても生
活を維持できない方

・原則、国民健康保険税を滞納し
ていない方

▼その他
・原則、減免などを受ける場合は
事前に申請が必要です。

・上記の要件に該当する方でも、
世帯の所得状況や他の要件によ
って該当しない場合がありま
す。減免期間や減免額など、詳
細については市役所保険年金課
までご相談ください。
市役所保険年金課（内線122・
123）

地震などの発生時に備え、全国
緊急地震速報配信を行います。
この訓練は、全国瞬時警報システ
ム（Ｊアラート）※を用いたもの
です。
▼訓練実施日時
11月５日（金）午前10時頃

▼訓練で行う放送試験
市内90カ所に設置されている
防災行政無線から次のように一
斉に放送されます。

○放送内容
＜上りチャイム音＞
「こちらは、広報やとみです。
只今から訓練放送を行いま
す。」
｛＜緊急地震速報チャイム音＞
＋「緊急地震速報。大地震（お
おじしん）です。大地震です。
これは訓練放送です。」｝×３
回
「こちらは、広報やとみです。
これで訓練放送を終わりま
す。」
＜下りチャイム＞
※地震・津波や武力攻撃などの
緊急情報を、国から人工衛星な
どを通じて瞬時にお伝えするシ
ステムです。
市役所防災課（内線482）

▼と　き　
10月23日（土）午前11時、午
後１時30分（２回上演）

▼ところ　
海南こどもの国　多目的ホール

▼対象者　幼児・小学生
※本事業は、弥富市地域づくり補
助金の対象事業です。
おはなしの会「ゆめうさぎ」担

当：八木
☎67-3901

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、「海部・津島合同就職
フェア」を開催します。
就職氷河期世代の方、令和４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
目指し就職活動中の方が対象で
す。
▼と　き　
11月18日（木）
午後１時30分～４時(開場：午
後１時）

▼ところ　
津島市文化会館大ホール（津島
市藤浪町３丁目89番地10）

伊勢湾台風から62年が経過し、
近年大規模な水害が多発してお
り、今まで以上に地域防災力の重
要性が高まっています。そこで、
防災に関する知識を高めるため
に、過去の災害から学ぶ防災展示
会を開催します。
▼と　き　
10月2日（土）～24日（日）
▼ところ　
本庁舎南側図書館棟2階ロビー
▼内　容　
東日本大震災や市における伊勢
湾台風をはじめとする地震・津
波・高潮に関する全国の災害に
関する資料・報告書などの展示
▼主　催　弥富防災・ゼロの会
▼後　援　市役所防災課
市役所防災課（内線483）
弥富防災ゼロの会
https://sites.google.com/vi
ew/yatomibousai/

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2人揃ってご参加ください。
▼と　き
11月14日（日）午時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

市では、ご遺族の負担を少しで
も軽減できるよう死亡後の手続き
案内窓口「おくやみコーナー」を
９月１日から開設しました。
おくやみコーナーでは、ご遺族
の方が窓口を移動することなく、
亡くなられた方に関する市役所へ
の各種届出を、１つの場所で手続
きすることができます。
▼利用方法
利用するには事前予約が必要で
す。利用を希望する３開庁日前
までに、市役所市民課までご連
絡ください。
▼対象者　
弥富市に住民登録があった方の
ご遺族
▼利用日時　
市役所１階で毎週水・金曜日
（祝日、年末年始を除く）
午前９時30分、10時30分、午
後２時
▼予約受付　
死亡届を提出した２開庁日後よ
り予約できます。
平日午前９時～午後５時
▼その他
他の市町村へ死亡届を提出した
場合、予約可能日が変動する場
合があります。
　・　市役所市民課（内線143・
144）

防災行政無線（同報無線）を
用いた訓練を行います

絵本をペープサートで
＆シャボン玉あそび

いこいの里のお風呂休止に
ついて

行政書士による
無料相談会を開催

海部・津島合同就職フェア
の開催

「おくやみコーナー」を
開設しました

国民健康保険医療費の
一部負担金減免制度

お知らせします

※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。

市役所市民協働課（内線434）

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
10月20日（水）午前10時～午
後４時

▼ところ　市役所
市役所健康推進課（内線318）

▼と　き　
10月16日（土）午前10時～正
午、午後１時～３時

▼ところ　
津島市生涯学習センター３階第
６会議室

▼相談内容　
遺言・相続、農地転用・開発申
請など許認可手続、戸籍手続、
内容証明、会社定款、入管関係

▼相談員　
愛知県行政書士会海部支部会員
愛知県行政書士会
☎（052）931－4068

▼配付予定時期
11月上旬

※就労（雇用）証明用紙につきまし
ては、事前にお渡し可能です。
▼配付場所
市役所児童課・十四山支所・各
保育所（園）でお渡しします。

▼申込期限　11月30日（火）
市役所児童課（内線157）

離婚した場合、２人の婚姻期間
について、厚生年金の支給額の計
算の基となる報酬額を分割して、
年金額を２人で分割できます。
原則として離婚後２年以内に手

続きを行っていただく必要がある
ので、お早めに、中村年金事務所
（最寄りの年金事務所）までご相
談ください。

※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

市では、自転車乗車用ヘルメッ
ト着用を促進し、自転車の転倒事
故の際の頭部負傷の軽減を図るた
め、令和３年４月から自転車乗車
用ヘルメット購入費について補助
を行っています。
また、10月1日からは愛知県の
「自転車の安全で適正な利用の促
進に関する条例」により、自転車
損害賠償責任保険などへの加入が
義務化となります。万が一の事故
に備え、必ず加入しましょう。
▼対象者　
令和３年４月以降に自転車乗車
用ヘルメットを購入した方で、
市内に住所を有し、当該年度に
満７歳以上満18歳以下となる
方および満65歳以上となる方
▼補助対象経費
・自転車乗車用ヘルメット購入費
とし、１人につき１個限り
※対象となる自転車乗車用ヘルメ
ットは、SGマーク、JCFマー
ク、CEマークなど安全性の認
証を受けた新品の自転車乗車用

ヘルメット
▼補助金額
　自転車乗車用ヘルメット購入価
格の２分の１（10円未満の端
数は切り捨て）で、上限2,000円

▼申請方法
　自転車乗車用ヘルメットを購入
し、補助金交付申請書類に必要
事項を記入の上、領収書と自転
車乗車用ヘルメットの安全認証
適合が分かるもの（自転車乗車
用ヘルメットの現物提示でも
可）を添えて、市役所市民協働
課まで申請してください。
　・　市役所市民協働課（内線
434）

▼対象者　
私立高校生の保護者または私立
高校生本人（勤労学生に限る）
で、次の要件を満たす方
①本年10月１日から引き続き市
内に住所を有する方
②私立高校の全日制課程・定時制
課程・専修学校の高等課程、外
国人学校の高等課程に準ずる学
校に在籍している方
③本年度の愛知県私立高校授業料
軽減制度による軽減決定または
私立高校奨学資金制度の貸付決
定を受けている方（愛知県以外
の私立高校および外国人学校の
高等課程に準ずる学校に通学の
方はお尋ねください）※授業料
が全額免除・軽減になった方を
除く
▼補助金の額
私立高校生１人につき年額
10,000円以内
▼申請方法
申請書に、在籍する高校が発行
した「令和３年度愛知県私立高
校授業料軽減決定通知」または
「私立高校奨学資金貸与決定通
知書」を添付してください。通
知書が発行されない学校につい
ては、申請時に申し出てくださ
い。また保護者名義の預金通帳
など口座振込先を確認できるも
のを持参してください。※決定

通知書はコピー可能ですが、返
却できません。

▼申請期間
11月１日(月)～12月24日(金)

▼申請方法
市役所学校教育課または十四山
支所、鍋田支所に提出してくだ
さい。

　市役所学校教育課（内線414）

総務省では国や特殊法人などの
業務について、苦情や要望などを
受け付ける「行政相談」を行って
います。
この行政相談制度を皆さんに知

っていただき、利用していただく
ため、今年度は、10月18日(月)
から24日(日)までの１週間を「行
政相談週間」と定めています。
年金、保険、税金、登記、環境

衛生、消費者保護、交通安全、道
路、窓口サービスなどについて、
苦情や要望などがありましたら、
お気軽にご相談ください。
相談は、無料で秘密は守られま

す。
▼とき・ところ　
毎月第４水曜日（２月は第４木
曜日）午後１時～４時／総合福
祉センター
偶数月の第３水曜日午後１時～
４時／十四山総合福祉センター

▼と　き　
11月８日（月）～12日（金）
午前９時～午後７時（正午～午
後１時を除く）

▼内　容　
相続登記および境界問題に関す
る手続きについて、法務局職
員、司法書士または土地家屋調
査士が通常の受付時間を延長し
て電話による手続き案内を行い
ます。（相続登記のみ午前９時
から午後４時まではWebによ
る手続き案内も行います）ま
た、11月９日（火）のみ、公
証人が遺言書に関する手続き案
内を電話でお受けします。手続

き案内は完全予約制です。（予
約がない場合はお受けできませ
ん）予約された日時に担当者か
ら予約者に電話連絡します。
（ただし、Web登記手続き案
内の予約者は、Teamsへアク
セスしていただきます）時間は
20分です。

▼申込期間　
10月１日（金）～11月２日
（火）平日午前８時30分～午
後５時15分（正午～午後１時
を除く）

　・　名古屋法務局民事行政調査
官室　☎（052）952－8170

弥富市内犯罪発生状況（令和３年７月）

市内では、特殊詐欺の前兆電話
を多数認知しています。特殊詐欺
被害の手口を分析すると、
・犯行グループからの初回アクシ
ョンで最も多いのは、「固定電
話」

・危険なキーワード「現金」、
「キャッシュカード」、「ATM」
・犯行グループの登場人物「警察
官」、「役所」、「百貨店」、
「金融機関」

となっています。
被害の多くは自宅固定電話へ

の着信から始まります。騙され
ないと思っている人でも、一度
電話に出てしまうと、犯人の巧
みな話術にかかり被害にあって
いるのが現状です。被害に遭わ
ないためには「犯人からの電話
に出ないこと」がポイントで
す。自動録音機能や警告機能の
ある電話を利用して、被害を未
然に防ぎましょう！

中村年金事務所お客様相談室
☎(052)453-7200（自動音声案
内「１」のあと「２」を押して
ください）

海部津島・稲沢地区の県立学校
13校が、合同説明会を開催しま
す。
▼と　き　　
10月31日（日）午前10時～午
後３時（入退場自由）

▼ところ　　
愛知県立津島北高等学校（津島
市又吉町）

※名鉄尾西線町方駅下車徒歩３分
※名鉄津島線津島駅下車徒歩15分
▼内　容　　
各校ブースでの発表・展示並び
に進路相談
海翔高校　☎52－3061
津島北高校　☎28－3414

※来場の際にはマスク着用、手指
消毒などにご協力ください。

※台風接近など、当日の天候によっ
ては中止となる場合があります。

成長につれ、不要となった子ど
も服、本などを弥生児童館へ、お
持ちください。お持ちいただいた
品物の点数分、交換会に他の品物
に交換できる「とりかえる券」を
お渡しします。
▼と　き　
毎週　月・木・土曜日
午前10時～午後５時

※物品受付時間は月～土曜日（祝
日休館)午前10時～11時45分、
午後１時～５時30分

▼ところ　弥生児童館
▼対象者　
児童館を利用する18歳までの
方、その保護者

▼物　品　
雑貨・本・衣類（汚れ、傷みが
ないもの）
弥生児童館　☎65－8107

10月の男女共同参画月間にあわ
せて、未来を担う市内の小中学生
に、男女共同参画について考えて
もらうことを目的に、ポスター制
作を行ってもらい、各校の代表作
品を展示しています。
▼と　き
10月１日（金）～15日（金）
（土・日曜日を除く）

▼ところ　市役所２階渡り廊下
　市役所市民協働課（内線433）

▼訓練期間　
令和４年１月７日(金)～６月24
日(金)(６か月)

▼募集科　物流機械運転科
▼選　考　
筆記試験、面接(12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　20人
▼料　金
無料（ただし教科書、作業服代
などは負担）

▼申込方法
10月１日(金)から11月30日(火)
までに、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
提出してください。
ポリテクセンター名古屋港（名
古屋市港区潮凪町３）

☎(052）381－2775
https://www3.jeed.go.jp/n
agoyakouwan/poly/

市民文化展の作品を募集しま
す。なお、作品はお１人様１点と
させていただきます。
▼申込期限　10月17日（日）
▼文化展開催期間　
11月５日（金）～７日（日）
午前９時～午後５時（ただし、
最終日は午後３時まで）

▼搬入・搬出日時　
出品、申し込みをされた方に個
別に連絡します。
市役所生涯学習課（総合社会教
育センター）

▼募集項目
陸上自衛隊高等工科学校生徒
（推薦）（一般）、自衛官候補
生

▼資　格
・陸上自衛隊高等工科学校生徒
（推薦）
中卒（見込含）令和４年４月１
日現在、15歳以上17歳未満の
男子
成績優秀かつ生徒会活動などに
顕著な実績を修め、学校長が推
薦できる者

・陸上自衛隊高等工科学校生徒
（一般）
中卒（見込含）令和４年４月１
日現在、15歳以上17歳未満の
男子

・自衛官候補生
18歳以上33歳未満の男女

▼受付期間
・陸上自衛隊高等工科学校生徒
（推薦）
11月1日（月）～12月3日
（金）

・陸上自衛隊高等工科学校生徒
（一般）
11月１日（月）～令和４年１
月14日（金）

・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

ガラスを組み合わせて「葉っ
ぱのリース」を作ります。
▼と　き　11月19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　1,800円（材料費）
▼申込方法
10月22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）

10月は、「里親月間」です。
愛知県では、親の病気、虐待な

どさまざまな事情により家庭で生
活できなくなった子どもたちをご
自分の家庭に迎え、養育していた
だく「里親」を募集しています。
愛知県海部児童・障害者相談セ
ンター

☎25－8118

男性と女性が、職場で、学校
で、地域で、家庭で、それぞれの
個性と能力を発揮できる「男女共
同参画社会」を実現するために
は、政府や地方公共団体だけでな
く、市民の皆さん一人ひとりの取
り組みが必要です。
この機会に、私たちのまわりの

男女のパートナーシップについ
て、考えてみませんか。
また、市では「男女ともに輝け

るまちづくりをめざして」を基本
理念として、男女が性別にかかわ
りなく、一人ひとりが持つ個性と
能力を十分に発揮し、自らの意思
によってあらゆる分野に参画し、
喜びも責任も分かち合う男女共同
参画社会の形成に向けて取り組ん
でいます。その一環として、毎年
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▼相談内容　
遺言・相続、農地転用・開発申
請など許認可手続、戸籍手続、
内容証明、会社定款、入管関係
▼相談員　
愛知県行政書士会海部支部会員
愛知県行政書士会　
☎（052）931－4068

名古屋・熱田神宮から三重・伊
勢神宮までの106.8㎞で「第53
回全日本大学駅伝対校選手権大
会」が開催されます。当日は国道
23号線などで交通規制を実施し
ます。
▼と　き　11月７日（日）
※新型コロナウイルス感染症拡大
防止のため、沿道での観戦はお
控えください。ご理解とご協力
のほどよろしくお願いいたしま
す。
https://daigaku-ekiden.com/
全日本大学駅伝事務局
☎（052）222－5926

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～

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。
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▼申込期限
11月５日(金)まで（定員に達し
次第終了）
・　市役所健康推進課（内線
316）　

「自分のお店を開きたい」「会
社を経営したい」、そんな夢あふ
れる方の創業を応援します！
創業を予定している方・創業後
間もない方なら、どなたでもご参
加いただけます。
▼と　き　
10月30日（土）
午後１時～４時30分
▼ところ　
津島商工会議所
（津島市立込町４丁目144）
▼対象者　
創業を予定している方、創業・
経営に興味のある方、創業して
間もない方
▼定　員　20名（先着順）
▼内　容　
創業の基礎知識とビジネスプラ
ンの立て方。創業者に聞く！創
業体験談。公的機関による支援
制度の紹介
▼申込方法　
下記URLより必要事項を入力し
て申し込みください。
https://airrsv.net/cgc-aichi
/calendar
▼共　催　
愛知県信用保証協会、海部地区
７市町村、津島商工会議所、海
部地区６商工会
津島商工会議所　☎28ー2800

全日本大学駅伝開催

蟹江警察署からのお知らせ

献血にご協力ください
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

愛知県では、毎年10月を「ク
リーン排水推進月間」および「浄
化槽強調月間」と定め、家庭での
生活排水対策や浄化槽の適正管理
などを呼びかけています。
生活排水対策は、一人ひとりの
取り組みが鍵となります。水環境
に優しい取り組みを続けていきま
しょう。
●身近な生活排水対策
・食べ残し、飲み残しを減らす
・三角コーナーや水切りネットで
汚れを取り除く
・食器や鍋は目立つ汚れを新聞紙
などで拭き取ってから洗う
・洗剤は適量を使う
●浄化槽の適正な管理
浄化槽を管理する方は、法令に
より保守点検・清掃を実施し、
法定検査を受けなければなりま
せん。
市役所環境課（内線233）

いこいの里では、海部地区環境
事務組合の施設点検整備のため給
湯ができません。このため、次の
期間においてお風呂がご利用でき
ませんので、ご理解、ご協力をお
願いします。なお、卓球室などは
ご利用いただけます。
▼休止期間
10月12日（火）～16日（土）
いこいの里　69－1600

▼と　き　
10月16日（土）午前10時～正
午、午後１時～３時
▼ところ　
津島市生涯学習センター３階第
６会議室

医療機関などで医療費の一部負
担金の支払いが困難になった場
合、一部負担金の減免または徴収
猶予を一定期間受けられる制度で
す。
▼対象となる場合
①震災・風水害・火災などの災害
により、死亡した・障がい者に
なった・資産に大きな損害を受
けたとき

②干ばつ・冷害・霜害などにより
農産物が不作で収入が著しく減
少したとき

③事業・業務の休廃止、失業など
により収入が著しく減少したと
き

④上記事由に類する事由があった
とき

▼対象者
次の要件を満たす方
・資産、能力の活用を図っても生
活を維持できない方

・原則、国民健康保険税を滞納し
ていない方

▼その他
・原則、減免などを受ける場合は
事前に申請が必要です。

・上記の要件に該当する方でも、
世帯の所得状況や他の要件によ
って該当しない場合がありま
す。減免期間や減免額など、詳
細については市役所保険年金課
までご相談ください。
市役所保険年金課（内線122・
123）

地震などの発生時に備え、全国
緊急地震速報配信を行います。
この訓練は、全国瞬時警報システ
ム（Ｊアラート）※を用いたもの
です。
▼訓練実施日時
11月５日（金）午前10時頃

▼訓練で行う放送試験
市内90カ所に設置されている
防災行政無線から次のように一
斉に放送されます。

○放送内容
＜上りチャイム音＞
「こちらは、広報やとみです。
只今から訓練放送を行いま
す。」
｛＜緊急地震速報チャイム音＞
＋「緊急地震速報。大地震（お
おじしん）です。大地震です。
これは訓練放送です。」｝×３
回
「こちらは、広報やとみです。
これで訓練放送を終わりま
す。」
＜下りチャイム＞
※地震・津波や武力攻撃などの
緊急情報を、国から人工衛星な
どを通じて瞬時にお伝えするシ
ステムです。
市役所防災課（内線482）

▼と　き　
10月23日（土）午前11時、午
後１時30分（２回上演）

▼ところ　
海南こどもの国　多目的ホール

▼対象者　幼児・小学生
※本事業は、弥富市地域づくり補
助金の対象事業です。
おはなしの会「ゆめうさぎ」担

当：八木
☎67-3901

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、「海部・津島合同就職
フェア」を開催します。
就職氷河期世代の方、令和４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
目指し就職活動中の方が対象で
す。
▼と　き　
11月18日（木）
午後１時30分～４時(開場：午
後１時）

▼ところ　
津島市文化会館大ホール（津島
市藤浪町３丁目89番地10）

伊勢湾台風から62年が経過し、
近年大規模な水害が多発してお
り、今まで以上に地域防災力の重
要性が高まっています。そこで、
防災に関する知識を高めるため
に、過去の災害から学ぶ防災展示
会を開催します。
▼と　き　
10月2日（土）～24日（日）
▼ところ　
本庁舎南側図書館棟2階ロビー
▼内　容　
東日本大震災や市における伊勢
湾台風をはじめとする地震・津
波・高潮に関する全国の災害に
関する資料・報告書などの展示
▼主　催　弥富防災・ゼロの会
▼後　援　市役所防災課
市役所防災課（内線483）
弥富防災ゼロの会
https://sites.google.com/vi
ew/yatomibousai/

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2人揃ってご参加ください。
▼と　き
11月14日（日）午時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

市では、ご遺族の負担を少しで
も軽減できるよう死亡後の手続き
案内窓口「おくやみコーナー」を
９月１日から開設しました。
おくやみコーナーでは、ご遺族
の方が窓口を移動することなく、
亡くなられた方に関する市役所へ
の各種届出を、１つの場所で手続
きすることができます。
▼利用方法
利用するには事前予約が必要で
す。利用を希望する３開庁日前
までに、市役所市民課までご連
絡ください。
▼対象者　
弥富市に住民登録があった方の
ご遺族
▼利用日時　
市役所１階で毎週水・金曜日
（祝日、年末年始を除く）
午前９時30分、10時30分、午
後２時
▼予約受付　
死亡届を提出した２開庁日後よ
り予約できます。
平日午前９時～午後５時
▼その他
他の市町村へ死亡届を提出した
場合、予約可能日が変動する場
合があります。
　・　市役所市民課（内線143・
144）

自転車乗車用ヘルメット
購入費を補助します

私立高等学校などの授業料
補助金申請のお知らせ

名古屋法務局相続登記促進
強化週間のお知らせ

行政書士による
無料相談会を開催

離婚時の
年金分割制度について

令和４年度　保育所等
申込書類の配布時期

市役所市民協働課（内線434）

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
10月20日（水）午前10時～午
後４時

▼ところ　市役所
市役所健康推進課（内線318）

▼と　き　
10月16日（土）午前10時～正
午、午後１時～３時

▼ところ　
津島市生涯学習センター３階第
６会議室

▼相談内容　
遺言・相続、農地転用・開発申
請など許認可手続、戸籍手続、
内容証明、会社定款、入管関係

▼相談員　
愛知県行政書士会海部支部会員
愛知県行政書士会
☎（052）931－4068

▼配付予定時期
11月上旬

※就労（雇用）証明用紙につきまし
ては、事前にお渡し可能です。
▼配付場所
市役所児童課・十四山支所・各
保育所（園）でお渡しします。

▼申込期限　11月30日（火）
市役所児童課（内線157）

離婚した場合、２人の婚姻期間
について、厚生年金の支給額の計
算の基となる報酬額を分割して、
年金額を２人で分割できます。
原則として離婚後２年以内に手

続きを行っていただく必要がある
ので、お早めに、中村年金事務所
（最寄りの年金事務所）までご相
談ください。

※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

市では、自転車乗車用ヘルメッ
ト着用を促進し、自転車の転倒事
故の際の頭部負傷の軽減を図るた
め、令和３年４月から自転車乗車
用ヘルメット購入費について補助
を行っています。
また、10月1日からは愛知県の
「自転車の安全で適正な利用の促
進に関する条例」により、自転車
損害賠償責任保険などへの加入が
義務化となります。万が一の事故
に備え、必ず加入しましょう。
▼対象者　
令和３年４月以降に自転車乗車
用ヘルメットを購入した方で、
市内に住所を有し、当該年度に
満７歳以上満18歳以下となる
方および満65歳以上となる方
▼補助対象経費
・自転車乗車用ヘルメット購入費
とし、１人につき１個限り
※対象となる自転車乗車用ヘルメ
ットは、SGマーク、JCFマー
ク、CEマークなど安全性の認
証を受けた新品の自転車乗車用

ヘルメット
▼補助金額
　自転車乗車用ヘルメット購入価
格の２分の１（10円未満の端
数は切り捨て）で、上限2,000円

▼申請方法
　自転車乗車用ヘルメットを購入
し、補助金交付申請書類に必要
事項を記入の上、領収書と自転
車乗車用ヘルメットの安全認証
適合が分かるもの（自転車乗車
用ヘルメットの現物提示でも
可）を添えて、市役所市民協働
課まで申請してください。
　・　市役所市民協働課（内線
434）

▼対象者　
私立高校生の保護者または私立
高校生本人（勤労学生に限る）
で、次の要件を満たす方
①本年10月１日から引き続き市
内に住所を有する方
②私立高校の全日制課程・定時制
課程・専修学校の高等課程、外
国人学校の高等課程に準ずる学
校に在籍している方
③本年度の愛知県私立高校授業料
軽減制度による軽減決定または
私立高校奨学資金制度の貸付決
定を受けている方（愛知県以外
の私立高校および外国人学校の
高等課程に準ずる学校に通学の
方はお尋ねください）※授業料
が全額免除・軽減になった方を
除く
▼補助金の額
私立高校生１人につき年額
10,000円以内
▼申請方法
申請書に、在籍する高校が発行
した「令和３年度愛知県私立高
校授業料軽減決定通知」または
「私立高校奨学資金貸与決定通
知書」を添付してください。通
知書が発行されない学校につい
ては、申請時に申し出てくださ
い。また保護者名義の預金通帳
など口座振込先を確認できるも
のを持参してください。※決定

通知書はコピー可能ですが、返
却できません。

▼申請期間
11月１日(月)～12月24日(金)

▼申請方法
市役所学校教育課または十四山
支所、鍋田支所に提出してくだ
さい。

　市役所学校教育課（内線414）

総務省では国や特殊法人などの
業務について、苦情や要望などを
受け付ける「行政相談」を行って
います。
この行政相談制度を皆さんに知

っていただき、利用していただく
ため、今年度は、10月18日(月)
から24日(日)までの１週間を「行
政相談週間」と定めています。
年金、保険、税金、登記、環境

衛生、消費者保護、交通安全、道
路、窓口サービスなどについて、
苦情や要望などがありましたら、
お気軽にご相談ください。
相談は、無料で秘密は守られま

す。
▼とき・ところ　
毎月第４水曜日（２月は第４木
曜日）午後１時～４時／総合福
祉センター
偶数月の第３水曜日午後１時～
４時／十四山総合福祉センター

▼と　き　
11月８日（月）～12日（金）
午前９時～午後７時（正午～午
後１時を除く）

▼内　容　
相続登記および境界問題に関す
る手続きについて、法務局職
員、司法書士または土地家屋調
査士が通常の受付時間を延長し
て電話による手続き案内を行い
ます。（相続登記のみ午前９時
から午後４時まではWebによ
る手続き案内も行います）ま
た、11月９日（火）のみ、公
証人が遺言書に関する手続き案
内を電話でお受けします。手続

き案内は完全予約制です。（予
約がない場合はお受けできませ
ん）予約された日時に担当者か
ら予約者に電話連絡します。
（ただし、Web登記手続き案
内の予約者は、Teamsへアク
セスしていただきます）時間は
20分です。

▼申込期間　
10月１日（金）～11月２日
（火）平日午前８時30分～午
後５時15分（正午～午後１時
を除く）

　・　名古屋法務局民事行政調査
官室　☎（052）952－8170

弥富市内犯罪発生状況（令和３年７月）

市内では、特殊詐欺の前兆電話
を多数認知しています。特殊詐欺
被害の手口を分析すると、
・犯行グループからの初回アクシ
ョンで最も多いのは、「固定電
話」

・危険なキーワード「現金」、
「キャッシュカード」、「ATM」
・犯行グループの登場人物「警察
官」、「役所」、「百貨店」、
「金融機関」

となっています。
被害の多くは自宅固定電話へ

の着信から始まります。騙され
ないと思っている人でも、一度
電話に出てしまうと、犯人の巧
みな話術にかかり被害にあって
いるのが現状です。被害に遭わ
ないためには「犯人からの電話
に出ないこと」がポイントで
す。自動録音機能や警告機能の
ある電話を利用して、被害を未
然に防ぎましょう！
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十四山スポーツセンター
トレーニング講習会
10 月の予定

中村年金事務所お客様相談室
☎(052)453-7200（自動音声案
内「１」のあと「２」を押して
ください）

海部津島・稲沢地区の県立学校
13校が、合同説明会を開催しま
す。
▼と　き　　
10月31日（日）午前10時～午
後３時（入退場自由）
▼ところ　　
愛知県立津島北高等学校（津島
市又吉町）
※名鉄尾西線町方駅下車徒歩３分
※名鉄津島線津島駅下車徒歩15分
▼内　容　　
各校ブースでの発表・展示並び
に進路相談
海翔高校　☎52－3061
津島北高校　☎28－3414
※来場の際にはマスク着用、手指
消毒などにご協力ください。
※台風接近など、当日の天候によっ
ては中止となる場合があります。

成長につれ、不要となった子ど
も服、本などを弥生児童館へ、お
持ちください。お持ちいただいた
品物の点数分、交換会に他の品物
に交換できる「とりかえる券」を
お渡しします。
▼と　き　
毎週　月・木・土曜日
午前10時～午後５時
※物品受付時間は月～土曜日（祝
日休館)午前10時～11時45分、
午後１時～５時30分
▼ところ　弥生児童館
▼対象者　
児童館を利用する18歳までの
方、その保護者
▼物　品　
雑貨・本・衣類（汚れ、傷みが
ないもの）
弥生児童館　☎65－8107

10月の男女共同参画月間にあわ
せて、未来を担う市内の小中学生
に、男女共同参画について考えて
もらうことを目的に、ポスター制
作を行ってもらい、各校の代表作
品を展示しています。
▼と　き
10月１日（金）～15日（金）
（土・日曜日を除く）

▼ところ　市役所２階渡り廊下
　市役所市民協働課（内線433）

▼訓練期間　
令和４年１月７日(金)～６月24
日(金)(６か月)
▼募集科　物流機械運転科
▼選　考　
筆記試験、面接(12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　20人
▼料　金
無料（ただし教科書、作業服代
などは負担）
▼申込方法
10月１日(金)から11月30日(火)
までに、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
提出してください。
ポリテクセンター名古屋港（名
古屋市港区潮凪町３）
☎(052）381－2775
https://www3.jeed.go.jp/n
agoyakouwan/poly/

市民文化展の作品を募集しま
す。なお、作品はお１人様１点と
させていただきます。
▼申込期限　10月17日（日）
▼文化展開催期間　
11月５日（金）～７日（日）
午前９時～午後５時（ただし、
最終日は午後３時まで）
▼搬入・搬出日時　
出品、申し込みをされた方に個
別に連絡します。
市役所生涯学習課（総合社会教
育センター）

▼募集項目
陸上自衛隊高等工科学校生徒
（推薦）（一般）、自衛官候補
生
▼資　格
・陸上自衛隊高等工科学校生徒
（推薦）
中卒（見込含）令和４年４月１
日現在、15歳以上17歳未満の
男子
成績優秀かつ生徒会活動などに
顕著な実績を修め、学校長が推
薦できる者
・陸上自衛隊高等工科学校生徒
（一般）
中卒（見込含）令和４年４月１
日現在、15歳以上17歳未満の
男子
・自衛官候補生
18歳以上33歳未満の男女
▼受付期間
・陸上自衛隊高等工科学校生徒
（推薦）
11月1日（月）～12月3日
（金）
・陸上自衛隊高等工科学校生徒
（一般）
11月１日（月）～令和４年１
月14日（金）
・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

ガラスを組み合わせて「葉っ
ぱのリース」を作ります。
▼と　き　11月19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　1,800円（材料費）
▼申込方法
10月22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）

10月は、「里親月間」です。
愛知県では、親の病気、虐待な

どさまざまな事情により家庭で生
活できなくなった子どもたちをご
自分の家庭に迎え、養育していた
だく「里親」を募集しています。
愛知県海部児童・障害者相談セ
ンター

☎25－8118

男性と女性が、職場で、学校
で、地域で、家庭で、それぞれの
個性と能力を発揮できる「男女共
同参画社会」を実現するために
は、政府や地方公共団体だけでな
く、市民の皆さん一人ひとりの取
り組みが必要です。
この機会に、私たちのまわりの

男女のパートナーシップについ
て、考えてみませんか。
また、市では「男女ともに輝け

るまちづくりをめざして」を基本
理念として、男女が性別にかかわ
りなく、一人ひとりが持つ個性と
能力を十分に発揮し、自らの意思
によってあらゆる分野に参画し、
喜びも責任も分かち合う男女共同
参画社会の形成に向けて取り組ん
でいます。その一環として、毎年

ご利用ください「行政相談」

※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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津島税務署

▼相談内容　
遺言・相続、農地転用・開発申
請など許認可手続、戸籍手続、
内容証明、会社定款、入管関係
▼相談員　
愛知県行政書士会海部支部会員
愛知県行政書士会　
☎（052）931－4068

名古屋・熱田神宮から三重・伊
勢神宮までの106.8㎞で「第53
回全日本大学駅伝対校選手権大
会」が開催されます。当日は国道
23号線などで交通規制を実施し
ます。
▼と　き　11月７日（日）
※新型コロナウイルス感染症拡大
防止のため、沿道での観戦はお
控えください。ご理解とご協力
のほどよろしくお願いいたしま
す。
https://daigaku-ekiden.com/
全日本大学駅伝事務局
☎（052）222－5926

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～

有料広告

▼申込期限
11月５日(金)まで（定員に達し
次第終了）
・　市役所健康推進課（内線
316）　

「自分のお店を開きたい」「会
社を経営したい」、そんな夢あふ
れる方の創業を応援します！
創業を予定している方・創業後

間もない方なら、どなたでもご参
加いただけます。
▼と　き　
10月30日（土）
午後１時～４時30分

▼ところ　
津島商工会議所
（津島市立込町４丁目144）

▼対象者　
創業を予定している方、創業・
経営に興味のある方、創業して
間もない方

▼定　員　20名（先着順）
▼内　容　
創業の基礎知識とビジネスプラ
ンの立て方。創業者に聞く！創
業体験談。公的機関による支援
制度の紹介

▼申込方法　
下記URLより必要事項を入力し
て申し込みください。
https://airrsv.net/cgc-aichi
/calendar

▼共　催　
愛知県信用保証協会、海部地区
７市町村、津島商工会議所、海
部地区６商工会
津島商工会議所　☎28ー2800

県立学校合同説明会

弥生児童館「とりかえっこ」

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

愛知県では、毎年10月を「ク
リーン排水推進月間」および「浄
化槽強調月間」と定め、家庭での
生活排水対策や浄化槽の適正管理
などを呼びかけています。
生活排水対策は、一人ひとりの
取り組みが鍵となります。水環境
に優しい取り組みを続けていきま
しょう。
●身近な生活排水対策
・食べ残し、飲み残しを減らす
・三角コーナーや水切りネットで
汚れを取り除く
・食器や鍋は目立つ汚れを新聞紙
などで拭き取ってから洗う
・洗剤は適量を使う
●浄化槽の適正な管理
浄化槽を管理する方は、法令に
より保守点検・清掃を実施し、
法定検査を受けなければなりま
せん。
市役所環境課（内線233）

いこいの里では、海部地区環境
事務組合の施設点検整備のため給
湯ができません。このため、次の
期間においてお風呂がご利用でき
ませんので、ご理解、ご協力をお
願いします。なお、卓球室などは
ご利用いただけます。
▼休止期間
10月12日（火）～16日（土）
いこいの里　69－1600

▼と　き　
10月16日（土）午前10時～正
午、午後１時～３時
▼ところ　
津島市生涯学習センター３階第
６会議室

医療機関などで医療費の一部負
担金の支払いが困難になった場
合、一部負担金の減免または徴収
猶予を一定期間受けられる制度で
す。
▼対象となる場合
①震災・風水害・火災などの災害
により、死亡した・障がい者に
なった・資産に大きな損害を受
けたとき

②干ばつ・冷害・霜害などにより
農産物が不作で収入が著しく減
少したとき

③事業・業務の休廃止、失業など
により収入が著しく減少したと
き

④上記事由に類する事由があった
とき

▼対象者
次の要件を満たす方
・資産、能力の活用を図っても生
活を維持できない方

・原則、国民健康保険税を滞納し
ていない方

▼その他
・原則、減免などを受ける場合は
事前に申請が必要です。

・上記の要件に該当する方でも、
世帯の所得状況や他の要件によ
って該当しない場合がありま
す。減免期間や減免額など、詳
細については市役所保険年金課
までご相談ください。
市役所保険年金課（内線122・
123）

地震などの発生時に備え、全国
緊急地震速報配信を行います。
この訓練は、全国瞬時警報システ
ム（Ｊアラート）※を用いたもの
です。
▼訓練実施日時
11月５日（金）午前10時頃

▼訓練で行う放送試験
市内90カ所に設置されている
防災行政無線から次のように一
斉に放送されます。

○放送内容
＜上りチャイム音＞
「こちらは、広報やとみです。
只今から訓練放送を行いま
す。」
｛＜緊急地震速報チャイム音＞
＋「緊急地震速報。大地震（お
おじしん）です。大地震です。
これは訓練放送です。」｝×３
回
「こちらは、広報やとみです。
これで訓練放送を終わりま
す。」
＜下りチャイム＞
※地震・津波や武力攻撃などの
緊急情報を、国から人工衛星な
どを通じて瞬時にお伝えするシ
ステムです。
市役所防災課（内線482）

▼と　き　
10月23日（土）午前11時、午
後１時30分（２回上演）
▼ところ　
海南こどもの国　多目的ホール
▼対象者　幼児・小学生
※本事業は、弥富市地域づくり補
助金の対象事業です。
おはなしの会「ゆめうさぎ」担
当：八木
☎67-3901

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、「海部・津島合同就職
フェア」を開催します。
就職氷河期世代の方、令和４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
目指し就職活動中の方が対象で
す。
▼と　き　
11月18日（木）
午後１時30分～４時(開場：午
後１時）
▼ところ　
津島市文化会館大ホール（津島
市藤浪町３丁目89番地10）

伊勢湾台風から62年が経過し、
近年大規模な水害が多発してお
り、今まで以上に地域防災力の重
要性が高まっています。そこで、
防災に関する知識を高めるため
に、過去の災害から学ぶ防災展示
会を開催します。
▼と　き　
10月2日（土）～24日（日）
▼ところ　
本庁舎南側図書館棟2階ロビー
▼内　容　
東日本大震災や市における伊勢
湾台風をはじめとする地震・津
波・高潮に関する全国の災害に
関する資料・報告書などの展示
▼主　催　弥富防災・ゼロの会
▼後　援　市役所防災課
市役所防災課（内線483）
弥富防災ゼロの会
https://sites.google.com/vi
ew/yatomibousai/

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2人揃ってご参加ください。
▼と　き
11月14日（日）午時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

市では、ご遺族の負担を少しで
も軽減できるよう死亡後の手続き
案内窓口「おくやみコーナー」を
９月１日から開設しました。
おくやみコーナーでは、ご遺族

の方が窓口を移動することなく、
亡くなられた方に関する市役所へ
の各種届出を、１つの場所で手続
きすることができます。
▼利用方法
利用するには事前予約が必要で
す。利用を希望する３開庁日前
までに、市役所市民課までご連
絡ください。

▼対象者　
弥富市に住民登録があった方の
ご遺族

▼利用日時　
市役所１階で毎週水・金曜日
（祝日、年末年始を除く）
午前９時30分、10時30分、午
後２時

▼予約受付　
死亡届を提出した２開庁日後よ
り予約できます。
平日午前９時～午後５時

▼その他
他の市町村へ死亡届を提出した
場合、予約可能日が変動する場
合があります。

　・　市役所市民課（内線143・
144）

市役所市民協働課（内線434）

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
10月20日（水）午前10時～午
後４時
▼ところ　市役所
市役所健康推進課（内線318）

▼と　き　
10月16日（土）午前10時～正
午、午後１時～３時
▼ところ　
津島市生涯学習センター３階第
６会議室
▼相談内容　
遺言・相続、農地転用・開発申
請など許認可手続、戸籍手続、
内容証明、会社定款、入管関係
▼相談員　
愛知県行政書士会海部支部会員
愛知県行政書士会
☎（052）931－4068

▼配付予定時期
11月上旬
※就労（雇用）証明用紙につきまし
ては、事前にお渡し可能です。
▼配付場所
市役所児童課・十四山支所・各
保育所（園）でお渡しします。
▼申込期限　11月30日（火）
市役所児童課（内線157）

離婚した場合、２人の婚姻期間
について、厚生年金の支給額の計
算の基となる報酬額を分割して、
年金額を２人で分割できます。
原則として離婚後２年以内に手
続きを行っていただく必要がある
ので、お早めに、中村年金事務所
（最寄りの年金事務所）までご相
談ください。

※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

市では、自転車乗車用ヘルメッ
ト着用を促進し、自転車の転倒事
故の際の頭部負傷の軽減を図るた
め、令和３年４月から自転車乗車
用ヘルメット購入費について補助
を行っています。
また、10月1日からは愛知県の
「自転車の安全で適正な利用の促
進に関する条例」により、自転車
損害賠償責任保険などへの加入が
義務化となります。万が一の事故
に備え、必ず加入しましょう。
▼対象者　
令和３年４月以降に自転車乗車
用ヘルメットを購入した方で、
市内に住所を有し、当該年度に
満７歳以上満18歳以下となる
方および満65歳以上となる方
▼補助対象経費
・自転車乗車用ヘルメット購入費
とし、１人につき１個限り
※対象となる自転車乗車用ヘルメ
ットは、SGマーク、JCFマー
ク、CEマークなど安全性の認
証を受けた新品の自転車乗車用

ヘルメット
▼補助金額
　自転車乗車用ヘルメット購入価
格の２分の１（10円未満の端
数は切り捨て）で、上限2,000円

▼申請方法
　自転車乗車用ヘルメットを購入
し、補助金交付申請書類に必要
事項を記入の上、領収書と自転
車乗車用ヘルメットの安全認証
適合が分かるもの（自転車乗車
用ヘルメットの現物提示でも
可）を添えて、市役所市民協働
課まで申請してください。
　・　市役所市民協働課（内線
434）

▼対象者　
私立高校生の保護者または私立
高校生本人（勤労学生に限る）
で、次の要件を満たす方
①本年10月１日から引き続き市
内に住所を有する方
②私立高校の全日制課程・定時制
課程・専修学校の高等課程、外
国人学校の高等課程に準ずる学
校に在籍している方
③本年度の愛知県私立高校授業料
軽減制度による軽減決定または
私立高校奨学資金制度の貸付決
定を受けている方（愛知県以外
の私立高校および外国人学校の
高等課程に準ずる学校に通学の
方はお尋ねください）※授業料
が全額免除・軽減になった方を
除く
▼補助金の額
私立高校生１人につき年額
10,000円以内
▼申請方法
申請書に、在籍する高校が発行
した「令和３年度愛知県私立高
校授業料軽減決定通知」または
「私立高校奨学資金貸与決定通
知書」を添付してください。通
知書が発行されない学校につい
ては、申請時に申し出てくださ
い。また保護者名義の預金通帳
など口座振込先を確認できるも
のを持参してください。※決定

通知書はコピー可能ですが、返
却できません。

▼申請期間
11月１日(月)～12月24日(金)

▼申請方法
市役所学校教育課または十四山
支所、鍋田支所に提出してくだ
さい。

　市役所学校教育課（内線414）

総務省では国や特殊法人などの
業務について、苦情や要望などを
受け付ける「行政相談」を行って
います。
この行政相談制度を皆さんに知

っていただき、利用していただく
ため、今年度は、10月18日(月)
から24日(日)までの１週間を「行
政相談週間」と定めています。
年金、保険、税金、登記、環境

衛生、消費者保護、交通安全、道
路、窓口サービスなどについて、
苦情や要望などがありましたら、
お気軽にご相談ください。
相談は、無料で秘密は守られま

す。
▼とき・ところ　
毎月第４水曜日（２月は第４木
曜日）午後１時～４時／総合福
祉センター
偶数月の第３水曜日午後１時～
４時／十四山総合福祉センター

▼と　き　
11月８日（月）～12日（金）
午前９時～午後７時（正午～午
後１時を除く）

▼内　容　
相続登記および境界問題に関す
る手続きについて、法務局職
員、司法書士または土地家屋調
査士が通常の受付時間を延長し
て電話による手続き案内を行い
ます。（相続登記のみ午前９時
から午後４時まではWebによ
る手続き案内も行います）ま
た、11月９日（火）のみ、公
証人が遺言書に関する手続き案
内を電話でお受けします。手続

き案内は完全予約制です。（予
約がない場合はお受けできませ
ん）予約された日時に担当者か
ら予約者に電話連絡します。
（ただし、Web登記手続き案
内の予約者は、Teamsへアク
セスしていただきます）時間は
20分です。

▼申込期間　
10月１日（金）～11月２日
（火）平日午前８時30分～午
後５時15分（正午～午後１時
を除く）

　・　名古屋法務局民事行政調査
官室　☎（052）952－8170

弥富市内犯罪発生状況（令和３年７月）

市内では、特殊詐欺の前兆電話
を多数認知しています。特殊詐欺
被害の手口を分析すると、
・犯行グループからの初回アクシ
ョンで最も多いのは、「固定電
話」

・危険なキーワード「現金」、
「キャッシュカード」、「ATM」
・犯行グループの登場人物「警察
官」、「役所」、「百貨店」、
「金融機関」

となっています。
被害の多くは自宅固定電話へ

の着信から始まります。騙され
ないと思っている人でも、一度
電話に出てしまうと、犯人の巧
みな話術にかかり被害にあって
いるのが現状です。被害に遭わ
ないためには「犯人からの電話
に出ないこと」がポイントで
す。自動録音機能や警告機能の
ある電話を利用して、被害を未
然に防ぎましょう！

中村年金事務所お客様相談室
☎(052)453-7200（自動音声案
内「１」のあと「２」を押して
ください）

海部津島・稲沢地区の県立学校
13校が、合同説明会を開催しま
す。
▼と　き　　
10月31日（日）午前10時～午
後３時（入退場自由）
▼ところ　　
愛知県立津島北高等学校（津島
市又吉町）
※名鉄尾西線町方駅下車徒歩３分
※名鉄津島線津島駅下車徒歩15分
▼内　容　　
各校ブースでの発表・展示並び
に進路相談
海翔高校　☎52－3061
津島北高校　☎28－3414
※来場の際にはマスク着用、手指
消毒などにご協力ください。
※台風接近など、当日の天候によっ
ては中止となる場合があります。

成長につれ、不要となった子ど
も服、本などを弥生児童館へ、お
持ちください。お持ちいただいた
品物の点数分、交換会に他の品物
に交換できる「とりかえる券」を
お渡しします。
▼と　き　
毎週　月・木・土曜日
午前10時～午後５時
※物品受付時間は月～土曜日（祝
日休館)午前10時～11時45分、
午後１時～５時30分
▼ところ　弥生児童館
▼対象者　
児童館を利用する18歳までの
方、その保護者
▼物　品　
雑貨・本・衣類（汚れ、傷みが
ないもの）
弥生児童館　☎65－8107

10月の男女共同参画月間にあわ
せて、未来を担う市内の小中学生
に、男女共同参画について考えて
もらうことを目的に、ポスター制
作を行ってもらい、各校の代表作
品を展示しています。
▼と　き
10月１日（金）～15日（金）
（土・日曜日を除く）

▼ところ　市役所２階渡り廊下
　市役所市民協働課（内線433）

▼訓練期間　
令和４年１月７日(金)～６月24
日(金)(６か月)
▼募集科　物流機械運転科
▼選　考　
筆記試験、面接(12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　20人
▼料　金
無料（ただし教科書、作業服代
などは負担）
▼申込方法
10月１日(金)から11月30日(火)
までに、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
提出してください。
ポリテクセンター名古屋港（名
古屋市港区潮凪町３）
☎(052）381－2775
https://www3.jeed.go.jp/n
agoyakouwan/poly/

市民文化展の作品を募集しま
す。なお、作品はお１人様１点と
させていただきます。
▼申込期限　10月17日（日）
▼文化展開催期間　
11月５日（金）～７日（日）
午前９時～午後５時（ただし、
最終日は午後３時まで）
▼搬入・搬出日時　
出品、申し込みをされた方に個
別に連絡します。
市役所生涯学習課（総合社会教
育センター）

▼募集項目
陸上自衛隊高等工科学校生徒
（推薦）（一般）、自衛官候補
生
▼資　格
・陸上自衛隊高等工科学校生徒
（推薦）
中卒（見込含）令和４年４月１
日現在、15歳以上17歳未満の
男子
成績優秀かつ生徒会活動などに
顕著な実績を修め、学校長が推
薦できる者
・陸上自衛隊高等工科学校生徒
（一般）
中卒（見込含）令和４年４月１
日現在、15歳以上17歳未満の
男子
・自衛官候補生
18歳以上33歳未満の男女
▼受付期間
・陸上自衛隊高等工科学校生徒
（推薦）
11月1日（月）～12月3日
（金）
・陸上自衛隊高等工科学校生徒
（一般）
11月１日（月）～令和４年１
月14日（金）
・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

ガラスを組み合わせて「葉っ
ぱのリース」を作ります。
▼と　き　11月19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　1,800円（材料費）
▼申込方法
10月22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）

10月は、「里親月間」です。
愛知県では、親の病気、虐待な

どさまざまな事情により家庭で生
活できなくなった子どもたちをご
自分の家庭に迎え、養育していた
だく「里親」を募集しています。
愛知県海部児童・障害者相談セ
ンター

☎25－8118

男性と女性が、職場で、学校
で、地域で、家庭で、それぞれの
個性と能力を発揮できる「男女共
同参画社会」を実現するために
は、政府や地方公共団体だけでな
く、市民の皆さん一人ひとりの取
り組みが必要です。
この機会に、私たちのまわりの

男女のパートナーシップについ
て、考えてみませんか。
また、市では「男女ともに輝け

るまちづくりをめざして」を基本
理念として、男女が性別にかかわ
りなく、一人ひとりが持つ個性と
能力を十分に発揮し、自らの意思
によってあらゆる分野に参画し、
喜びも責任も分かち合う男女共同
参画社会の形成に向けて取り組ん
でいます。その一環として、毎年

自衛官など募集案内

ポリテクセンター名古屋港
受講生（物流機械運転科
受講生）の募集

子どもたちの健やかな
成長のために、里親に
なりませんか？

第 29 回市民文化展の
作品を募集

10月は愛知県が定める
「男女共同参画月間」です

ステンドグラス体験教室の
参加者を募集

・

令和５年１０月１日から、現在の区分記載請求書等保存方式から、適格請求書等保存方式（いわゆるイ
ンボイス制度）が実施されます。
事業者の皆さんには、インボイス制度について理解を深めていただき、インボイス制度の実施に向けて

必要な準備を進めていただくため、インボイス制度説明会を開催しますので、ぜひ申し込みください。

〇会場の収容人数の都合上、事前予約制とさせていただきますので、事前に問い合せ先まで申し込みをお
願いします。

〇定員に達した時点で、予約の受け付けを終了させていただきますので、あらかじめご了承ください。
○税務署の電話番号におかけいただいた後、自動音声案内にしたがって、「２」を選択してください。
○駐車場の施設が限られていますので、車でのご来場はご遠慮ください。

事業者向けインボイス制度説明会のご案内

津島市良王町２丁目 31－１
津島税務署　別館２F　大会議室
　　　　法人課税第一部門　☎(代表 )26－2161内線 612

10月 14日（木）午後２時～３時
11月 10日（水）午前 10時～ 11時
12月　3日（金）午後２時～３時

説明会日時（各回　定員 20名） ところ

弥富市に
▼岡田　圭子 様 金１０，０００円

社会福祉協議会に
▼北地区民生児童委員協議会 様 お菓子１６個袋詰め合わせ
▼東地区民生児童委員協議会 様 お菓子１０個袋詰め合わせ
▼名古屋ヤクルト販売株式会社 様 金８,８４９円
▼海野　寿美 様 金１,０００円

♥ 寄　付 ♥

以上のとおりご寄付いただきありがとうございました。

※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。

募集します

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。
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▼第45回全日本
　ジュニア障害馬術大会2021
8月19日(木)～22日（日）
山梨県馬術競技場
【チルドレンライダー障害飛越競技】
山田　翔大（平島）

9月25日（土）
～

10月24日（日）

高校生以上
200円

中学生以下
100円

在住・在勤・
在学

文化広場
南部コミュニティ
グランド

木曽川グランド

第16回
市スローピッチ
ソフトボール大会

10月8日（金）
～

31日（日）

中学生以下
100円

高校生以上
200円

在住・在学十四山スポーツセンター
（第１アリーナ）

第1回
市わかしゃち
なぎなた交歓会

10月２日（土）
～

24日（日）
高校生以上
200円

在住・在勤・
在学

総合社会教育センター
（アリーナ）11月7日(日)

11月13日(土)

【１日目】
11月14日(日)
【２日目】

11月21日（日）
【予備日】
11月28日（日）

10月1日（金）
～

31日（日）
小学生100円在住・在学境港多目的

グランド
第16回

市少年サッカー
大会

10月24日（日）
～

11月7日（日）

高校生以上
200円

中学生以下
100円

在住・在勤・
在学

十四山スポーツセンター
（第１アリーナ）

第16回
市ソフトバレー
ボール大会

11月27日(土)

12月5日(日)
【予備日】
12月12日（日）

第16回
市バドミントン
交流大会

参加資格 参加費
※一人あたり 申込期限ところと　き大会名

▼申込方法　申込用紙 ( 総合社会教育センター備え付け ) に記入のうえ、参加費を添えて申し込みください。
▼受付時間　【火～土曜日】午前９時～午後９時　【日・祝日】午前９時～午後５時
　・　 市役所生涯学習課（総合社会教育センター）

スポーツ大会に参加しませんか

全国大会出場おめでとう！（敬称略）

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

　白鳥小学校区コミュニティ推進協議会では、
地域のコミュニティ活動の充実を図るため、一
般財団法人自治総合センターが宝くじの社会貢
献広報事業として実施している「宝くじ助成一
般コミュニティ助成事業」により、「アルミやぐ
ら」および「やぐら装飾品」、「テント」を購入
しました。今後、地域のイベントなどで活用され、
地域活動がますます盛んになることが期待され
ます。

10/1～11/10
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
市立図書館☎65－1117

１１月２２日(月)から１２月２日(木)までは、蔵書点検を行う特別整理期間のため、休館させていただきます。
また、休館に伴い11月23日（火・祝）、27日（土）および28日（日）は住民票の写し、印鑑登録証明書の発行はで
きませんので、ご了承ください。
なお、閉架書庫に所蔵されている資料につきましては、１１月2日(火)から１２月２日(木)までに蔵書点検を行うた
め、この期間中はご利用できません。

星のように離れて
雨のように散った
島本　理生 / 著

目でみる
アスリートの図鑑
稲葉　茂勝 / 著

日本全国ゴミ清掃員と
ゴミのちょっといい話
滝沢　秀一 /著

図 書 名 筆 者 名 等
●なぜ、思い込みは
　失敗を招くのか？
●哲さんの声が聞こえる
●ゲーム依存から
　子どもを取り戻す
●就職と体育会系神話
●10 歳のミッション
●能面検事の奮迅
●ツタンカーメンの心臓

スコット　アダムス
加藤　登紀子

佐野　英誠
束原　文郎
齋藤　孝
中山　七里
福士　俊哉

特別整理期間に伴う休館のお知らせ

令和４年４月、図書館棟の１階に歴史民俗資料館を移転するため、現在、１階および２階の改修工事を行っており
ます。
皆さんにはご迷惑をおかけしますが、ご理解、ご協力をいただきますよう、よろしくお願いいたします。

図書館棟改修工事について

■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。

■よ つ ば 読 書 会 あなたも参加してみませんか？
▼と　き 10 月 9日 ( 土 )　午前 10 時～正午
▼ところ 図書館
▼テキスト　「心淋し川」(西條　奈加 /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感染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。

■受付時間　【火～土曜日】午前９時～午後９時　【日・祝日】午前９時～午後５時

新型コロナウイルス感染拡大防止のため下表の大会を中止いたします。

愛・地球博記念公園中止
第15回

愛知県市町村対抗
駅伝競走大会

実施場所中止

12月4日（土）

実施日大会名

生涯学習課所管事業の中止のお知らせ
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がん検診の予約・受診には、がん検診等受診券が必要です。（がん検診等受診券がないと受診できません）
　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
お忘れないようお持ちください。紛失された場合は再発行しますので、市役所健康推進課までお問い合わせください。

弥富市に住民登録がある、昭和３７年４月２日～昭和５４年４月１日生まれの男性の方には市から風しん抗体検査および予防
接種の無料クーポン券を送付しています。
対象者で、まだ抗体検査や予防接種をお済みでない方は、ぜひこの機会にご利用ください。
クーポン券を紛失された方や転入された方は、再交付しますので市役所健康推進課までご連絡ください。

市役所健康推進課 (保健センター )( 内線 311～ 318)

10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

歯周病検診、節目歯
科無料クーポン検診
は令和4年3月31日ま
でのご利用となります

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

18日（月）

5日（火）

14日（木）

13日（水）

令和3年5月頃
出生児

令和3年1月頃
出生児

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、接種前に市役所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

H31年4月生まれのお子さん
に個別通知します。27日（水）2歳６か月

ピカピカ歯科教室 9：30～10：15

13：00～13：40

前期
9：15～9：30

後期
10：40～10：50

13：00～13：30

離乳食講習会
※希望の方は事前
に予約が必要です。

歯周病検診

20、30、40、50、
60、70歳の方

節目歯科無料
クーポン検診

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。
※節目歯科無料クーポン検診対象の方には、５月
末に個人通知にて詳細案内をしています。
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・祝日を除く）
8:30～15:00

不定期（土・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・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・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・日曜日、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。

※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

予防接種に
ついて
お知らせ

10月13日（水）はオンライン（zoom）開催です。
参加希望の方は、「名前（子）」「生年月日」「希望日」「電話番号」「メールアド
レス」を記入の上、「boshihoken@city.yatomi.lg.jp」にメールでお申し
込みください。
すでに申し込み済みの方には、個別に連絡します。

皆さん、日本人が一生のうちに、がん
と診断される確率を知っていますか。
なんと、２人に１人です。がんは誰しも
がなる病気なのです。
　がんは早期発見・早期治療が何より
も大切です。昨年は新型コロナウイル
ス感染症拡大に伴って、受診者の数の減少が目
立ちました。しかし、がん検診を受けられた方の中
からは、進行がんを含むがんが発見されていま
す。受診控えをすることで、がんの早期発見がで
きず治療が遅れる可能性があります。コロナ禍に
おいても、定期的にがん検診や健康診断を受け
ることが大切です。

受診控えせず、がん検診を受けましょう！

★がん発見者数

胃がん検診
肺がん検診
大腸がん検診
子宮がん検診
乳がん検診

3人
2人
7人
0人
2人

1人
3人
7人
0人
2人

～第１６3回～ 10月号 その470
【良食を！】

（海部歯科医師会）

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）

日程
項 30代・特定
後期高齢者健診

胃
がん

肺
がん

大腸がん
※

前立腺
がん

子宮
がん

乳
がん

骨粗
鬆症

胃がん
リスク

無料
肝炎

※新型コロナウイルス感染症の拡大状況によっては、延期・中止になる場合があります。がん検診

●集団検診（バス検診）：保健センターおよびバスにて集団検診を実施しています。
検診日の１０日前に申し込みを締め切ります。
最新の空き状況や予約については、市役所健康推進課までお問い合せください。
＜日程＞　○：空きあり　△：残りわずか　×：満員　（令和３年9月15日現在）

●個別がん（胃・肺・大腸・前立腺・子宮・乳がん）検診・肝炎ウイルス検診：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　10月30日(土)まで　※海南病院は10月29日（金）まで　
持 ち 物　がん検診等受診券、保険証、検診料
申込期間　10月23日(土)まで　※海南病院は10月15日（金）まで
※胃がん検診の内視鏡検査は、2年に1度の隔年受診です。今年度受けると、翌年度は胃がん検診（内視鏡検査、バ
リウム検査とも）を受けることはできません。

毎回の食事、おいしく食べていますか？よく噛んでいますか？
健康に良い食べ物を意識して選んでいても健康に良い食べ方ができている
でしょうか？
全部の歯を使っていますか？歯は全部で何本ありますか？
バランスよく食べていますか？理想のバランスは主食（雑穀類：主にエネルギ
ーになる）
主菜（肉類：主に体の組織をつくる）副菜（野菜類：主に体の調子を整える）
この割合は　主食4：主菜1：副菜2　です。
食事にどれくらい時間をかけていますか？
食べる時間が短い、噛まない、噛んでいない「流し食べ」になっていませんか？
噛まない食事を続けていると噛まない→噛めなくなる→偏食・唾液量低下→
歯が汚れやすくなる→むし歯・歯周病になりやすくなる→歯を失う→噛まな
い：負の食スパイラルとなります。
よく噛むための７つのポイント
１具材を大きく切る。２歯ごたえを残す。３食材の組み合わせに工夫。４水をお
かない。５床に両足の足底をつける。６急がない（せかさない）。７楽しむ　で
す。
よく噛む→噛む力を維持できる→十分な栄養素・唾液量→歯が汚れにくくな
る→むし歯・歯周病になりづらくなる→歯を維持する→よく噛む：良い食スパ
イラルになります。
まずは一口目を意識して噛んで食べましょう。

※無料大腸がん検診も含みます。

10/31(日)
11/4(木)
11/11(木)
11/30(火)
12/6(月)
12/19(日)
1/19(水)
1/20(木)

○
○
○
○
○
○
○
○

×
△

△

○

○
○

○

○

△
○

○
○
○
○
○

△
○

○

○

○

○
○

○

×

○
○

○

×

○
○
○
○
○
○
○
○

○
○
○
○
○
○
○
○
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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

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
　　　　（TEL  0567-68-8149） 
　海南 ： 〒490-1402　弥富市五斗山三丁目22
　　　　（TEL  0567-56-6686）
岡山事業所・静岡事業所・海外３事業所（北米、タイ）
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