
年末年始くらしの情報



問い合わせ先（市外局番 0567）

（令和3年11月1日現在）

人口　44,064人（－14）
男　　22,091人（－10）
女　　21,973人（－4）
世帯　18,373　（+11）
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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。

固定資産税　　　　　　３期
国民健康保険税　　　　６期
後期高齢者医療保険料　６期
《納期限　12月 27日（月）》

下水道等使用料　10・11月分
《納期限：12月 31日 ( 金 )》

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１１月６日と７日に
開催しました「海南こどもの国秋ま
つり」にて行われた、ゆるキャラ撮
影会の様子です。きんちゃんだけ
ではなくみどぽんなどの８体のマ
スコットキャラクターとミス弥富金
魚がステージに大集合しており、
会場は大盛り上がりでした。

　市役所児童課（内線 154）
■弥富はばたき児童クラブ　弥富はばたき児童クラブ（☎070 ー 1180 ー 5728）へ直接お問い合わせください。

　児童クラブは、保護者が労働などにより昼間家庭にいない児童に対し、
　授業が終了した放課後の生活の場を確保し、適切な遊びや指導を行い、
　児童の健全育成を図ることを目的としています。
■対象児童
　市内の小学校に在籍する児童で、次のいずれかに該当すること。
　①母子または父子家庭で母または父が居宅外で労働している児童
　②両親双方が居宅外で労働している児童
　③その他市長が必要と認めた児童

■申込方法など

・
　
・
・
・

・
　
・

令和4年度児童クラブ入所のご案内TOPICS

令和４年１月４日（火）～ 20日（木）（土・日曜日、祝日除く）
８：30～ 17：15
市役所児童課　
（市役所児童課へ提出ができない方は、開所時間中に児童クラブへ提出してください）
・児童クラブ登録申請書・雇用証明書など（居宅外での自営の方は自営証明書）
※書類は 12月 21日（火）より市役所児童課、十四山支所、各児童クラブおよび保育所に用意します。
・今年度入所中の児童も、継続希望の場合は、申し込みが必要です。
・実施期間は、令和４年４月１日から令和５年３月 31日までです。
・利用決定は、先着順ではありません。定員超過するクラブにおいては、市が定めた優先順位に従い認めていきます。
・定員を超えた場合は、入所できないことがあります。
・申込期限後も、定員に空きがあるクラブは受け付ける場合がありますのでお問い合わせください。
・申請書提出後に、その申請を取り下げたい場合は、辞退届を市役所児童課へ提出してください。

※次のことに該当する場合、利用料を減額または免除することができます。
　申請希望の方は「児童クラブ利用料減免申請書」の提出が必要です。
・生活保護法による被保護世帯【全額免除】
・前年度分（７月から翌年３月までの間にあっては当該年度分）の市民税非課税世帯【全額免除】
・遺児手当の受給世帯（手当支給開始月から 60月を経過した場合を含む）【２分の１減額】
・就学援助を受けている世帯【２分の１減額】

平日　 下校後～ 18：30
土曜日・学校休業日　 8：00～ 18：30
日曜日・国民の祝日、12月 29日～翌年１月３日、その他災害などによる臨時休所があります。

1月～ 7月および 9月～12月
8月

夏休み中のみ利用
冬休み中または春休み中のみ利用

日の出第一児童クラブ
日の出第二児童クラブ
桜第一児童クラブ
桜第二児童クラブ
弥生第一児童クラブ
弥生第二児童クラブ

ひので子育て支援センター西側

桜小学校敷地内

弥生児童館内
総合福祉センター内

大藤児童クラブ
白鳥児童クラブ
栄南児童クラブ

十四山東部児童クラブ
十四山西部児童クラブ

大藤児童館内
白鳥コミュニティセンター内

栄南児童館内
十四山公民館内

十四山西部小学校敷地内

5,000 円（月額）
7,500 円（月額）
10,000 円
5,000 円

1,000 円（月額）
1,000 円（月額）
1,500 円
500円

期　間

名　称 実施場所 名　称 実施場所

利用料 おやつ代（十四山東部児童クラブ以外）

入所希望月の前月 20日まで
（空きがない場合もあります）

申込期間

実施時間

休所日

利用料
および
おやつ代

その他

■児童クラブのご案内

■実施施設

申込場所

申し込みに
必要な書類

留意事項

令和 4年４月１日から入所希望 ５月以降

平日は学校から集団下校で来所しますが、帰宅時は児童クラブの部屋まで保護者の迎えが必要です。土曜日や学校休業日
の送迎は、保護者の責任でお願いします。
おやつは、児童クラブで用意します。（十四山東部児童クラブ除く）
土曜日や学校休業日の昼食とお茶は、各自で用意してください。
児童クラブ登録期間中に児童クラブに通う必要が無くなった場合は、前月 20日までに辞退届を市役所児童課へ提出してく
ださい。20日を過ぎると、翌月の利用料が必要となります。
定員に空きがある場合は、夏季休業日などの長期休業日のみの利用をすることができます。また、年度途中の申し込みに
関しても、児童クラブに空きがある場合のみです。
弥生・桜・日の出児童クラブはどちらの児童クラブに入るかは、申請者の人数や学年、男女の比率などを勘案し、市役所 
児童課にて調整して決定させていただきます。
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※１お風呂のみ開館（午後３時まで）
※２窓口は空いているが、歴史民俗資料館は３月末まで臨時閉館

年末年始の業務のご案内
年末年始は下表のとおり休業になります。ただし出生届、死亡届、婚姻届などの
戸籍の届出は、市役所本庁舎１階宿直室（終日、 ☎65－1111）で受け付けます。 休業日

市役所、支所
保健センター
図書館
総合福祉センター
十四山総合福祉センター
いこいの里
総合社会教育センター
十四山スポーツセンター
白鳥・南部コミュニティセンター
歴史民俗資料館　※２
十四山公民館
児童館
子育て支援センター
農村多目的センター
農村環境改善センター
産業会館
市営火葬場
コミュニティバス 運行

※1

※1

25日
（土）

26日
（日）

27日
（月）

28日
（火）

29日
（水）

30日
（木）

31日
（金）

1日
（土・祝）

2日
（日）

3日
（月）

4日
（火）

5日
（水）

6日
（木）

12 月
施　　　設　　　名

1 月

運休運休 運行 運行

TOPICS 年末年始のくらしの情報年末年始のくらしの情報

12月31日（金）～１月３日（月）の間は、ごみの収集はありません。
※12月29日（水）・１月５日（水）は一部地区で特別回収を行います。
●八穂クリーンセンターへの自己搬入を希望される方は、年末は12月28日（火）まで、
　年始は１月４日（火）からとなります。
●し尿の汲取り・浄化槽清掃は12月29日（水）～１月３日（月）までお休みとなります。

12月27日（月）

12月30日（木）

12月29日（水）

12月28日（火）

１月４日（火）

１月５日（水）

可燃

可燃 可燃 可燃 可燃

紙・布

紙・布

紙・布
プラ プラ

プラ

プラ

プラ プラ

プラプラ

プラ

プラ

プラ

可燃

可燃

可燃 可燃 可燃

不燃粗大粗大

可燃

可燃

可燃

可燃

年末年始のごみ収集のお知らせ
一般家庭ごみ収集地域全図

年末年始収集日程表

年末年始のごみ収集は下記の表のとおりですのでご注意ください。
必ず当日の午前 7 時 30 分までに集積場に出してください。

A地区 B地区 C地区 D地区 E地区 F地区 G地区

東名阪自動車道より北側の地
域と、JR関西本線より北側で、
国道155号線より東側の地域

筏川より南側の地域で、国道
23号線より北側の地域

12月31日（金）～１月３日（月） 収集はありません

市シルバー人材センター　☎65 ー 5515
十四山支所　☎56 ー 6030

　平成 24 年 7 月、4 アールの田から稲を刈り取り、秋に 5 人でしめ縄作りを開始。
10 年目の今年、田は 9 アールへ、しめ縄作り会員は 12 人で作成！今年度分の完成間近です。
　今年はコロナ！作業場も間隔をとり、手を何度も消毒しもちろんマスクを付け、時には笑い声も！
丹精を込めてしめ縄を作っています。
■しめ縄飾りのお渡しについて
　シルバー人材センターでしめ縄飾りを「12 月３日までに事前申し込みされた方」には 12 月10日
( 金 ) よりシルバー本所および十四山支所でお渡しいたします。
　また、ＪＡあいち海部菜々耕房（グリーンセンター十四山）でも店頭販売予定です。

　しめ縄作りをするための「縄ない機」が劣化してま
いりました。
　スタート時と途中で追加の 2 台の「縄ない機」が
フル稼働していますが、長年の使用で各部品の経年
劣化が著しく、稼働が難しくなっています。
　「縄ない機」をお持ちで現在使われてない方、ま
た、そのような方をご存知の方は、シルバー人材セ
ンターまでご連絡いただけると幸いです。

シルバー会員のしめ縄作りも 10 年目を迎えました

しめ縄作りで困ってます！ 

( 縄ない機 )
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TOPICSTOPICS

１　職員の任免および職員数の状況
●弥富市人事行政の運営などの状況について

（１）職員の任免の状況 （２）職員数の状況（各年４月１日現在）

２　職員の給与の状況
（１）職員給与費の状況（令和３年度普通会計予算）

（２）職員の平均給料月額および平均年齢の状況（令和３年４月１日現在）

（３）職員の初任給の状況（令和３年４月１日現在）

注）対象期間　採用：令和２年４月２日から令和３年４月１日まで
　　　　　　  退職：令和２年４月１日から令和３年３月31日まで

（注）職員数は、一般職に属する職員であり、地方公務員の身分を保有する
　　休職者および派遣職員を含み、臨時または非常勤職員は除きます。

（注）給与費は、令和３年度当初予算の計上額であり、職員手当には退職手当は含まれていません。

（注）１ 採用試験に合格し、学校卒業後直ちに採用された者の初任給と、その者が２年後に受けることとなる給料額について掲げたものです。
　　２ 給与制度の改正などにより変更となることがあります。

（４）職員手当の状況
期末・勤勉手当（令和３年４月１日現在）

地域手当（令和３年４月１日現在） 特殊勤務手当（令和２年度）

退職手当（令和３年４月１日現在）

（注）退職手当の１人当たり平均支給額は、令和２年度に退職した職員に支給された
　　平均額です。ただし、任期を定めて採用された職員は除きます。

（注）給与制度の改正により変更となることがあります。

（注）１人当たり平均支給年額は、令和２年度普通会計
　　決算額より算出した平均額です。

（注）弥富市長の給与の特例により、令和元年７月１日から令和４年12月１日までの間、
　　給料月額651,700円、期末手当３割減額としています。

（注）対象職員１人当たり平均支給年額は、令和２年度普通会計決算額より算出した
　　平均額です。

人事行政の透明性を高めるため、職員の任用・給与などを市民の皆さんにお知らせします。

区　分 採用（人）
退職（人）

定　年 自己都合等 計
事 務 職
技 術 職
医 療 職
保 育 職
技能労務職
計

 　８ 　４ 　２ 　６
 　２ 　０ 　０ 　０
 　０ 　０ 　０ 　０
 　６ 　１ 　５ 　６
 　０ 　２ 　０ 　２
 　16 　７ 　７ 　14

 ４　 ４　 ０　
 63　 64　 １　
 23　 23　 ０　
 　０　 ０　 ０　
 ９　 ８　 △１　
 2　 ２　 0　
 21　 24　 ３　
 

　　287　 290　 3　
　　 32　 33　 1　
 319　 323　 4　
 ５　 ５　 ０　
 16　 17　 1　
 21　 22　 1　
 340　 345　 5　

部　　　　門
職　員　数（人） 対前年増減数

（人）令和２年度 令和3年度

一般行政部門

議会
総務・企画
税務
労働
農林水産
商工
土木

小計
教育
計
下水道
その他
小計

　　146　 144　 △2　
 19　 21　    ２   

民生
衛生

特別行政部門
普通会計

公営企業等
会計部門

合　　　計

職　員　数
（Ａ）

給　　　　与　　　　費 １人当たり
給与費（Ｂ／Ａ）給　　　料 職 員 手 当 期末・勤勉手当 計（Ｂ）

338人

区　　　　分
一般行政職

区　　　分

一般行政職

区　　　　分

給　　料
市 　 長
副 市 長
教 育 長
議 　 長
副 議 長
議 　 員

931,000円
770,000円
672,000円
498,000円
446,000円
398,000円

報酬などの月額 期　末　手　当

６月期 　1.675月分
12月期 　1.675月分
　計   　3.35月分

報　　酬

区　分 研　　　修　　　名 実施件数 人　数
新規採用、一般前期・中期、新任係長研修など
地方自治法、地方税研修など
罹災証明書事務、メンタルヘルス研修など

区　　　分

６月期
１２月期
計

期末手当 勤勉手当
支　給　割　合

有

職員全体に占める手当支給対象職員の割合
対象職員１人当たり平均支給年額
手当の種類（手当数）

手当の名称 行旅死亡人取扱手当、防疫作業手当、犬猫等
死体処理取扱手当、生活保護現業業務従事手当

1人当たり平均支給月額

全　地　域
6％

4.4％
8,053円
４手当345人

18,200円

区　　　分
支　給　割　合

定年前早期退職特例措置（２～45%加算）

自己都合 定　年
勤続20年
勤続25年
勤続35年
最高限度

その他の加算措置など
１人当たり平均支給額

職制上の段階、
職務の級などに
よる加算措置

大学卒
高校卒
高校卒

 188,700円 201,200円
 154,900円 165,900円
 139,900円 147,900円

初　任　給 採用２年経過日給料額

技能労務職

技能労務職

平 均 給 料 月 額
 311,800円 391,853円 40.4歳
 237,500円 256,922円 52.7歳

平 均 給 与 月 額 平　均　年　齢

1,155,028千円 271,207千円 592,859千円 2,019,094千円 5,973千円

時間外勤務手当（令和２年度）
支給総額

１人当たり平均支給年額
72,087千円
253千円

扶養手当（令和３年４月１日現在）
内　　　　　　　　　　　　容

配偶者、
父母など

行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が７級までの職員
行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が８級の職員

6,500円

子
3,500円
10,000円

満16歳の年度初めから満22歳の年度末までの子については、
5,000円を加算

住居手当（令和３年４月１日現在） 通勤手当（令和３年４月１日現在）

（５）特別職の報酬などの状況（令和３年４月１日現在）

３　職員研修の実施状況（令和２年度）

交通機関利用者
自動車など使用者
（片道２ｋｍ未満の者は除く。）

運賃に応じて最高55,000円を支給
距離に応じて
月額2,000円から31,600円を支給

借家・借間の場合（家賃月額16,000円を
超える場合に限る。）家賃の額に応じて最
高28,000円を支給

階 層 別 研 修
派 遣 研 修
内 部 研 修

支 給 対 象 地 域
支 給 率
支 給 対 象 職 員 数

人事行政の運営などの状況人事行政の運営などの状況
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障がいのある方に対応した施設、設備やルールなどの存在を示したり、障がいのある方が支援を必要としている
ことを分かりやすく伝えるため、障がい者に関係するさまざまなマークがあります。これらは国際的に定められた
ものや、障がい者団体などが独自に策定して普及を進めているものもあります。
一人ひとりが障がいのことを知り、障がいの有無にかかわらず、互いを尊重し合いながら共生する社会となるよ

う、これらのマークへのご理解とご協力をお願いします。
障がい者に関するマークには、主に次のようなものがあります。（順不同）

身体障がい者標識

盲人のための国際シンボルマーク

障がい者のための国際シンボルマーク

オストメイト

聴覚障がい者標識

ほじょ犬マーク

耳マーク

市役所福祉課（内線162）

福祉のマークをご存じですか？福祉のマークをご存じですか？

ハート・プラスマーク

「白杖ＳＯＳシグナル」普及啓発シンボルマーク

ヘルプマーク

手話マーク

筆談マーク

肢体不自由であることを理由に免許に条件を付されている方が運転する車に表示するマー
クで、マークの表示については、努力義務となっています。危険防止のためやむを得ない場
合を除き、このマークを付けた車に幅寄せや割り込みを行った運転者は、道路交通法の規定
により罰せられます。

世界盲人連合で 1984 年に制定された盲人のための世界共通のマークです。視覚障がい者
の安全やバリアフリーに考慮された建物、設備、機器などに付けられています。信号機や国
際点字郵便物・書籍などで身近に見かけるマークです。
このマークを見かけた場合には、視覚障がい者の利用への配慮について、ご理解ご協力を

お願いします。

障がい者が利用できる建物、施設であることを明確に表すための世界共通のシンボルマークで
す。マークの使用については国際リハビリテーション協会の「使用指針」により定められています。
駐車場などでこのマークを見かけた場合には、障がい者の利用への配慮について、ご理解

ご協力をお願いいたします。
※このマークは「すべての障がい者を対象」としたものです。特に車椅子を利用する障がい

者を限定し、使用されるものではありません。

オストメイトとは、がんなどで人工肛門・人工膀胱を造設している排泄機能に障がいのあ
る障がい者のことをいいます。
このマーク（JIS Z8210）は、オストメイトのための設備（オストメイト対応のトイレ）が

あることおよびオストメイトであることを表しています。
このマークを見かけた場合には、身体内部に障がいのある障がい者であることおよびその

配慮されたトイレであることをご理解の上、ご協力をお願いします。

身体障がい者補助犬法の啓発のためのマークです。
身体障がい者補助犬とは、盲導犬、介助犬、聴導犬のことを言います。「身体障がい者補助

犬法」において、公共の施設や交通機関はもちろん、デパートやスーパー、ホテル、レスト
ランなどの民間施設は、身体障がいのある方が身体障がい者補助犬を同伴するのを受け入れ
る義務があります。補助犬を同伴することのみをもってサービスの提供を拒むことは障がい
者差別に当たります。
補助犬を同伴していても使用者への援助が必要な場合があります。使用者が困っている様

子を見かけたら、積極的にお声かけをお願いします。

聴覚障がいであることを理由に免許に条件を付されている方が運転する車に表示するマー
クで、マークの表示については、義務となっています。
危険防止のためやむを得ない場合を除き、このマークを付けた車に幅寄せや割り込みを行

った運転者は、道路交通法の規定により罰せられます。

聞こえが不自由なことを表すと同時に、聞こえない人・聞こえにくい方への配慮を表すマ
ークでもあります。
聴覚障がい者は見た目には分からないために、誤解されたり、不利益を被ったり、社会生

活上で不安が少なくありません。
このマークを提示された場合は、相手が「聞こえない・聞こえにくい」ことを理解し、コミ

ュニケーションの方法などへの配慮についてご協力をお願いします。

「身体内部に障がいがある人」を表しています。
身体内部（心臓、呼吸機能、じん臓、膀胱、直腸、小腸、肝臓、免疫機能）に障がいがある

方は外見からは分かりにくいため、さまざまな誤解を受けることがあります。
内部障がいの方の中には、電車などの優先席に座りたい、障がい者用駐車スペースに停め

たい、といったことを希望していることがあります。
このマークを着用されている方を見かけた場合には、内部障がいへの配慮についてご理解

ご協力をお願いします。

白杖を頭上 50cm 程度に掲げて SOS のシグナルを示している視覚に障がいのある方を見
かけたら、進んで声をかけて支援しようという「白杖 SOS シグナル」運動の普及啓発シンボ
ルマークです。
白杖による SOS のシグナルを見かけたら、進んで声をかけ、困っていることなどを聞き、

サポートをしてください。
※駅のホームや路上などで視覚に障がいのある方が危険に遭遇しそうな場合は、白杖によ

り SOS のシグナルを示していなくても、声をかけてサポートをしてください。

義足や人工関節を使用している方、内部障がいや難病の方、または妊娠初期の方など、外
見から分からなくても援助や配慮を必要としている方々が、周囲の方に配慮を必要としてい
ることを知らせることができるマークです（JIS 規格）。
ヘルプマークを身に着けた方を見かけた場合は、電車・バス内で席をゆずる、困っている

ようであれば声をかけるなど、思いやりのある行動をお願いします。

耳が聞こえない人が手話でのコミュニケーションの配慮を求めるときに提示した
り、役所、公共および民間施設・交通機関の窓口、店舗など、手話による対応ができ
るところが掲示できます。また、イベント時のネームプレートや災害時に支援者が身
に着けるビブスなどに掲示することもできます。
耳が聞こえない方などがこのマークを提示した場合は「手話で対応をお願いします」

の意味、窓口などが掲示している場合は「手話で対応します」などの意味になります。

耳が聞こえない方、音声言語障がい者、知的障がい者や外国人などが筆談でのコミ
ュニケーションの配慮を求めるときに提示したり、役所、公共および民間施設・交通
機関の窓口、店舗など、筆談による対応ができるところが掲示できます。
また、イベント時のネームプレートや災害時に支援者が身に着けるビブスなどに掲

示することもできます。
耳が聞こえない方などがこのマークを提示した場合は「筆談で対応をお願いします」

の意味、窓口などが掲示している場合は「筆談で対応します」などの意味になります。
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令和３年度　糖尿病予防講座

※新型コロナウイルス感染症拡大状況によっては、オンライン開催への変更、中止や延期となる場合があります。

13：４５
14：00

16：00

時　間 内　　容 

受付
「糖尿病予防講座」
●弥富市の生活習慣病の状況 保健師
●講演「コロナ時代の糖尿病予防」
　【講師】海南病院 糖尿病・内分泌内科代表部長
　　　  医師　山守　越子先生
●糖尿病予防のための口腔ケア 歯科衛生士

終了

市役所健康推進課（内線 314）

 9 月に予定していた糖尿病予防講座ですが、新型コロナウイルス感染症拡大により緊急事態宣言中だったため、
令和 4年 1月２６日（水）に延期しました。再度参加者を募集しますのでぜひご参加ください。

　糖尿病は初期症状がほとんどなく、放っておくとさまざまな合併症を引き起こしかねません。そうならないためにも、こ
の機会に糖尿病について一緒に学びませんか？

・

令和４年１月２６日（水）
保健センター（市役所3階）
市内在住の糖尿病に関心のある69歳までの方
１２月７日（火）～２７日（月）
市役所健康推進課へ電話でお申し込みくださ
い。締め切り後、詳しい案内をお送りします。
２0名

※希望者多数の場合は、初めて保健センターでの同講座を受     
　けられる方を優先させていただきます。
※当日は、健康診断の結果（できれば令和 3年度受診分で、
　空腹時血糖やヘモグロビンA1c の記載があるもの）をご持
　参ください。

▼と 　 き
▼と こ ろ
▼対 象
▼申込期間
▼申込方法

▼定 員

保健センター（市役所３階）
各２０名程度
1月21日(金)までに、電話または窓口でお申し込みください。
マスク着用、ハンカチまたはタオル、筆記用具

▼と こ ろ
▼募集人員
▼申込方法
▼持 ち 物

TOPICS

2 月8日 ( 火 ) 13：30～ 15：30

2月7日 ( 月 )

2 月3日 ( 木 )

2 月2日 ( 水 )

講習内容時  間実施日

9：30～ 11：45

13：30～ 15：00

13：30～ 15：00

　市では、地域全体で子どもを見守り、助け合い、安心して子育てができるまちづくりを目指しています。妊娠期から子
育て期にわたる切れ目のない支援の1つとして、令和 3年 4月より「産前・産後サポート事業」を始めました。妊産婦（利
用会員）の育児不安や負担を軽減するため、ファミリー・サポート・センターの協力会員が家事や育児のサポートを行うも
のです。
　また、「基本事業」として、子どもの送迎や預かりの援助も行っています。協力会員になって援助活動をしてみようと思
う方、援助活動に興味のある方、ぜひご参加ください。

●ふぁみさぽ保健室
【実習】～子どもの世話～　沐浴、調乳など
　　【講師】保健センター　保健師

●ふぁみさぽ井戸端会議
～事業を円滑に進めるために～
【説明】援助中の緊急対応と心構え、マナー
　　【講師】子育て世代包括支援センター　　
　　　　　 母子保健コーディネーター

●ふぁみさぽ栄養室
【講義】～子どもの栄養と食生活～
　　【講師】市役所児童課　管理栄養士

●ふぁみさぽ保育室
【講義・実技】～保育の心・子どもの遊び～
　　【講師】弥富市立保育所　保育士

●ふぁみさぽレスキュー
【講義・実技】～子どもの安全～ ＡＥＤの使い方
　３０分（５名）×４セット
　　【講師】海部南部消防署　救急救命士

●ふぁみさぽ井戸端会議・受講証交付
～事業を円滑に進めるために～
【説明】報告書の記載方法など
　　【講師】ファミリー・サポート・センター　アドバイザー

TOPICS

　津島税務署 ☎26 ー 2161( 代表 )
　＊電話は自動音声により案内していますので、音声案内に従い「2」を選択してください。

例年、年明けから多くの納税者の皆さんが確定申告の手続きのため税務署へ来署され、２月 16 日 ( 水 ) から３
月 15 日 ( 火 ) までの確定申告期間には、さらに多くの納税者の皆さんが確定申告会場（津島市文化会館）に来場さ
れ、大変混雑しており、長時間お待ちいただく状況にあります。
令和３年分の確定申告においても、感染防止対策を第一に考え、会場内の混雑緩和のため、入場できる時間枠

が指定された「入場整理券」方式による会場運営を行います。
したがいまして、税務署や確定申告会場で対応できる納税者の人数にも限界が発生しますので、皆さんの安全

確保という観点におきましても、ぜひ、簡単・便利な e-Tax 申告にご協力をお願いします！

確定申告と感染防止対策について

①マイナンバーカード＋ＩＣカードリーダライタまたは②マイナンバーカード＋マイナンバーカード対応のス
マートフォンがあれば、e-Taxを利用して申告書を提出できます。また、事前に税務署でＩＤ・パスワードの発行
手続きを行っていただければ、マイナンバーカードとＩＣカードリーダライタなどをお持ちでない方でも、e-Taxを
ご利用できます。
確定申告に備え、今のうちから、市町村でのマイナンバーカードの申請手続きまたは最寄りの税務署の窓口

でのＩＤ・パスワードの発行手続きをご検討ください。
なお、ＩＤ・パスワードの発行を希望される場合には、申告されるご本人が運転免許証などの本人確認書類をお

持ちの上、最寄りの税務署にお越しください。

年内に e-Tax のご準備を！

個人で事業を行っている方の帳簿の記載・記録の保存について

津島税務署からのお願い
自宅などからのe-Tax申告にご協力を！スマホ・PCなどから簡単に申告できます！

弥富市ファミリー・サポート・センター☎58－3352
市役所児童課（内線154）

事業所得、不動産所得または山林所得を生ずべき業務を行う全ての方は、記帳と帳簿書類の保存が必要です
（所得税および復興特別所得税の申告が必要でない方も対象）。
詳細は、国税庁ホームページ（https://www.nta.go.jp）をご覧いただくか、最寄りの税務署（所得税担当）に

お問い合わせください。
【国税庁 HP＞税の情報・手続・用紙＞税について調べる＞確定申告＞個人で事業を行っている方の記帳・帳簿等の保存】

・

ファミリー・サポート・センターファミリー・サポート・センター
協力会員養成講習会のお知らせ
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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
12

※「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。

月1回土曜日
10：30～ 11：00

1 月 4 日（火）～こままわし・かるたとり・はねつきなどお正月の遊びをお友達と楽しみましょう。お正月遊びをしよう

  大迫 実愛ちゃん
おお  さこ み    あ

２歳
（平島東）

笑顔が素敵な我が家のアイドル♡

  関山 結月ちゃん
せき  やま ゆ   づき

２歳
（荷之上町）

頼りにしてるよ、お姉ちゃん♡

  服部 旭くん
はっとり あさひ

むす こ

１歳
（鯏浦町）

兄姉姉大好き♡真！末っ子息子

  村上 暁人くん
むら  かみ あき   と

１歳
（平島町）

みんなの癒しだよ～♡

  服部 実莉ちゃん１歳
はっとり みの   り

（鳥ケ地）
仲良しふたり♡１歳おめでとう！

（鳥ケ地）
仲良しふたり♡１歳おめでとう！

服部 來美ちゃん
はっとり くる   み

１歳   横井 優空くん
よこ   い ゆう   あ

１歳
（子宝）

癒しの笑顔は家族のたから♪♪

  石川 奨晟くん
いし  かわ しょうせい

３歳
（佐古木）

幸せいっぱいありがとう♡

※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　12月8日(水)～15日(水)【必着】
▼対 象 者　2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）

想像力豊かに遊ぶ子どもたち

保育
のひろば

　保育所では、子どもたちが身近な素材を使っ
て、作ったり見立てたりして遊ぶ経験を大切に
しています。
　空箱やプラスチックトレイなどの素材は、
はさみやのり、テープを使うことで形を自由に
変えることができ、自分のイメージした車や動
物などを作る楽しさを味わうことができます。
こうした経験を何度も繰り返すと「水に浮かぶ
ものって何だろう？」と遊びの目的から素材を
選び、考え試し工夫する姿が見られるようにな
っていきます。このような子どもの姿は小さい
頃からのつかむ、つまむ、引っ張るなど指先を
使った遊びや、子どものイメージに応じた手作
り玩具での遊びなど、豊かな経験を通して育ま
れていきます。
　これからも、子どもたちがのびやかに自己表
現し、想像力を発揮していけるよう関わってい
きます。

いまからおでかけしよう

チョキ、
チョキ

あおむしさん
ぱくぱくできた !!

もしもし
穴にはいるかな・・・・

ボクと弟
船にのせるよ！

「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 (☎65－1111) 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 12月1日～
1月10日

★各児童館共通　開館時間　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。

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

12月15日（水）
16：00～

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

12月25日（土）
14：00～16：00

12月18日（土）
14：00～16：00

12月11日(土)
10:30～11:00

12月25日(土)
10:30～11:00

12月 4日(土)
10:30～11:00

12月 4日(土)
10:30～11:00

12月 11日（土）
①13:30～14:30
②14:30～15:30
定員15名

12月4日（土）
①13:30～14:30
②14:30～15:30
定員15名

12月11日（土）
①10:00～11:00
②11:00～12:00
各定員10名

12月4日（土）
①10:00～11:00
②11:00～12:00
各定員10名

12月18日（土）
14：00～16：00

12月18日（土）
14：00～16：00

12月11日（土）
14：00～16：00

12月 4日(土)
10:30～11:00

12月18日(土)
10:30～11:00

卓球をしよう
（小学生対象）
将棋をしよう
（小学生対象）

★クリスマスリースを
作ろう【2部制】
（小学生対象）

12月18日(土)
10:30～
定員20名

12月24日(金)
10:30～
定員20名

12月18日(土)
14:00～
定員20名

12月18日(土)
10:30～16:30
定員なし

12月18日(土)
10:30～
定員20名

12月18日(土)
14:00～
定員20名

★クリスマス会
（小学生対象）

12月25日（土）
① 9:30～10:30
②10:30～11:30
定員15名

12月25日（土）
①10:30～11:30
②13:30～14:30
各定員10名

12月25日（土）
①13:30～14:30
②14:30～15:30
定員15名

12月25日（土）
①10:00～11:00
②13:30～14:30
各定員10名

12月27日（月）
①14:00～15:00
②15:00～16:00
各定員10名

12月27日（月）
①10:00～11:00
②11:00～12:00
各定員10名

★毛糸でつくろう
【2部制】

（小学生対象）

英語であそぼう

クリスマスの飾りをつくろう

★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。

“みんなで子育て”応援します！子育て支援センター

白 鳥保 育所

やった～！
浮かんだよ
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☎（052）526ー5887

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）

令和３年 11 月 16 日現在

 ワクチン接種について
市内の個別医療機関で12歳の誕生日を迎え、新たに接種対象となったお子さんや、疾病などでこれま
でに接種ができなかった方などを対象に実施しております。予約は、Ｗｅｂまたはコールセンターで受け
付けしております。
【１回目・２回目の接種をご希望の方】
※１回目接種の３週間後の同じ曜日・時間に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。１回目のみ必ず予約が必要です。２回目は不要です。
12歳を迎えた方には、誕生月の翌月上旬に接種券、予診票、ご案内を個別に送付します。
※12歳を迎えた方で早く接種を希望される方は市役所健康推進課へご相談ください。
【3回目の接種をご希望の方】
12月から医療従事者の方より順次接種が始まります。２回目接種の接種終了後、概ね８か月以上経過
した方が接種対象となります。対象の方へは個別に接種券付き予診票を送付します。
2回目接種後に、弥富市へ転入された方は、接種履歴がなく、個別案内ができませんので、市役所健
康推進課の窓口、または郵送にて接種券の発行の申請が必要です。
ただし、2回目接種を受けてから概ね8か月以上経過した方が3回目接種の接種券発行申請をすること
ができます。2回目を令和3年4月末までに接種された方の3回目接種は12月以降です。
詳しくは市ホームページにてお知らせします。
※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。
※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、接種済証の再交付に
　　ついては、市役所健康推進課へお問い合わせください。

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。

※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。　　

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

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12
1 2 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17

3

18

19 20 21 22 23 24 25

30 3126 27 28 29

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
休図書館
休きんちゃんバス

休図書館
休きんちゃんバス

休図書館
休きんちゃんバス

成年後見制度についての
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）
（十四山総合福祉センター）
13：00～16：00

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

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

奥村クリニック
（津島市）
☎ ２２－２６００

冬休み親子ふれあい映画会
（総合社会教育センター）
10:00～、14:00～ <<納期限>>

下水道等使用料10・11月分

　　  <<納期限>>
固定資産税　           3期
国民健康保険税　     6期
後期高齢者医療保険料   6期

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12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

休図書館

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
ねんきん相談（予約制）
（市役所）
10：00～16：00

2学期終業式（各小中学校）
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

問「心配ごと相談所」、「弁護士による法律相談」および「結婚相談」は 市社会福祉協議会 ☎65－8105
問

弁護士による権利擁護や
成年後見についての無料相談
(予約制)
（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

消費生活相談（予約制）
（市役所）
13：30～16：00

駅前ふじた
クリニック（あま市）
☎ ４６２－０２２２

小西整形外科
（あま市）
☎ ８７５－７１７８

つつみ整形外科
クリニック（蟹江町）
☎９７－０２２３

もりや整形外科
（あま市）
☎４４５－３７１１

後藤整形外科
（津島市）
☎２５－５５１１

「弁護士による権利擁護や成年後見についての無料相談」および
「成年後見制度についての無料相談」は海部南部権利擁護センター　 ☎69－8181
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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　単独行動は危険を伴う。両手が荷物でふさがり避難の妨げになる。 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！ 

市長の部屋
　冬の到来を感じる季節となりましたが、いかがお過ごしでしょうか。
　令和３年を振り返りますと、新型コロナウイルス感染症に明け暮れた１年だったよ
うに思います。
　昼夜問わず、コロナ最前線で戦う医療・福祉に関わる皆さまとそのご家族に、深く
敬意を表しますとともに、心から感謝申し上げます。
　コロナ収束が期待される本市のワクチン接種は、５月下旬から始まり医療関係機関
並びに市民の皆さまのご協力により順調に進みました。３回目の接種もありますが、
来年早々には、これまでの社会生活に戻れることを願っています。

　今年も市政への皆さまのご理解とご協力に感謝申し上げます。
　どうぞ良いお年をお迎えくださいませ。

　10月1日（金）～15日（金）、市役所２階渡り廊下にて、男女共同参画ポスターコンクール
作品の展示が行われました。このコンクールは、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、関心を持っ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
作品を展示するものです。今年は各小中学校から選出された43作品の展示を行いました。

立田輪中人造堰樋門

立田輪中人造堰樋門

男女共同参画ポスターコンクール

　10 月24日（日）、文化広場市民グランドにて、8103ラジオ体操を
開催しました。今回のラジオ体操は、令和元年度に開催した「夏期巡回
ラジオ体操・みんなの体操会」を受け継ぎ開催したものです。ラジオ体
操は認知度が高く、「いつでも、どこでも、だれでも」できる気軽な体操と
して楽しく参加でき、かつ継続的に健康づくりができるものとして今後も
機会の提供ができたらと考えています。 

8103ラジオ体操～みんなで楽しく元気に～

　10月24日（日）、総合社会教育センター（アリーナ）にて、スポーツ
協会主催による山﨑武司スポーツ講演会を開催しました。「3度のクビか
ら現役 27年目」と題し、元中日ドラゴンズの選手として活躍された当時
の経験から恩師である監督から教わったことなどをお話しいただきまし
た。
　現在は、スポーツコメンテーターとして活躍する傍ら、自らの経験を
基に講演の講師やレーサーとして多方向で活躍しています。

山﨑武司講演会
「3度のクビから現役27年目」
～星野監督や野村監督と出会って～

　六門橋を渡り、総合社会教育センター駐車場から輪中公
園を進んでいくと立田輪中人造堰樋門があります。
　海抜ゼロメートル地帯の輪中に住む人々にとって、排水
は切実な問題でした。木曽三川改修工事によって排水先を
失うことになった立田輪中（現愛西市）の普通水利組合は、
輪中内の水を鍋田川に排水するため明治35年にこの樋門を
完成させました。しかし排水の効果は十分に得られず、結
局は筏川を使って排水することになりました。
　樋門はその後取水に利用されましたが、海部幹線水路の
完成により遊休樋門となりました。樋門の権利は組合から旧弥富町に受け継がれ、治水の歴史
を物語る近代遺産として輪中公園内に保存されています。
 

問題 地震発生直後の避難方法で、最も適切なものは？ 

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 P17 の下をご覧ください。

一人で身軽に
避難する

❷ ❸
避難生活に備え、
持てるだけもって
避難する

❶
近所の人と
声を掛け合って
避難する
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「当たり前の世の中」
弥富中学校　岡田 奈々

「平和について」
弥富中学校　三方 果凛

修研島広
教育の広場

【被爆体験講話】
1945 年 8 月 6 日午前 8 時 15 分、上空 600メートルぐらいのところで原子爆弾が爆発しました。直径 400メー

トルほどの雲があがり、原子爆弾の発した熱は 3000 ～ 4000 度にもなりました。
小学生は学童疎開をしており、中学１年生や２年生は勉強をやめて、空き地を作り、農作物を育てていました。戦
争中には食料が不足するので、すごく大切な仕事です。そして 8 月６日には、一生懸命仕事をした人は広島に帰って
もよいということになりました。しかし、8 時１５分に大きな音がして、辺りがギラっと光り、赤く染まり、煙が広がっ
ていました。広島にいた人たちはみんな逃げてきて、次々に人が倒れていきました。家は、屋根がつぶれたり、木造
の家は焼けて、なくなりました。人々は服が焼け、ガラスが突き刺さり、血だらけになり、皮膚は垂れ下がっていま
した。被害はこの戦争が起きたときだけでなく、数十年も経ってから放射線を浴びた後遺症として、がんなどの病気
が見つかることもありました。
【感想】
 私は、最初は戦争について全く知りませんでした。戦争はそのときだけの被
害だと思っていたけど、数十年経ってから病気になることもあると知りました。
戦争直後の様子なども考えたことはなかったけど、写真や絵を見て本当に怖く
なりました。被爆した人は一生心と体に残る傷を負ったのだと改めて知り、一
生戦争が起こらない世界になってほしいと強く感じました。

【被爆体験伝承講話】 
広島市から20 ㎞離れた場所で働いていたしゅんちゃんは、つらい仕事のご褒美に両親のいる広島市へ帰れるという日
が、広島に原爆が落ちた、8月6日でした。しゅんちゃんたちは広島行きの午前 8時38分発の電車に乗りました。電車は
広島まで行きませんでした。しゅんちゃんたちが乗った駅の次の駅で電車は止まりました。しゅんちゃんたちは報告書を見せ
て、爆心地の広島へ向かいました。被爆して皮膚が溶けて垂れ下がった人が恨めしやという手をして歩いていました。やっ
との思いで再会した両親はハリネズミのようにガラスの破片が刺さり、血まみれだったそうです。しゅんちゃんは75年経っ
た今、放射線の影響で5回もがんになりましたが、手術を受け、生き延びてきました。今年、６つ目のがんが見つかり、も
う手術は無理だと言われました。75年経って、被爆を経験した方々がたくさん亡くなっています。それと同時に戦争を知ら
ない人が増えてきています。しゅんちゃんは家族や友達に戦争の悲惨さについて話をすることで、バトンを渡してほしいと願
っています。
【被爆体験伝承講話を聞いて】
 私は、被爆体験伝承講話を聞いて、やっぱり人々が不幸になる戦争は起こしてはいけないと思いました。しゅんちゃんか
らバトンを渡され，それを渡す…。世界には13,600発以上の核兵器があるとのことです。戦争を二度と起こさないために、
人の心を鬼にする戦争をなくすために、わたしはしゅんちゃんから「戦争は嫌だ」ということを教わりました。しかし、私はそ
の言葉だけで戦争をなくすことができるのか？と思いました。私は、平和について考
える学習の中で被爆体験伝承講話が一番心に残りました。アメリカからの原子爆弾
のせいで、広島の方々はつらい目に遭い、トラウマもあるのに、私たち、後世の人
間に過去のことを話してくださって、感謝の気持ちでいっぱいです。原子爆弾は人
を一瞬で形のないものにしてしまう怖いものと改めて思いました。今の世界、また、
これからの世界の人々は、今、戦争をしない限り戦争の恐ろしさを知らずに生きて
いくことになる。平和がどれほど当たり前ではなかったか。後世にその恐ろしさを伝
えるために、私は被爆体験伝承講話の方から受け取ったバトンを、また、次の人々
に渡していきたいと思いました。

桜小学校教育の広場

　思いやりや感謝の心をもち、誰にでも優しく温かく接することのできる児童や自分の考えに自信をもち、主体的
に他者に関わることのできる児童を育成するため、さまざまな方々の協力を得て、学校教育に取り組んできました。

地域や社会と連携した活動

地域の教育力を生かした取り組み

「届け！感謝の気持ち！ 医療従事者の方々へ！」

　福祉実践教室４年生 モノ＋ガタリプロジェクト５年生 証券会社出前授業６年生

音楽コンサート１・2年生 町探検２年生 モノ＋ガタリプロジェクト３年生

　桜小学校の目の前には海南病院があります。日頃から検診やけがをしたときの
対応など大変お世話になっています。児童会の発案で、新型コロナウイルス感
染症対策の最前線で働いてみえる方々へ感謝の思いを届けるために、メッセー
ジづくりに取り組みました。掲げたメッセージは一つですが、４年生以上の子ど
もたち一人ひとりがメッセージを考えました。そして、全学級が文字の色塗りに
関わりました。子どもたちの感謝の思いが届き、海南病院の皆さんからもお礼
のメッセージが桜小に届きました。温かい思いの交流となりました。

　コンサートを鑑賞するのは初めての児童が多
く、バイオリンとピアノの生演奏を夢中になっ
て聴いていました。実際に、リズム遊びをした
り、体を動かしたりして楽しく音楽に親しむこと
ができました。

　校区内の９店舗にご協力をいただき町探検を
行いました。また、多くの保護者ボランティアの
皆さんにもお力添えをいただきました。

　総合的な学習の時間に、「モノ＋ガタリ」プロジ
ェクト「からくりカイゼン」の学習を企業の方を講
師にお招きして行いました。実際にからくりの
仕組みを間近で見たり、「てこの原理」を用いた
ゲームを通して試行錯誤しながら課題に取り組
んだりしました。

　弥富市社会福祉協議会の協力を得て、福祉
実践教室を行いました。初回は「福祉講話」と
「車いす体験」の２講座、２回目は「視覚障害者
の体験」と「ガイドヘルプ体験」、「点字」、「手話」
などの４講座を行いました。人生に対して前向
きに考え、できる活動に取り組んでいくことを
目指し、実践教室を行いました。

　（株）名鉄グランドホテルの方をお招きし、「和
食の作法～調理実習・実食と食事のマナー講習
～」の授業を行いました。職人の方の包丁さば
きを間近で見ることができました。プロの技を
見て学ぶ、貴重な学習となりました。

　日本証券業協会から講師をお招きし、「チャ
レンジ！お菓子の株式会社」の授業をしていた
だきました。「会社ってなんだろう」「力を合わ
せて新しいお菓子を考えよう」「商品パッケー
ジをつくってみよう」をテーマに企業の活動に
ついて考えたり、「応援したい会社」に投資する
体験をしたりして、消費者の目線と企業の目
線で学びました。

児童会活動
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公共施設使用料の改定に関するご案内
市では「第 4 次行政改革大綱」に基づき、公共施設使用料の見直しを行いました。
近年の施設の管理運営環境の変化を踏まえ、受益者負担の適正化と負担の公平性を確保する観点から、

施設の維持管理にかかるコスト計算を行い、使用料の算定方法を統一した上で見直しを行ったものです。
なお、改定額の上下限を設けて、使用料の急激な増減額を緩和します。
皆さんのご理解とご協力をお願いします。

令和4年4月1日以後の申請分から改定した使用料を適用します。令和4年3月31日までの申請分は、
現行の使用料を適用します。

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。

とり親世帯分の給付金を受け取
った方を除く）
①令和３年３月31日時点で18歳
未満の児童（障がい児の場合、
20歳未満）を養育する父母な
ど
②令和３年度住民税（均等割）が
非課税の方または令和３年１月
１日以降の収入が急変し、住民
税非課税相当の収入となった方
※住民税の申告がお済みでない
方、収入がなかったため申告を
していない方などは、速やかに
住民税の申告をしてください。
住民税未申告の場合、本給付金
の審査ができず、支給すること
ができません。
▼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）
令和３年４月分の児童手当など
の受給者または令和３年５月分
～令和４年３月分の児童手当な
どの新規認定者で住民税非課税
の方（住民税未申告の方・公務
員の方を除く）は申請不要で
す。対象の方には、順次案内お
よび支払通知を送付していま
す。
上記以外の方は申請が必要で
す。
　市役所児童課（内線155）

今年度は、２年に１度の入札参
加資格申請更新の年となります。
令和４・５年度に、市が発注す
る建設工事などの入札に参加を希
望される業者の方の定時受け付け
を行います。
▼定時受付期間（申請データの入
力期間）
令和４年１月４日（火）～２月
15日（火）午前８時～午後８
時（平日のみ）
▼別送書類の提出期限
申請仮受付日（申請データ送信
日）から土・日曜日、祝日を含
む7日以内（必着）

に１度の小規模工事契約希望者登
録申請更新の年となります。
▼定時受付期間
令和４年２月１日（火）～２月
28日（月）午前９時～午後５
時（平日のみ、正午～午後１時
までを除く）

▼申請方法
市役所財政課まで申請書などを
持参してください。（郵送不
可）
なお、詳細については、市ホー
ムページ（事業者情報）をご覧
ください。

　市役所財政課（内線464）

※最終提出期限は令和４年２月
22日（火）（必着）

▼申請方法
・建設工事、測量／設計／監理委
託業務の場合
「あいち電子調達共同システム
（CALS/EC）」による電子申請
ポータルサイトＵＲＬ：
https://www.chotatsu.e-aic
hi.jp/portal/index.jsp

・物品購入、その他委託の場合
「あいち電子調達共同システム
（物品等）」による電子申請
ポータルサイトＵＲＬ：
http://www.buppin.e-aichi.jp/
なお、詳細については、市ホー

ムページ（事業者情報）をご覧く

ださい。
　市役所財政課（内線464）

市が発注する小額で内容が軽易
な工事（１件の予定価格が130万
円を超えないもの）について、弥
富市入札参加資格者名簿に登載さ
れていない方を対象に、随意契約
の受注を希望する方の登録を受け
付け、市内小規模事業者の受注機
会の拡大を図ることを目的とし
て、小規模工事契約希望者登録制
度を実施しております。
今年度（令和３年度）は、２年

１事業者あたり10万円
（予算上限に達し次第終了しま
す。）
▼申請期間
12月１日（水）～ 令和４年２
月18日（金）
※県のあいスタ認証取得に日数が
かかるため、早めに手続きをお
願いします。
▼その他
その他条件がありますので、詳
細は市のHPをご覧になるか、
お問い合わせください。
　市役所商工観光課（内線243）

５月より、ひとり親世帯を支援
するため、給付金を支給していま
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
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月にすでに支給
しております。
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）

７月より、低所得の子育て世帯
を支援するため、給付金を支給し
ています。
▼支給対象者
①②の両方に当てはまる方（ひ

市民の皆さんと、すがすがしい気
持ちで新年のあいさつを交わし、新
しい年の門出を祝いましょう。
※新型コロナウイルス感染症の状
　況によりやむを得ず中止とする
　場合、市ホームページでお知ら
　せします。
▼と　き　令和４年１月４日（火）
○弥生学区、桜・日の出学区、白
　鳥学区
　受　付：午前９時～９時15分
　交歓会：午前９時15分～10時
○大藤学区、栄南学区、十四山地区
　受　付：午前10時30分～10時
　45分
　交歓会：午前10時45分～11時
　30分
▼ところ　
　総合社会教育センター　公民館
　ホール
※駐車場に限りがあるため、でき
　るかぎり乗りあわせてお越しく
　ださい。
　市役所人事秘書課（内線474・
475）

▼対象事業者
弥富市内で飲食店を営む中小事
業者の内、令和４年１月31日
までに県の実施するあいスタ認
証を受けている者。
※テイクアウトおよびデリバリー
専門店など、その場所で飲食す
ることを主たる目的とした設備
を有さない飲食店は対象となり
ません。
▼支援金

※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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「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

自立支援医療受給者証(精神通
院)をお持ちの方で、精神障がい
者保健福祉手帳をお持ちでない方
につきまして、以前よりお知らせ
していましたとおり、12月から
更新案内を廃止させていただきま
す。更新手続きは、有効期間満了
3か月前から申請できます。交付
までに約２か月かかりますので、
早めの準備をお願いいたします。
有効期限を過ぎると、新規申請と
なり、さかのぼって医療費助成を
受けることができませんので、ご
注意ください。
　市役所福祉課（内線163）

40歳から64歳までの介護保険
料は、各医療保険料（国民健康保
険、社会保険、共済保険など）に
含まれて徴収されますが、65歳
になると介護保険料の決め方と納
め方が変わります。特別徴収（年
金からの天引き）が始まるまでの
間は、普通徴収（納付書もしくは
口座振替）で納めていただくこと
になります。４月から７月生まれ
の方は８月に、８月から３月生ま
れの方は誕生月の翌月までに納付
書を送らせていただきますので、
最寄の金融機関などでお支払いを
お願いします。
　市役所介護高齢課（内線173）

▼と　き　
2月20日（日）午前10時～
▼ところ　三ツ又池公園
▼定　員　500組
※定員になり次第締め切ります。
▼料　金　4,000円
▼申込期限　12月25日（土）まで
▼申込方法　
Web「RUNNET」より申し込
みください。

※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

「障がいがあっても地域で普通
に暮らしたい」障がい者一人ひと
りの思いを実現するため、障がい
のある人もない人もお互いに支え
合って暮らせるまち。私たちがこ
れから目指す社会はこのような共
生社会です。広く障がい者の福祉
についての関心と理解を深め、障
がい者が社会・経済・文化その他
あらゆる分野の活動に積極的に参
加する意欲を高めることを目的と
して、毎年12月３日～９日を障
害者週間と定めています。この機
会に皆さんも一緒に共生社会につ
いて考えてみませんか。
　市役所福祉課（内線162）

近年の暖冬によって斑点米カメ
ムシ類が雑草の株元などで越冬
し、その翌年の産卵により更に発
生量が増加しています。その結
果、市の特産物である米の品質や
収量に大きな影響を及ぼしていま
す。水稲農家は農薬散布の回数を
増やすなどさまざまな対策を行っ
ておりますが、令和2年産に引き
続き令和3年産においても甚大な
被害となっております。
カメムシ類は空き地などの雑草

も越冬場所となりますので、カメ
ムシ類による被害を防ぐため、田
畑だけでなく住宅周辺や空き地な
どの除草にご協力下さい。
　市役所農政課（内線252）

参加資格およびカテゴリーにつ
いては、弥富ライオンズクラブ
ホームページをご覧ください。
▼主　催　弥富ライオンズクラブ
▼後　援　弥富市、飛島村
　弥富ライオンズクラブ事務局
☎65－1313
　https://e-clubhouse.org/
sites/yatomi

▼申告が必要な方
・市内で事業を営んでいる個人ま
たは法人
・市内で事業は営んでいないが、
事業用の償却資産を貸し付けて
いる個人または法人
▼申告基準日
令和４年１月１日現在の所有状
況
▼申告期限
令和４年１月31日（月）
▼償却資産申告の対象となる事業
および資産（例）

※廃業・解散をした個人・法人に
ついてもその旨を申告いただく
ようお願いします。
　市役所税務課
　（内線212～214）

令和４年４月１日より、配食業
者が４業者から３業者へ変更とな
ります。
【変更前】
●さくら配食サービス

●輪中の郷
●宅配クック1.2.3
●ライフデリ
【変更後】
●さくら配食サービス
●宅配クック1.2.3
●ライフデリ
　市役所介護高齢課（内線175）

【業者】さくら配食サービス　
【期間】12月30日（木）～令和

４年１月３日（月）
☎（052）309－5250
【業者】輪中の郷
【期間】令和４年１月１日（土）、

２日（日）
☎65－5531
【業者】宅配クック1.2.3
【期間】令和４年１月１日（土）

～１月３日（月）
☎（052）442－5101
【業者】ライフデリ
【期間】令和４年１月１日（土）

～１月３日（月）
☎31－7341
　市役所介護高齢課（内線175）

固定資産税は、毎年１月１日
（賦課期日）現在の所有者に課税
されます。
本年12月末までに取り壊した
家屋については、翌年度から課税
されませんので、家屋を取り壊し
たときは、面積の大小にかかわら
ず「家屋とりこわし届」を提出し
てください。
「家屋とりこわし届」は市ホー
ムページ掲載の様式または市役所
税務課備え付けの届出用紙を使用
してください。
なお、登記済の家屋を取り壊し
た場合は、法務局にて滅失登記の
手続きをしてください。
　市役所税務課
　（内線212～214）

弥富市内犯罪発生状況（令和3年9月）

年末年始における犯罪被害防止
家を空ける機会が増える年末年

始は、空き巣などの侵入盗被害が
多発する時期です。
愛知県内では、現在侵入盗被害

は減少傾向にありますが、油断は
禁物です。
2018年までは12年連続で住宅

対象侵入盗の被害件数が、全国ワ
ースト１位だったこと、そして、
現在も全国トップレベルの被害件
数を記録していることを忘れない
でください。
空き巣や事務所荒しの犯人があ

なたを狙っています。
・外出する時は短時間でも必ず鍵
を掛け、在宅中でも鍵を掛け
る。

・玄関ドアや窓には補助錠などを
設置し、ガラスには防犯フィル
ムなどを貼付する。

・建物の周りは、夜間でも明るく
見通しの良い環境にする。

・防犯カメラや警報装置を設置す
る。

などを実践しましょう。
　愛知県蟹江警察署
　☎95－0110
　市役所市民協働課（内線434）

▼と　き　12月26日（日）
▼ところ　
総合社会教育センター公民館ホ
ール

▼内　容　
午前10時から11時まで「フィ

リックス・ザ・キャット」
午後2時から3時30分まで「赤
毛のアン」

▼受付時間　上映30分前から
▼定　員　先着80名
※当日は、マスク着用でお越しく
ださい。

　市役所生涯学習課（総合社会教
育センター）

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。
▼利用料
大人250円・中学生120円　

①10：00～②14：30～③18：30～

▼と　き
令和４年１月23日（日）午後
２時～午後３時30分（受付午
後１時30分～）
▼ところ
蟹江中央公民館

▼内　容
ACP（人生会議）を知っていま
すか。自分らしい生き方を選択
しましょう。

▼講　師
山本有厳医師（山本医院）
森香津子看護師（津島市民病
院）
青木ひふみ看護師（海南病院）

▼対　象
海部・津島地域に在住、在勤の
方

▼定　員　70名
▼申込方法
海部医療圏在宅医療・介護連携
支援センター（あまさぽ）まで
電話していただくか、下記の二
次元バーコードからお申し込み
ください。

▼申込期限
令和４年１月17日（月）
※感染防止対策のためマスクの着
用をお願いします。

　海部医療圏在宅医療・介護連携
支援センター（あまさぽ）
☎58－5989

警察では関係機関と緊密に連携
を図りながら拉致容疑事案および
北朝鮮による拉致の可能性を排除
できない事案の全容解明に向けた
捜査・調査を強力に推進しており
ます。
北朝鮮による拉致の可能性を排

除できない行方不明者の方々につ

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
12月６日(月)より受け付け開始
先着順（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

いては、愛知県警察ウェブサイト
に掲載しております。お心当たり
のある方は、どんな小さなことで
も結構ですから、蟹江警察署まで
情報をお寄せください。
　愛知県蟹江警察署
　☎95－0110

新型コロナウイルス感染症の影
響により自家用車でのご来港が増
加傾向にあるため、年末年始期間
中は、日あるいは時間帯によって
空港内や周辺道路が混雑する恐れ
があります。空港をご利用の際は
お時間に余裕を持ってお越しくだ
さい。
　名古屋空港総合案内所
☎0568－28－5633（7:00～
21:00）

▼意見募集期間
12月17日（金）～令和４年１
月17日（月）

▼閲覧場所
市ホームページ、市役所都市整
備課、十四山支所、鍋田支所

※閲覧時間　午前８時30分～午
後５時15分（土・日曜日、祝
日、12月29日～令和４年１月
３日を除く）
▼提出方法
閲覧場所備え付けもしくは市ホ
ームページよりダウンロードし
た意見提出用紙により、持参、
郵送、ファクシミリ、電子メー
ルのいずれかの方法で提出して
ください。

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

「市心身障がい者・高齢者等福
祉タクシー料金助成利用券」に掲
載する広告を募集しています。
詳しくは、市ホームページの

「広告掲載事業のご案内」をご覧
ください。
　市役所福祉課（内線162）
介護高齢課（内線175）

「みる」より「支える」
国際芸術祭「あいち」組織委員

会では、2022年７月30日（土）
から10月10日（月・祝）まで開
催する、三年に一度の国際芸術祭
「あいち2022」の運営を支えて
くださるボランティアを募集しま
す。募集条件や申込方法などをホ
ームページで確認いただき、是非
応募ください。
▼と　き
2022年７月29日（金）から
10月10日（月・祝）まで
※内覧会含む

▼ところ
「国際芸術祭『あいち2022』」
各会場（愛知芸術文化センタ
ー、一宮市内、常滑市内、有松
地区(名古屋市)）
▼内　容
①展示作品の看視、会場の案内な
ど

②対話型鑑賞の手法を用いた来場
者の鑑賞サポートなど

③展示作品の案内など
▼募集期間
2021年12月１日（水）から
2022年３月４日（金）【必
着】まで

　・　国際芸術祭「あいち2022」
ボランティア事務局　

☎（052）961－4561
　jimukyoku@aichi2022-volun
teer.jp

　https://aichitriennale.jp

愛知障害者職業能力開発校では
令和４年４月入校の訓練生を募集
します。
▼募集する科
①ＩＴスキル科、②ＯＡビジネ
ス科、③ＣＡＤ設計科、④総合
実務科（知的障がい者対象）、
⑤ワークサポート科（精神障が
い者・発達障がい者対象）

▼訓練期間
①～④１年間、⑤９か月

▼応募期間
令和４年１月４日（火）～２月
16日（水）

▼申込方法
ハローワーク津島へ申し込みく
ださい。

▼選考方法
筆記試験および面接試験

▼選考日
令和４年３月６日（日）④の科目
令和４年３月７日（月）①、
②、③、⑤の科目

　・　ハローワーク津島
　☎26－3158
または、愛知障害者職業能力開
発校☎（0533）93－2102
(豊川市一宮町上新切33－14)

シルバー人材センターでは習字
教室を開催します。　
▼と　き　
12月24日（金）、27日（月）
午前９時～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２階
多目的室(鯏浦町上本田95番地1)
▼講　師　野崎典道先生 
▼内　容
冬休みの日誌の宿題（習字）

▼対　象
小学３年生～中学３年生
▼募集人数　午前午後各10名
▼持ち物
習字道具・筆記用具・習字紙・

新春交歓会を開催します

弥富市新型コロナウイルス
感染症対策市内飲食店
支援金

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

令和４・５年度
小規模工事契約希望者
登録の定時申請について

令和４・５年度
入札参加資格申請の
定時受け付けについて

子育て世帯生活支援
特別給付金（ひとり親世帯
以外分）について

市民ホール
総合福祉センター
いこいの里
十四山総合福祉センター
さくら児童館
白鳥児童館
栄南児童館
弥生児童館
大藤児童館
農村環境改善センター
農村多目的センター
産業会館
南部コミュニティセンター
白鳥コミュニティセンター
中央公民館

市役所財政課（内線 465）
総合福祉センター ☎65－8103
いこいの里 ☎69－1600
十四山総合福祉センター ☎52－3800

市役所児童課（内線 154）

市役所農政課（内線 255）

市役所商工観光課（内線 243）

市役所生涯学習課
（総合社会教育センター）
☎65－0002

さくら会館
市民グランド
グランド
（亀の子・二葉・鍋田川・上野・
境港多目的・木曽川・八穂）

テニスコート（水明・二葉・おみよし）
武道場
学校体育館
学校運動場
総合体育館
十四山公民館
グランド（子宝）
テニスコート（子宝）
十四山体育館
十四山中学校運動場
十四山スポーツセンター

市役所生涯学習課
（総合社会教育センター）
☎65－0002

十四山スポーツセンター
☎52－2110

施設名称 問い合わせ先 施設名称 問い合わせ先

令和 4 年 4 月 1 日から公共施設使用料が変わります

改 定 日

使用料を改定する施設一覧

※改定料金の詳細は、各施設や市ホームページからもご覧いただけます。
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太陽光発電設備・供
給管・冷却塔など

厨房設備・冷凍冷蔵
庫・レジスターなど

アスファルト駐車場・
フェンス・外灯など

各種製造設備・受変電
設備・搬送設備など

ブルドーザー・パワー
ショベル・ポータブ
ル発電機など

対象資産例事業例

農業

建設業

製造業

電気・ガス・
水道業

飲食業

不動産業

田植機・耕運機・乾
燥機・温室など

③
②
③
③
②
③
③
②
③
③
②

②
①
②
②
①
②
②
①
②
②
①

（土）
（日）
（水）
（土）
（日）
（木）
（土）
（日）
（金）
（土）
（日）

4 日
5 日
8 日
11 日
12 日
16 日
18 日
19 日
24 日
25 日
26 日

2 回目1 回目日　程

0
0

－1
+1
－1
－5
－1
0
0

1
0
1
0
1
7
1
0
0

1
0
0
1
0
2
0
0
0

侵入盗
特殊詐欺
自動車盗
車上ねらい
部品ねらい
自転車盗
自販機ねらい
ひったくり
強盗

前年比Ｒ2年9月Ｒ3年9月

とり親世帯分の給付金を受け取
った方を除く）
①令和３年３月31日時点で18歳
未満の児童（障がい児の場合、
20歳未満）を養育する父母な
ど
②令和３年度住民税（均等割）が
非課税の方または令和３年１月
１日以降の収入が急変し、住民
税非課税相当の収入となった方
※住民税の申告がお済みでない
方、収入がなかったため申告を
していない方などは、速やかに
住民税の申告をしてください。
住民税未申告の場合、本給付金
の審査ができず、支給すること
ができません。
▼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）
令和３年４月分の児童手当など
の受給者または令和３年５月分
～令和４年３月分の児童手当な
どの新規認定者で住民税非課税
の方（住民税未申告の方・公務
員の方を除く）は申請不要で
す。対象の方には、順次案内お
よび支払通知を送付していま
す。
上記以外の方は申請が必要で
す。
　市役所児童課（内線155）

今年度は、２年に１度の入札参
加資格申請更新の年となります。
令和４・５年度に、市が発注す
る建設工事などの入札に参加を希
望される業者の方の定時受け付け
を行います。
▼定時受付期間（申請データの入
力期間）
令和４年１月４日（火）～２月
15日（火）午前８時～午後８
時（平日のみ）
▼別送書類の提出期限
申請仮受付日（申請データ送信
日）から土・日曜日、祝日を含
む7日以内（必着）

に１度の小規模工事契約希望者登
録申請更新の年となります。
▼定時受付期間
令和４年２月１日（火）～２月
28日（月）午前９時～午後５
時（平日のみ、正午～午後１時
までを除く）

▼申請方法
市役所財政課まで申請書などを
持参してください。（郵送不
可）
なお、詳細については、市ホー
ムページ（事業者情報）をご覧
ください。

　市役所財政課（内線464）

※最終提出期限は令和４年２月
22日（火）（必着）

▼申請方法
・建設工事、測量／設計／監理委
託業務の場合
「あいち電子調達共同システム
（CALS/EC）」による電子申請
ポータルサイトＵＲＬ：
https://www.chotatsu.e-aic
hi.jp/portal/index.jsp

・物品購入、その他委託の場合
「あいち電子調達共同システム
（物品等）」による電子申請
ポータルサイトＵＲＬ：
http://www.buppin.e-aichi.jp/
なお、詳細については、市ホー

ムページ（事業者情報）をご覧く

ださい。
　市役所財政課（内線464）

市が発注する小額で内容が軽易
な工事（１件の予定価格が130万
円を超えないもの）について、弥
富市入札参加資格者名簿に登載さ
れていない方を対象に、随意契約
の受注を希望する方の登録を受け
付け、市内小規模事業者の受注機
会の拡大を図ることを目的とし
て、小規模工事契約希望者登録制
度を実施しております。
今年度（令和３年度）は、２年

１事業者あたり10万円
（予算上限に達し次第終了しま
す。）
▼申請期間
12月１日（水）～ 令和４年２
月18日（金）
※県のあいスタ認証取得に日数が
かかるため、早めに手続きをお
願いします。
▼その他
その他条件がありますので、詳
細は市のHPをご覧になるか、
お問い合わせください。
　市役所商工観光課（内線243）

５月より、ひとり親世帯を支援
するため、給付金を支給していま
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
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月にすでに支給
しております。
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）

７月より、低所得の子育て世帯
を支援するため、給付金を支給し
ています。
▼支給対象者
①②の両方に当てはまる方（ひ

市民の皆さんと、すがすがしい気
持ちで新年のあいさつを交わし、新
しい年の門出を祝いましょう。
※新型コロナウイルス感染症の状
　況によりやむを得ず中止とする
　場合、市ホームページでお知ら
　せします。
▼と　き　令和４年１月４日（火）
○弥生学区、桜・日の出学区、白
　鳥学区
　受　付：午前９時～９時15分
　交歓会：午前９時15分～10時
○大藤学区、栄南学区、十四山地区
　受　付：午前10時30分～10時
　45分
　交歓会：午前10時45分～11時
　30分
▼ところ　
　総合社会教育センター　公民館
　ホール
※駐車場に限りがあるため、でき
　るかぎり乗りあわせてお越しく
　ださい。
　市役所人事秘書課（内線474・
475）

▼対象事業者
弥富市内で飲食店を営む中小事
業者の内、令和４年１月31日
までに県の実施するあいスタ認
証を受けている者。
※テイクアウトおよびデリバリー
専門店など、その場所で飲食す
ることを主たる目的とした設備
を有さない飲食店は対象となり
ません。
▼支援金

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。

自立支援医療受給者証(精神通
院)をお持ちの方で、精神障がい
者保健福祉手帳をお持ちでない方
につきまして、以前よりお知らせ
していましたとおり、12月から
更新案内を廃止させていただきま
す。更新手続きは、有効期間満了
3か月前から申請できます。交付
までに約２か月かかりますので、
早めの準備をお願いいたします。
有効期限を過ぎると、新規申請と
なり、さかのぼって医療費助成を
受けることができませんので、ご
注意ください。
　市役所福祉課（内線163）

40歳から64歳までの介護保険
料は、各医療保険料（国民健康保
険、社会保険、共済保険など）に
含まれて徴収されますが、65歳
になると介護保険料の決め方と納
め方が変わります。特別徴収（年
金からの天引き）が始まるまでの
間は、普通徴収（納付書もしくは
口座振替）で納めていただくこと
になります。４月から７月生まれ
の方は８月に、８月から３月生ま
れの方は誕生月の翌月までに納付
書を送らせていただきますので、
最寄の金融機関などでお支払いを
お願いします。
　市役所介護高齢課（内線173）

▼と　き　
2月20日（日）午前10時～
▼ところ　三ツ又池公園
▼定　員　500組
※定員になり次第締め切ります。
▼料　金　4,000円
▼申込期限　12月25日（土）まで
▼申込方法　
Web「RUNNET」より申し込
みください。

※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

「障がいがあっても地域で普通
に暮らしたい」障がい者一人ひと
りの思いを実現するため、障がい
のある人もない人もお互いに支え
合って暮らせるまち。私たちがこ
れから目指す社会はこのような共
生社会です。広く障がい者の福祉
についての関心と理解を深め、障
がい者が社会・経済・文化その他
あらゆる分野の活動に積極的に参
加する意欲を高めることを目的と
して、毎年12月３日～９日を障
害者週間と定めています。この機
会に皆さんも一緒に共生社会につ
いて考えてみませんか。
　市役所福祉課（内線162）

近年の暖冬によって斑点米カメ
ムシ類が雑草の株元などで越冬
し、その翌年の産卵により更に発
生量が増加しています。その結
果、市の特産物である米の品質や
収量に大きな影響を及ぼしていま
す。水稲農家は農薬散布の回数を
増やすなどさまざまな対策を行っ
ておりますが、令和2年産に引き
続き令和3年産においても甚大な
被害となっております。
カメムシ類は空き地などの雑草

も越冬場所となりますので、カメ
ムシ類による被害を防ぐため、田
畑だけでなく住宅周辺や空き地な
どの除草にご協力下さい。
　市役所農政課（内線252）

参加資格およびカテゴリーにつ
いては、弥富ライオンズクラブ
ホームページをご覧ください。
▼主　催　弥富ライオンズクラブ
▼後　援　弥富市、飛島村
　弥富ライオンズクラブ事務局
☎65－1313
　https://e-clubhouse.org/
sites/yatomi

▼申告が必要な方
・市内で事業を営んでいる個人ま
たは法人
・市内で事業は営んでいないが、
事業用の償却資産を貸し付けて
いる個人または法人
▼申告基準日
令和４年１月１日現在の所有状
況
▼申告期限
令和４年１月31日（月）
▼償却資産申告の対象となる事業
および資産（例）

※廃業・解散をした個人・法人に
ついてもその旨を申告いただく
ようお願いします。
　市役所税務課
　（内線212～214）

令和４年４月１日より、配食業
者が４業者から３業者へ変更とな
ります。
【変更前】
●さくら配食サービス

●輪中の郷
●宅配クック1.2.3
●ライフデリ
【変更後】
●さくら配食サービス
●宅配クック1.2.3
●ライフデリ
　市役所介護高齢課（内線175）

【業者】さくら配食サービス　
【期間】12月30日（木）～令和

４年１月３日（月）
☎（052）309－5250
【業者】輪中の郷
【期間】令和４年１月１日（土）、

２日（日）
☎65－5531
【業者】宅配クック1.2.3
【期間】令和４年１月１日（土）

～１月３日（月）
☎（052）442－5101
【業者】ライフデリ
【期間】令和４年１月１日（土）

～１月３日（月）
☎31－7341
　市役所介護高齢課（内線175）

固定資産税は、毎年１月１日
（賦課期日）現在の所有者に課税
されます。
本年12月末までに取り壊した
家屋については、翌年度から課税
されませんので、家屋を取り壊し
たときは、面積の大小にかかわら
ず「家屋とりこわし届」を提出し
てください。
「家屋とりこわし届」は市ホー
ムページ掲載の様式または市役所
税務課備え付けの届出用紙を使用
してください。
なお、登記済の家屋を取り壊し
た場合は、法務局にて滅失登記の
手続きをしてください。
　市役所税務課
　（内線212～214）

弥富市内犯罪発生状況（令和3年9月）

年末年始における犯罪被害防止
家を空ける機会が増える年末年

始は、空き巣などの侵入盗被害が
多発する時期です。
愛知県内では、現在侵入盗被害

は減少傾向にありますが、油断は
禁物です。
2018年までは12年連続で住宅

対象侵入盗の被害件数が、全国ワ
ースト１位だったこと、そして、
現在も全国トップレベルの被害件
数を記録していることを忘れない
でください。
空き巣や事務所荒しの犯人があ

なたを狙っています。
・外出する時は短時間でも必ず鍵
を掛け、在宅中でも鍵を掛け
る。

・玄関ドアや窓には補助錠などを
設置し、ガラスには防犯フィル
ムなどを貼付する。

・建物の周りは、夜間でも明るく
見通しの良い環境にする。

・防犯カメラや警報装置を設置す
る。

などを実践しましょう。
　愛知県蟹江警察署
　☎95－0110
　市役所市民協働課（内線434）

▼と　き　12月26日（日）
▼ところ　
総合社会教育センター公民館ホ
ール

▼内　容　
午前10時から11時まで「フィ

リックス・ザ・キャット」
午後2時から3時30分まで「赤
毛のアン」

▼受付時間　上映30分前から
▼定　員　先着80名
※当日は、マスク着用でお越しく
ださい。

　市役所生涯学習課（総合社会教
育センター）

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。
▼利用料
大人250円・中学生120円　

①10：00～②14：30～③18：30～

▼と　き
令和４年１月23日（日）午後
２時～午後３時30分（受付午
後１時30分～）
▼ところ
蟹江中央公民館
▼内　容
ACP（人生会議）を知っていま
すか。自分らしい生き方を選択
しましょう。
▼講　師
山本有厳医師（山本医院）
森香津子看護師（津島市民病
院）
青木ひふみ看護師（海南病院）
▼対　象
海部・津島地域に在住、在勤の
方
▼定　員　70名
▼申込方法
海部医療圏在宅医療・介護連携
支援センター（あまさぽ）まで
電話していただくか、下記の二
次元バーコードからお申し込み
ください。

▼申込期限
令和４年１月17日（月）
※感染防止対策のためマスクの着
用をお願いします。
　海部医療圏在宅医療・介護連携
支援センター（あまさぽ）
☎58－5989

警察では関係機関と緊密に連携
を図りながら拉致容疑事案および
北朝鮮による拉致の可能性を排除
できない事案の全容解明に向けた
捜査・調査を強力に推進しており
ます。
北朝鮮による拉致の可能性を排
除できない行方不明者の方々につ

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
12月６日(月)より受け付け開始
先着順（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

いては、愛知県警察ウェブサイト
に掲載しております。お心当たり
のある方は、どんな小さなことで
も結構ですから、蟹江警察署まで
情報をお寄せください。
　愛知県蟹江警察署
　☎95－0110

新型コロナウイルス感染症の影
響により自家用車でのご来港が増
加傾向にあるため、年末年始期間
中は、日あるいは時間帯によって
空港内や周辺道路が混雑する恐れ
があります。空港をご利用の際は
お時間に余裕を持ってお越しくだ
さい。
　名古屋空港総合案内所
☎0568－28－5633（7:00～
21:00）

▼意見募集期間
12月17日（金）～令和４年１
月17日（月）
▼閲覧場所
市ホームページ、市役所都市整
備課、十四山支所、鍋田支所
※閲覧時間　午前８時30分～午
後５時15分（土・日曜日、祝
日、12月29日～令和４年１月
３日を除く）
▼提出方法
閲覧場所備え付けもしくは市ホ
ームページよりダウンロードし
た意見提出用紙により、持参、
郵送、ファクシミリ、電子メー
ルのいずれかの方法で提出して
ください。
　市役所都市整備課（内線264）
　67－4011
　toshikei@city.yatomi.lg.jp

「市心身障がい者・高齢者等福
祉タクシー料金助成利用券」に掲
載する広告を募集しています。
詳しくは、市ホームページの
「広告掲載事業のご案内」をご覧
ください。
　市役所福祉課（内線162）
介護高齢課（内線175）

「みる」より「支える」
国際芸術祭「あいち」組織委員
会では、2022年７月30日（土）
から10月10日（月・祝）まで開
催する、三年に一度の国際芸術祭
「あいち2022」の運営を支えて
くださるボランティアを募集しま
す。募集条件や申込方法などをホ
ームページで確認いただき、是非
応募ください。
▼と　き
2022年７月29日（金）から
10月10日（月・祝）まで
※内覧会含む
▼ところ
「国際芸術祭『あいち2022』」
各会場（愛知芸術文化センタ
ー、一宮市内、常滑市内、有松
地区(名古屋市)）
▼内　容
①展示作品の看視、会場の案内な
ど
②対話型鑑賞の手法を用いた来場
者の鑑賞サポートなど
③展示作品の案内など
▼募集期間
2021年12月１日（水）から
2022年３月４日（金）【必
着】まで
　・　国際芸術祭「あいち2022」
ボランティア事務局　

☎（052）961－4561
　jimukyoku@aichi2022-volun
teer.jp
　https://aichitriennale.jp

愛知障害者職業能力開発校では
令和４年４月入校の訓練生を募集
します。
▼募集する科
①ＩＴスキル科、②ＯＡビジネ
ス科、③ＣＡＤ設計科、④総合
実務科（知的障がい者対象）、
⑤ワークサポート科（精神障が
い者・発達障がい者対象）

▼訓練期間
①～④１年間、⑤９か月

▼応募期間
令和４年１月４日（火）～２月
16日（水）

▼申込方法
ハローワーク津島へ申し込みく
ださい。

▼選考方法
筆記試験および面接試験

▼選考日
令和４年３月６日（日）④の科目
令和４年３月７日（月）①、
②、③、⑤の科目

　・　ハローワーク津島
　☎26－3158
または、愛知障害者職業能力開
発校☎（0533）93－2102
(豊川市一宮町上新切33－14)

シルバー人材センターでは習字
教室を開催します。　
▼と　き　
12月24日（金）、27日（月）
午前９時～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２階
多目的室(鯏浦町上本田95番地1)
▼講　師　野崎典道先生 
▼内　容
冬休みの日誌の宿題（習字）

▼対　象
小学３年生～中学３年生
▼募集人数　午前午後各10名
▼持ち物
習字道具・筆記用具・習字紙・

蟹江警察署からのお知らせ

十四山スポーツセンター
トレーニング講習会
12 月の予定

65 歳（第１号被保険者）
からの介護保険料について
支払い方法が変わります

自立支援医療受給者証
（精神通院）の更新案内
廃止について

害虫対策の除草に
ご協力ください

12 月 3 日～ 9 日は
障害者週間です

冬休み親子ふれあい
映画会を開催します！

家屋を取り壊したときの
届け出

令和４年度より
配食業者が変更となります

チャリティマラソン
第 7 回大会

年末年始のお弁当の
配達の休みのお知らせ固定資産税

償却資産の申告について
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有料広告 有料広告

とり親世帯分の給付金を受け取
った方を除く）

①令和３年３月31日時点で18歳
未満の児童（障がい児の場合、
20歳未満）を養育する父母な
ど

②令和３年度住民税（均等割）が
非課税の方または令和３年１月
１日以降の収入が急変し、住民
税非課税相当の収入となった方

※住民税の申告がお済みでない
方、収入がなかったため申告を
していない方などは、速やかに
住民税の申告をしてください。
住民税未申告の場合、本給付金
の審査ができず、支給すること
ができません。

▼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）
令和３年４月分の児童手当など
の受給者または令和３年５月分
～令和４年３月分の児童手当な
どの新規認定者で住民税非課税
の方（住民税未申告の方・公務
員の方を除く）は申請不要で
す。対象の方には、順次案内お
よび支払通知を送付していま
す。
上記以外の方は申請が必要で
す。

　市役所児童課（内線155）

今年度は、２年に１度の入札参
加資格申請更新の年となります。
令和４・５年度に、市が発注す
る建設工事などの入札に参加を希
望される業者の方の定時受け付け
を行います。
▼定時受付期間（申請データの入
力期間）
令和４年１月４日（火）～２月
15日（火）午前８時～午後８
時（平日のみ）

▼別送書類の提出期限
申請仮受付日（申請データ送信
日）から土・日曜日、祝日を含
む7日以内（必着）

に１度の小規模工事契約希望者登
録申請更新の年となります。
▼定時受付期間
令和４年２月１日（火）～２月
28日（月）午前９時～午後５
時（平日のみ、正午～午後１時
までを除く）

▼申請方法
市役所財政課まで申請書などを
持参してください。（郵送不
可）
なお、詳細については、市ホー
ムページ（事業者情報）をご覧
ください。

　市役所財政課（内線464）

※最終提出期限は令和４年２月
22日（火）（必着）

▼申請方法
・建設工事、測量／設計／監理委
託業務の場合
「あいち電子調達共同システム
（CALS/EC）」による電子申請
ポータルサイトＵＲＬ：
https://www.chotatsu.e-aic
hi.jp/portal/index.jsp

・物品購入、その他委託の場合
「あいち電子調達共同システム
（物品等）」による電子申請
ポータルサイトＵＲＬ：
http://www.buppin.e-aichi.jp/
なお、詳細については、市ホー

ムページ（事業者情報）をご覧く

ださい。
　市役所財政課（内線464）

市が発注する小額で内容が軽易
な工事（１件の予定価格が130万
円を超えないもの）について、弥
富市入札参加資格者名簿に登載さ
れていない方を対象に、随意契約
の受注を希望する方の登録を受け
付け、市内小規模事業者の受注機
会の拡大を図ることを目的とし
て、小規模工事契約希望者登録制
度を実施しております。
今年度（令和３年度）は、２年

１事業者あたり10万円
（予算上限に達し次第終了しま
す。）

▼申請期間
12月１日（水）～ 令和４年２
月18日（金）

※県のあいスタ認証取得に日数が
かかるため、早めに手続きをお
願いします。

▼その他
その他条件がありますので、詳
細は市のHPをご覧になるか、
お問い合わせください。

　市役所商工観光課（内線243）

５月より、ひとり親世帯を支援
するため、給付金を支給していま
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

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月にすでに支給
しております。
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）

７月より、低所得の子育て世帯
を支援するため、給付金を支給し
ています。
▼支給対象者
①②の両方に当てはまる方（ひ

市民の皆さんと、すがすがしい気
持ちで新年のあいさつを交わし、新
しい年の門出を祝いましょう。
※新型コロナウイルス感染症の状
　況によりやむを得ず中止とする
　場合、市ホームページでお知ら
　せします。
▼と　き　令和４年１月４日（火）
○弥生学区、桜・日の出学区、白
　鳥学区
　受　付：午前９時～９時15分
　交歓会：午前９時15分～10時
○大藤学区、栄南学区、十四山地区
　受　付：午前10時30分～10時
　45分
　交歓会：午前10時45分～11時
　30分
▼ところ　
　総合社会教育センター　公民館
　ホール
※駐車場に限りがあるため、でき
　るかぎり乗りあわせてお越しく
　ださい。
　市役所人事秘書課（内線474・
475）

▼対象事業者
弥富市内で飲食店を営む中小事
業者の内、令和４年１月31日
までに県の実施するあいスタ認
証を受けている者。

※テイクアウトおよびデリバリー
専門店など、その場所で飲食す
ることを主たる目的とした設備
を有さない飲食店は対象となり
ません。

▼支援金

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。

自立支援医療受給者証(精神通
院)をお持ちの方で、精神障がい
者保健福祉手帳をお持ちでない方
につきまして、以前よりお知らせ
していましたとおり、12月から
更新案内を廃止させていただきま
す。更新手続きは、有効期間満了
3か月前から申請できます。交付
までに約２か月かかりますので、
早めの準備をお願いいたします。
有効期限を過ぎると、新規申請と
なり、さかのぼって医療費助成を
受けることができませんので、ご
注意ください。
　市役所福祉課（内線163）

40歳から64歳までの介護保険
料は、各医療保険料（国民健康保
険、社会保険、共済保険など）に
含まれて徴収されますが、65歳
になると介護保険料の決め方と納
め方が変わります。特別徴収（年
金からの天引き）が始まるまでの
間は、普通徴収（納付書もしくは
口座振替）で納めていただくこと
になります。４月から７月生まれ
の方は８月に、８月から３月生ま
れの方は誕生月の翌月までに納付
書を送らせていただきますので、
最寄の金融機関などでお支払いを
お願いします。
　市役所介護高齢課（内線173）

▼と　き　
2月20日（日）午前10時～
▼ところ　三ツ又池公園
▼定　員　500組
※定員になり次第締め切ります。
▼料　金　4,000円
▼申込期限　12月25日（土）まで
▼申込方法　
Web「RUNNET」より申し込
みください。

※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

「障がいがあっても地域で普通
に暮らしたい」障がい者一人ひと
りの思いを実現するため、障がい
のある人もない人もお互いに支え
合って暮らせるまち。私たちがこ
れから目指す社会はこのような共
生社会です。広く障がい者の福祉
についての関心と理解を深め、障
がい者が社会・経済・文化その他
あらゆる分野の活動に積極的に参
加する意欲を高めることを目的と
して、毎年12月３日～９日を障
害者週間と定めています。この機
会に皆さんも一緒に共生社会につ
いて考えてみませんか。
　市役所福祉課（内線162）

近年の暖冬によって斑点米カメ
ムシ類が雑草の株元などで越冬
し、その翌年の産卵により更に発
生量が増加しています。その結
果、市の特産物である米の品質や
収量に大きな影響を及ぼしていま
す。水稲農家は農薬散布の回数を
増やすなどさまざまな対策を行っ
ておりますが、令和2年産に引き
続き令和3年産においても甚大な
被害となっております。
カメムシ類は空き地などの雑草

も越冬場所となりますので、カメ
ムシ類による被害を防ぐため、田
畑だけでなく住宅周辺や空き地な
どの除草にご協力下さい。
　市役所農政課（内線252）

参加資格およびカテゴリーにつ
いては、弥富ライオンズクラブ
ホームページをご覧ください。
▼主　催　弥富ライオンズクラブ
▼後　援　弥富市、飛島村
　弥富ライオンズクラブ事務局
☎65－1313
　https://e-clubhouse.org/
sites/yatomi

▼申告が必要な方
・市内で事業を営んでいる個人ま
たは法人
・市内で事業は営んでいないが、
事業用の償却資産を貸し付けて
いる個人または法人
▼申告基準日
令和４年１月１日現在の所有状
況
▼申告期限
令和４年１月31日（月）
▼償却資産申告の対象となる事業
および資産（例）

※廃業・解散をした個人・法人に
ついてもその旨を申告いただく
ようお願いします。
　市役所税務課
　（内線212～214）

令和４年４月１日より、配食業
者が４業者から３業者へ変更とな
ります。
【変更前】
●さくら配食サービス

●輪中の郷
●宅配クック1.2.3
●ライフデリ
【変更後】
●さくら配食サービス
●宅配クック1.2.3
●ライフデリ
　市役所介護高齢課（内線175）

【業者】さくら配食サービス　
【期間】12月30日（木）～令和

４年１月３日（月）
☎（052）309－5250
【業者】輪中の郷
【期間】令和４年１月１日（土）、

２日（日）
☎65－5531
【業者】宅配クック1.2.3
【期間】令和４年１月１日（土）

～１月３日（月）
☎（052）442－5101
【業者】ライフデリ
【期間】令和４年１月１日（土）

～１月３日（月）
☎31－7341
　市役所介護高齢課（内線175）

固定資産税は、毎年１月１日
（賦課期日）現在の所有者に課税
されます。
本年12月末までに取り壊した
家屋については、翌年度から課税
されませんので、家屋を取り壊し
たときは、面積の大小にかかわら
ず「家屋とりこわし届」を提出し
てください。
「家屋とりこわし届」は市ホー
ムページ掲載の様式または市役所
税務課備え付けの届出用紙を使用
してください。
なお、登記済の家屋を取り壊し
た場合は、法務局にて滅失登記の
手続きをしてください。
　市役所税務課
　（内線212～214）

弥富市内犯罪発生状況（令和3年9月）

年末年始における犯罪被害防止
家を空ける機会が増える年末年

始は、空き巣などの侵入盗被害が
多発する時期です。
愛知県内では、現在侵入盗被害

は減少傾向にありますが、油断は
禁物です。
2018年までは12年連続で住宅

対象侵入盗の被害件数が、全国ワ
ースト１位だったこと、そして、
現在も全国トップレベルの被害件
数を記録していることを忘れない
でください。
空き巣や事務所荒しの犯人があ

なたを狙っています。
・外出する時は短時間でも必ず鍵
を掛け、在宅中でも鍵を掛け
る。

・玄関ドアや窓には補助錠などを
設置し、ガラスには防犯フィル
ムなどを貼付する。

・建物の周りは、夜間でも明るく
見通しの良い環境にする。

・防犯カメラや警報装置を設置す
る。

などを実践しましょう。
　愛知県蟹江警察署
　☎95－0110
　市役所市民協働課（内線434）

▼と　き　12月26日（日）
▼ところ　
総合社会教育センター公民館ホ
ール

▼内　容　
午前10時から11時まで「フィ

リックス・ザ・キャット」
午後2時から3時30分まで「赤
毛のアン」

▼受付時間　上映30分前から
▼定　員　先着80名
※当日は、マスク着用でお越しく
ださい。

　市役所生涯学習課（総合社会教
育センター）

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。
▼利用料
大人250円・中学生120円　

①10：00～②14：30～③18：30～

▼と　き
令和４年１月23日（日）午後
２時～午後３時30分（受付午
後１時30分～）
▼ところ
蟹江中央公民館
▼内　容
ACP（人生会議）を知っていま
すか。自分らしい生き方を選択
しましょう。
▼講　師
山本有厳医師（山本医院）
森香津子看護師（津島市民病
院）
青木ひふみ看護師（海南病院）
▼対　象
海部・津島地域に在住、在勤の
方
▼定　員　70名
▼申込方法
海部医療圏在宅医療・介護連携
支援センター（あまさぽ）まで
電話していただくか、下記の二
次元バーコードからお申し込み
ください。

▼申込期限
令和４年１月17日（月）
※感染防止対策のためマスクの着
用をお願いします。
　海部医療圏在宅医療・介護連携
支援センター（あまさぽ）
☎58－5989

警察では関係機関と緊密に連携
を図りながら拉致容疑事案および
北朝鮮による拉致の可能性を排除
できない事案の全容解明に向けた
捜査・調査を強力に推進しており
ます。
北朝鮮による拉致の可能性を排
除できない行方不明者の方々につ

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
12月６日(月)より受け付け開始
先着順（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

いては、愛知県警察ウェブサイト
に掲載しております。お心当たり
のある方は、どんな小さなことで
も結構ですから、蟹江警察署まで
情報をお寄せください。
　愛知県蟹江警察署
　☎95－0110

新型コロナウイルス感染症の影
響により自家用車でのご来港が増
加傾向にあるため、年末年始期間
中は、日あるいは時間帯によって
空港内や周辺道路が混雑する恐れ
があります。空港をご利用の際は
お時間に余裕を持ってお越しくだ
さい。
　名古屋空港総合案内所
☎0568－28－5633（7:00～
21:00）

▼意見募集期間
12月17日（金）～令和４年１
月17日（月）
▼閲覧場所
市ホームページ、市役所都市整
備課、十四山支所、鍋田支所
※閲覧時間　午前８時30分～午
後５時15分（土・日曜日、祝
日、12月29日～令和４年１月
３日を除く）

▼提出方法
閲覧場所備え付けもしくは市ホ
ームページよりダウンロードし
た意見提出用紙により、持参、
郵送、ファクシミリ、電子メー
ルのいずれかの方法で提出して
ください。
　市役所都市整備課（内線264）
　67－4011
　toshikei@city.yatomi.lg.jp

「市心身障がい者・高齢者等福
祉タクシー料金助成利用券」に掲
載する広告を募集しています。
詳しくは、市ホームページの
「広告掲載事業のご案内」をご覧
ください。
　市役所福祉課（内線162）
介護高齢課（内線175）

「みる」より「支える」
国際芸術祭「あいち」組織委員
会では、2022年７月30日（土）
から10月10日（月・祝）まで開
催する、三年に一度の国際芸術祭
「あいち2022」の運営を支えて
くださるボランティアを募集しま
す。募集条件や申込方法などをホ
ームページで確認いただき、是非
応募ください。
▼と　き
2022年７月29日（金）から
10月10日（月・祝）まで
※内覧会含む
▼ところ
「国際芸術祭『あいち2022』」
各会場（愛知芸術文化センタ
ー、一宮市内、常滑市内、有松
地区(名古屋市)）
▼内　容
①展示作品の看視、会場の案内な
ど
②対話型鑑賞の手法を用いた来場
者の鑑賞サポートなど
③展示作品の案内など
▼募集期間
2021年12月１日（水）から
2022年３月４日（金）【必
着】まで
　・　国際芸術祭「あいち2022」
ボランティア事務局　

☎（052）961－4561
　jimukyoku@aichi2022-volun
teer.jp
　https://aichitriennale.jp

愛知障害者職業能力開発校では
令和４年４月入校の訓練生を募集
します。
▼募集する科
①ＩＴスキル科、②ＯＡビジネ
ス科、③ＣＡＤ設計科、④総合
実務科（知的障がい者対象）、
⑤ワークサポート科（精神障が
い者・発達障がい者対象）

▼訓練期間
①～④１年間、⑤９か月

▼応募期間
令和４年１月４日（火）～２月
16日（水）

▼申込方法
ハローワーク津島へ申し込みく
ださい。

▼選考方法
筆記試験および面接試験

▼選考日
令和４年３月６日（日）④の科目
令和４年３月７日（月）①、
②、③、⑤の科目

　・　ハローワーク津島
　☎26－3158
または、愛知障害者職業能力開
発校☎（0533）93－2102
(豊川市一宮町上新切33－14)

シルバー人材センターでは習字
教室を開催します。　
▼と　き　
12月24日（金）、27日（月）
午前９時～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２階
多目的室(鯏浦町上本田95番地1)
▼講　師　野崎典道先生 
▼内　容
冬休みの日誌の宿題（習字）

▼対　象
小学３年生～中学３年生

▼募集人数　午前午後各10名
▼持ち物
習字道具・筆記用具・習字紙・

在宅医療・介護連携
推進事業地域住民普及
啓発講演会のお知らせ

県営名古屋空港からの
お知らせ

北朝鮮人権侵害問題啓発
週間（12月 10日～16日）

弥富市バリアフリー
基本構想（案）についての
意見募集

障害者職業訓練生を募集

冬休みの宿題をしよう
習字教室受講生の募集

国際芸術祭「あいち 2022」
ボランティア募集

「市福祉タクシー利用券」
広告募集

以上のとおり
ご寄付いただき
ありがとう
ございました。

社会福祉協議会に
▼岩本禮子　様
  金１０,０００円
▼海野寿美　様
  金１,０００円

♥ 寄　付 ♥

お済みですか？お子さんの予防接種
対象者には、４月にご案内を郵送しました。まだお済みでない方はお済ませください。予診票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。

13 歳の
お誕生日
前日まで

11 歳以上 13 歳のお誕生日の前日まで
※小学６年生に個別通知しています。
　小学５年生の方は令和４年４月に個別通知しますのでお待ちください。

２種混合

令和４年
３月31日
まで

平成 27 年４月２日～平成 28 年４月１日生まれの児

受診方法

MR 混合　第２期

期　日対象年齢予防接種名

指定医療機関で予約の
上、予診票・母子健康
手帳・健康保険証を持
参し接種してください。
指定医療機関は市ホー
ムページでご確認くだ
さい。

募集します

市役所健康推進課（内線318）
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12/1～1/10
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

さよならも
言えないうちに
川口　俊和 / 著

なぜ、穴を見つけると
のぞきたくなるの？
石川　幹人 / 著

たんぱく質が
たっぷりとれる
スープジャー弁当
松尾　みゆき/著

図 書 名 筆 者 名 など
●ダイヤモンド・プリンセス
　別れへの船出 多岐沢　よう子
●ペッパーズ・ゴースト 伊坂　幸太郎
●民王　シベリアの陰謀 池井戸　潤
●PTA モヤモヤの正体 堀内　京子
●子のない夫婦とネコ 群　ようこ
●「働かないおじさん問題」のトリセツ
 難波　猛
●シャトレーゼは、
　なぜ「おいしくて安い」のか
 齊藤　寛

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

11月30日（火）
～

令和４年
１月９日（日）

高校生以上
200円

中学生以下
100円

在住・在勤・
在学

総合社会
教育センター
（アリーナ）

令和４年
２月20日(日)

第16回
市剣道大会

参加資格 参加費
※一人あたり 申込期限ところと　き大会名

スポーツ大会に参加しませんか

▼第15回JKJO全日本
　ジュニア空手道選手権大会
11月23日(火・祝)
エディオンアリーナ大阪 
【中学２.３年男子47㎏未満】
福田　拓海（五明）

全国大会出場おめでとう！（敬称略）

■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
■年末年始の休館日　12月29日(水)～翌年１月３日(月) まで
※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 12 月 11日 ( 土 )　午前 10 時～正午
▼ところ 図書館
▼テキスト　「密やかな結晶」(小川　洋子 /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 !!!

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。

仕事や学校帰りに立ち寄っていただきやす
いよう、平日（月曜日を除く）は午後７時まで
開館しています。
皆さんのご来館をお待ちしております。

ご家族のカードをお持ちい
ただければ、ご本人様に
代わって、代理の方に
お貸しすることが
可能になりました
【一人７点（うち
ＣＤ・ＤＶＤは３点
以内）】。ぜひ、
ご利用ください。

図書館棟
改修工事について

図書館は
夜７時まで
開館中です！

ご家族のカードで
借りてみませんか！

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。

特別整理期間に伴う
休館のお知らせ

▼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）

勤務場所

募集の種類

勤務日

市立保育所
保育士
保育補助員（保育士資格なし）
月～金（週２日以上）
＜保育士＞
8：30～16：30（7時間）または、8：30～17：00（7時間30分）
＜保育補助員＞
14：30～19：15（うち3時間以上）

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 ＜保育士＞1,006円～1,200円
 ＜保育補助員＞990円～1,125円
 ※雇用条件により、交通費・期末手当等支給あり。

その他

賃金・手当など

必要書類

市役所児童課（内線154）▼申込方法　市役所児童課で随時受け付けします。
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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。

市役所健康推進課 (保健センター )( 内線 311～ 318)

12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

13日（月）

7日（火）

16日（木）

8日（水）

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

３歳児健康診査

13：00～13：40

令和元年6月生まれのお子さん
に個別通知します。22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
10：15～10：30

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

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、健康推進課までお問合せください。
＜日程＞　○：空きあり　△：残りわずか　×：満員　（令和３年１1月17日現在）

※無料大腸がん検診も含みます。

12/6(月)
12/19(日)
1/19(水)
1/20(木)

○
○
○
○

× ○

〇
○
○
○

○

△
△

〇

×
×

○

○
○
○
○

○
○
○
○

～第165回～

歯周病は糖尿病によって悪化しやすくなる

12 月号 その ４７２
まだ間に合います！

やとみ健康マイレージ事業 歯周病は糖尿病の合併症の一つと考えられており､糖
尿病の6番目の合併症と認識されるようになりました。
糖尿病は主に高血糖が続く病気であり、これを放置

すると様々な重篤な合併症を生じます。
糖尿病の特徴的な合併症として、網膜症（失明）、腎
症(透析が必要となる)、神経症（手足のしびれ）が知ら
れています。糖尿病に固有ではありませんが、糖尿病に
かかると進行が早くなる合併症として、動脈硬化、心筋
梗塞、脳梗塞、歯周病などがあげられます。
歯周病は、慢性炎症を伴う進行性の疾患で、重度に

なると歯がグラグラになり、ものがかめなくなって、や
がて歯が抜けてしまう疾患です。
糖尿病を治療し安定化させると、歯周病が進行する
速度を遅くすることができ、歯周病を治療し安定化させ
ると､糖尿病の治療もコントロールしやすくなることが
わかっています。
糖尿病、歯周病の双方を進行させないようにするに

は、糖尿病の指標であるヘモグロビンA1ｃを7.0以下に
保つことと、歯周病に関しては、かかりつけ医にて、適
切な歯周治療と、定期的なメインテナンスを受けること
をおすすめします。

やとみ健康マイレージは、①健診を受け、②健康づくりを
30日間実践しポイントをためると、『あいち健康づくり応援
カード（まいか）』がもらえる事業です。
今年度、本事業に参加された方には、『きんちゃんタオル』

（先着300名）もしくは『特製きんちゃんボールペン』をさし
あげます。
▼対　象　小学生以上の弥富市在住・在勤・在学者
▼ポイントをためる期限
１2月31日（金）
▼ポイントカード提出期限
令和４年１月３１日(月)まで　(平日8:30～17:15)

▼提出先　保健センター
※ポイントカードはホームページよりダウンロード
または保健センター窓口で交付します
※詳しくは「やとみ健康マイレージ」で検索を！

令和3年7月
出生児

生後５～６か月頃の
お子さん

生後９か月頃の
お子さん

令和3年3月
出生児

保健
センター
(市役所
３階)

管理栄養士による離乳食の講話
があります。後期のみ歯のお話し
があります。
離乳食初期・中
期の動画がご覧
いただけます→

（海部歯科医師会）

お口の体操で表情が若返ります

『まいか』とは？…県内の
協力店で、サービスが
受けられる優待カード
協力店一覧は、市ホーム
ページで確認できます

長時間マスクをつけていると、お顔の
筋肉を動かさなくなり衰えてしまうこと
も・・・
お口の体操をすることで、顔の表情も
生き生きしてきます。
唇や舌の筋肉も鍛えられ、唾液の出も

よくなり、お口の機能が高まります。
そして舌がなめらかに動いて、食べ物

を飲み込みやすくなり『むせ』予防につな
がります。
市役所健康推進課（内線318）

口を閉じたままほ
おをふくらました
り、すぼめたりしま
す。

舌を出して上下に
動かしたり、左右に
動かしたりします。

口を大きく開けて、
舌を出したり引っ
込めたりします。

口を閉じて、口の
中で舌を上下した
り、ぐるりと回した
りします。
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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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