
図書館棟の名称が
「弥富まちなか交流館」
となります
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問い合わせ先（市外局番 0567）

（令和4年3月1日現在）

人口　43,952人（ー58）
男　　22,005人（ー40）
女　　21,947人（ー18）
世帯　18,344　（ー15）

令和 4 年度 組織改編のお知らせ
トピックス
・児童手当制度の一部変更について/
　児童扶養手当額・特別児童扶養手当額の改定について
・ひとり親家庭ファミリー・サポート・センター
　利用料助成金のご案内 /
　子ども医療費受給者証の交付について
・国民健康保険の加入、喪失手続きを
　お願いします
・国民年金からのお知らせ
・後期高齢者医療の所得申告について/
　愛知県後期高齢者医療制度協定保養所
　利用助成のご案内
新型コロナウイルスワクチン予防接種のご案内
保育のひろば
・栄南保育所
子どもは宝　やとみのたから
・４月生まれの子どもたち
SUKUSUKUPLAZA
教育の広場
・十四山西部小学校
・大藤小学校
４月の行事予定カレンダー
スマートフォン決済 (請求書払い )に
FamiPay、auPAYが追加されました
まちの話題
市長の部屋
くらしの情報
スポーツ
図書館NEWS
保健センターだより
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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）
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　２・３月分
《納期限：４月 30日（土）》
固定資産税　１期
《納期限：５月２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、産業振興課
　　　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

弥富まちなか交流館（市役所本庁舎南側）（月曜休館）　

1階　観光課（☎ 65－1106）
　　　歴史民俗資料館（☎65－4355）
2階　図書館（☎65－1117）

総合社会教育センター（月曜休館）
☎65－0002　　65－1777
（弥富市前ケ須町野方 802番地 20）

1階　生涯学習課

桜の開花を迎えた弥富市ですが、「2022 三花まつり」は新型
コロナウイルス感染症拡大の影響により中止が決定しておりま
す。しかし、総合社会教育センター南側桜並木では、3 月 26
日から 4 月10日まで「やとみ桜並木ライトアップ」を行っていま
す。また、三ツ又池公園ではネモフィラが見頃を迎えていますの
で、感染症対策を十分に行った上、ぜひご来場ください。

令和４年度　組織改編のお知らせ令和４年度　組織改編のお知らせ

観光事業、特産物の紹介・宣伝、キャラクターマークの使用など

商工業振興、中小企業資金融資、企業立地、消費生活相談など

統計調査

（移管先）

観光課　観光グループ

産業振興課　産業労働グループ

市民協働課　市民協働グループ

【課・グループ名改編箇所】

（旧）

４月１日より「商工観光課」を廃止し、各業務の所管が表のとおり変わります。

市の魅力ある観光の振興を図るため、「商工観光課」を観光部門に特化した「観光課」と改め、併せて産業部門の統一を
図るため、「農政課」を「産業振興課」と改めました。

※その他の主な見直し
　・農政課農政グループおよび農地グループを統合し、産業振興課農業振興グループと改称
　・児童課の特別児童扶養手当業務を福祉課に移管

（旧　商工観光課業務）

（新）
◆市民生活部

観光グループ観光課

弥富市庁舎

◆市民生活部
商工観光課

商工労政グループ
観光統計グループ

◆建設部
農政課

農政グループ
農地グループ
基盤整備グループ

産業労働グループ
農業振興グループ
（農政グループと農地グループを統合）

基盤整備グループ

◆建設部
産業振興課

市役所観光課、歴史民俗資料館

市役所企画政策課（内線 452）

案内図
弥富まちなか交流館
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第三子以降
加算額

《児童手当制度》の一部変更について《児童手当制度》の一部変更について

児童扶養手当額・特別児童扶養手当額の改定について児童扶養手当額・特別児童扶養手当額の改定について

６月から児童手当の制度が一部変更になります。
１ . 令和４年度現況届から受給者の現況を公簿などで確認することで、現況届の提出が原則不要とな
　　ります。現況届の提出が必要な場合もありますので、対象の方には個別に案内します。
２ . 特例給付の支給に所得上限限度額が設けられることにより、受給者の所得が所得上限限度額以
　　上の場合は支給されません。

 助成対象者について
弥富市に居住するファミリー・サポート・センターの利用会員で、児童扶養手当を受給されている方。
※令和４年４月利用分より適用となります。病児・病後児保育事業、産前・産後サポート事業は含みま
せん。 
 助成金を受けるためには
ファミリー・サポート・センターの会員登録をされていない方は、援助活動を利用できませんので、
まず会員登録を行ってください。
「弥富市ひとり親家庭ファミリー・サポート・センター利用料助成事業利用申請書」を市役所児童課に
提出してください。申請した月の初日と対象世帯となった日のいずれか遅い日以降の利用分が補助対象
となります。
利用後の翌月末までに、利用料助成金交付請求書を市役所児童課へ提出してください。
※申請書の様式は、市ホームページからダウンロードできます。
 助成金に関して
　市役所児童課 ( 内線 154 )

 ファミリー・サポート・センターの登録・利用に関して
　ファミリー・サポート・センター  ☎58－3352

市は、令和 4 年 4 月 1 日からお子さんの医療費助成を、市内に在住する 18 歳到達年度の末日まで
のお子さんに拡大します。
これに伴い、令和 4 年度に小学 1 年生になられるお子さんと、新たに対象となる年齢のお子さんに

「子ども医療費受給者証」を 3 月末に郵送でお届けしています。ただし、平成 16 年 4 月 2 日～平成
18 年 4 月 1 日生まれのお子さんは、新規交付申請が完了している方になります。（2 月に各ご家庭に
ご案内しています。）
4 月に入っても受給者証が届かない場合や受給者証の内容に変更がある場合は、速やかにお問い合

わせください。
なお、小学 2 年生から中学 3 年生で「子ども医療費受給者証」をお持ちのお子さんは、令和 5 年 3 月

末に新しい受給者証を郵送しますので、それまでは現在お持ちの受給者証をそのままお使いください。

児童手当と特例給付は、市内に住所を有し、中学校修了前（15 歳の誕生日後の最初の３月 31 日まで）
の児童を養育している父母などに支給されます。

児童扶養手当、特別児童扶養手当の支給額が令和４年４月より改定されます。

市役所児童課（内線155）

①所得制限限度額 ②所得上限限度額

8,580,000 円

8,960,000 円

9,340,000 円

9,720,000 円

10,100,000 円
※所得制限額は、扶養親族が 1 人増えるごとに
　38 万円が加算されます。

扶養親族
等の数
0 人

1 人

2 人

3 人

4 人

6,220,000 円

6,600,000 円

6,980,000 円

7,360,000 円

7,740,000 円

所得制限表

児童の年齢

3 歳未満

3 歳以上小学校修了前

中学生

15,000 円

10,000 円
（第３子以降は 15,000 円※） 5,000 円

10,000 円

児童１人当たりの月額

児童手当 特例給付

児童手当と特例給付の支給額

※第３子以降とは、高校卒業まで（18 歳の誕生日後の最初の３月 31 日まで）の
　養育している児童のうち、３人目以降をいいます。

 支給月
　原則として６月・10 月・２月にそれぞれの前月分までの手当を支給します。
 認定請求（申請）
　出生や転入などにより新たに児童手当（特例給付）の申請事由が生じた方は、認定請求（申請）が必要です。公務
員の場合は勤務先での申請となります。
　認定を受ければ、原則として、申請月の翌月分の手当から支給します。（出生日や転入日が月末に近い場合、申
請日が翌月になっても事由発生日の翌日から 15 日以内であれば、事由発生月の翌月分から支給します。）
 申請に必要なもの　
　◯申請者の健康保険証　◯申請者名義の通帳　◯申請者と配偶者の個人番号が分かるもの
　※状況により、その他の書類が必要になる場合があります。

 その他の届け出
　次の場合には届け出が必要です。
　・受給者や児童が転出するとき　　　　・振込口座を変更したいとき
　・受給者や児童の氏名が変わったとき　・新たに児童を養育することになったときや児童を養育しなくなったとき
　・受給者の加入する年金が変わったとき・児童が児童福祉施設などに入所したときや退所したとき
　・受給者または配偶者が所得更生したとき ・その他家庭状況に変更が生じたとき

 ファミリー・サポート・センターとは
保育施設への送迎や子どもの預かりなど、利用会員の要望に対して協力会員が援助し助け合う組織で
す。利用会員とその援助内容に応じることができる協力会員が、お子さんを交え、事前の打合せをした
後、相互の信頼と了解の上で支援をしています。

 ひとり親家庭ファミリー・サポート・センター利用料助成金とは
ひとり親家庭の仕事と育児の両立や子育ての負担軽減を目的にファミリー・サポート・センターの利
用料の半額を、1 カ月当たり 1 万円を上限に補助します。ただし、交通費、食事代、おやつ代、おむつ
代などの実費負担料およびキャンセル料は補助対象外です。

本体額

第二子
加算額

全部支給
一部支給
全部支給
一部支給
全部支給
一部支給

１級
２級

43,160円
43,150円～10,180円

10,190円
10,180円 ～ 5,100円

6,110円
6,100円 ～ 3,060円

52,500円
34,970円

43,070円
43,060円～10,160円

10,170円
10,160円 ～ 5,090円

6,100円
6,090円 ～ 3,050円

52,400円
34,900円

児童扶養手当

～令和 4 年 3 月（月額） 令和 4 年 4 月～（月額）

特別児童扶養手当

【基本事業】平日 7：00 ～ 19：00/1 時間当たり 700 円
※上記以外の時間や土・日曜日、祝日などは料金が異なります。

子ども医療費受給者証の交付について

ひとり親家庭ファミリー・サポート・センター
利用料助成金のご案内（令和４年４月より開始）

利用料金

協力会員に支払った「報酬」の 1/2　( 上限　月１万円 )

助成額

市役所保険年金課（内線 126・127）

受給者の所得が所得制限表①未満の場合　→　児童手当
受給者の所得が所得制限表①以上②未満の場合　→　特例給付
受給者の所得が所得制限表②以上の場合　→　支給されません
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国民年金からのお知らせ国民年金からのお知らせ国民健康保険の加入、
喪失手続きをお願いします
国民健康保険の加入、

喪失手続きをお願いします
TOPICSTOPICS TOPICSTOPICS

学生納付特例制度のご案内 ～学生の方へ～

　 中村年金事務所　国民年金課　( 名古屋市中村区太閤 1－19－46)
　　☎(052)453 ー 7200　自動音声案内「2」を押した後、もう一度「2」を押してください。
　　市役所保険年金課（内線 125）

　国民年金は 20 歳以上であれば、学生も加入、国民年金保険料を納付しなければなりません。
しかしご本人の所得が一定額以下の場合、国民年金保険料の納付が猶予される「学生納付特例制
度」があります。
＊日本年金機構から学生納付特例申請のハガキが届いている方は、ハガキによる申請をお願いします。
＊申請の審査結果は、日本年金機構から本人に通知されます。

前年所得が 128 万円以下である 20 歳以上の学生
（大学（大学院）、短期大学、高等学校、高等専門学校、専修学校および各種学校に在学する学生など）
※各種学校その他の教育施設については、個別に定められています。

対象者

国民健康保険の手続き

令和 4 年度分の申請は、4 月 1 日（金）より受け付けを開始します。
受付開始期間

・市役所保険年金課、十四山支所または中村年金事務所国民年金課
申請先

・基礎年金番号（年金手帳、国民年金保険料納付書など）またはマイナンバー（注）
・学生証または在学証明書（在学証明書は原本が必要です）
・退職（失業）し学生になった場合は、雇用保険被保険者離職票または雇用保険受給資格者証

（注）マイナンバーにより申請を行う場合は以下の書類が必須です。
・マイナンバーカードまたはマイナンバーが確認できる書類（通知カードまたはマイナンバーの表示がある住民票）
・身元確認書類（運転免許証、パスポート、在留カードなど）

学生納付特例制度は、保険料の納付義務を猶予するためのものです。将来受け取る年金額を増額させるた
めにも、追納をお勧めします。
①免除が承認された期間は、将来受け取る年金の受給資格期間には算入されますが、年金額には反映されません。
　（カラ期間として扱われます）
②10 年間に限り追納することができます。（追納した期間は保険料納付済み期間として年金額に反映されます）
③学生納付特例を受けた 3 年度目以降追納する場合は、当時の保険料に加算額が上乗せされます。
④追納保険料には、口座振替はご利用できません。
　追納には申し込みが必要です。詳細につきましては、年金事務所へお問い合わせください。

必要書類

・20 歳以上の学生である期間のうち、過去期間は申請時点の 2 年 1 カ月前か
　
・1 枚の申請書につき 1 年度分（4 月から翌年 3 月まで）の申請となります。
  過去の年度分も申請する場合は、申請年度毎の申請書の提出をお願いします。

申請期間

＜追納のご案内＞

毎年、４月は転入、転出または会社に入社、退社されること
などが多くあります。
国民健康保険への加入や喪失（やめる）は、自動的にはできま
せんので各自にて届け出が必要です。
健康保険の資格に変更がありましたら、14 日以内に市役所
保険年金課へ届け出てください。（届け出が遅れますと保険給付
できない場合がありますのでご注意ください）

高額療養費の手続き
高額療養費とは、１カ月に支払った医療費の自己負担分が限度額を超えたとき、その差額が支
給される制度です。（70 歳未満の方と 70 歳以上の方では、限度額や条件が異なります。また、加
入している保険によって申請方法が変わります）
弥富市国民健康保険の被保険者で高額療養費に該当となる方には、２～３カ月後に市役所保険
年金課から高額療養費の申請書が送られます。申請時には、医療機関の領収書が必要となります
ので、大切に保管してください。

(※) 国民健康保険の各種届出書や申請書にマイナンバーを記入していただく必要があります。上記の「手続きに必要
　　なもの」のほかに、マイナンバーカードまたは通知カードと、運転免許証などの本人確認ができる書
　　類をお持ちください。

市役所保険年金課（内線 122・123）

こんなとき 手続きに必要なもの

加入するとき

やめるとき

その他

職場の健康保険をやめたとき

他市町村から転入したとき

子どもが生まれたとき

職場の健康保険に加入したとき

他市町村へ転出するとき

死亡したとき

市内転居したとき

氏名・世帯主が変わったとき

被保険者証を紛失したとき

健康保険をやめたことの証明書　(※)

(※)

保険証、職場の健康保険の保険証　(※)

保険証　(※)

保険証、葬儀の領収書、
喪主の振込口座（葬祭費支給のため）　(※)

保険証　(※)

(※)

ら（すでに保険料を納付した月を除く）将来期間は年度末まで申請できます。
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予約・　 弥富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）

※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。
※ワクチン接種は健康観察の時間（30分程度）を含め45分～１時間程度かかります。

新型コロナウイルス感染症に関する相談窓口・受診方法について
▼受診・相談センター

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

電話相談窓口

津島保健所

電話番号

24－6999

受付日時

電話番号 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)

26ー1133
(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)
毎日:24時間体制

夜間・休日
相談窓口

（052）
526－5887

【平日夜間】17：30～9：00
【土・日曜日、祝日】24時間体制

愛知県救急医療情報センター
かかりつけの診療所などが開いていないとき、愛
知県救急医療情報センターにおいても診療・検査
医療機関を案内しています。

▼相談・受診方法

新型コロナウイルスワクチン
予防接種のご案内 令和４年 3 月 11 日現在

ワクチン接種について

弥富市ホームページ
新型コロナウイルスワクチン
推進室からのお知らせ

弥富市新型コロナウイルス
ワクチン予防接種
Ｗｅｂ予約はこちら

【1・2 回目の接種をご希望の方】
＜12歳以上の方＞
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市内の個別医療機関で１回目・２回目の接種を実施して
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。
＜5歳から 11歳までの小児用ワクチン接種をご希望の方＞
5 歳から 11 歳までのお子さんを対象に、市内の個別医療機関で１回目・２回目の接種を実施しております。5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。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。
※ 5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。
※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、必ず予定を空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。

2 回目接種の接種終了後、6 カ月以上経過した 18 歳以上の方が接種対象となります。
対象の方へは、接種時期を考慮して個別に接種券付き予診票を送付します。2 回目接種より 6 カ月が経過して
も接種券付き予診票が届かない場合は、市役所健康推進課までお問い合わせください。
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 5 カ月以上経過した方
が 3 回目接種の接種券発行申請をすることができます。詳しくは市ホームページに掲載しています。
使用するワクチンはファイザー社製またはモデルナ社製です。ワクチンの種類を確認の上、予約してください。
ワクチンの説明書は市のホームページに掲載しております。

【3 回目の接種をご希望の方】

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。

愛知県後期高齢者医療広域連合　給付課　☎ （052）955－1205

後期高齢者医療制度の加入者およびその同一世帯の人は、課税される収入がなく、税法上の申告義務
がない場合でも、所得の申告が必要です。
収入が少ない世帯であっても、世帯の中に所得申告をしていない人がいると、保険料の軽減制度が受
けられません。また、高額療養費の自己負担限度額が上がったり、食事代の減額が受けられなくなった
りすることがあります。正しい判定をするためにも、毎年５月までには市役所税務課へ前年所得の申告
をしてください。
ただし、次の方は改めて申告をしていただく必要はありません。
・所得税の確定申告をする人
・給与収入のみで、勤務先で年末調整をした人
・公的年金収入のみの人（遺族年金や、障害年金のみの人は申告が必要です）

被保険者の皆さんの健康の保持・増進を目的に、次の協定保養所に宿泊する場合、１人１泊につき
1,000 円を助成します（４月１日から翌年３月 31 日までの１年間で、全保養所合わせて４泊まで助成
します）。
※開館状況の確認や宿泊予約につきましては、各保養所に直接お問い合わせください。

ご予約時に協定保養所へ「愛知県後期高齢者医療制度の被保険者」であることを伝え、宿泊当日、
保養所の窓口で後期高齢者医療の保険証および希望者に渡される利用カードを提示し、利用カード
に押印を受けてください。（保険証は必ずお持ちください。マイナンバーカードは使用できません）

後期高齢者医療の
所得申告について

市役所保険年金課（内線 126・127）

利用方法

　　　愛知県後期高齢者医療制度
協定保養所利用助成のご案内

ところ

東浦町

長野県木曽郡王滝村

蒲郡市

江南市

豊田市

協定保養所名

あいち健康の森プラザホテル

おんたけ休暇村

サンヒルズ三河湾

すいとぴあ江南

豊田市百年草

電話番号

（0562）82－0211

（0264）48－2111

（0533）68－4696

（0587）53－5555
（予約専用番号）

（0565）62－0100

TOPICS

TOPICS

※国の方針により変更することがあります。ご了承ください。
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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

「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分から登録受け付けをしています。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。

基本事業 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。

会員登録出張所 ところ／弥生子育て支援センター　持ち物／母子手帳

月～金　8：30 ～ 17：00

4 月 21 日（木）10：00 ～ 11：30

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 )

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

病児・病後児保育事業

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

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

※お話しタイムはさくら・大藤・栄南（月曜日）、白鳥・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 ー 0008
弥生子育て支援センター
☎65 ー 8211
東部子育て支援センター
☎52 ー 4612

電話相談 9：00～ 16：30
面接相談 13：00～16：30
訪問相談 13：00～15：30（要予約）
臨床心理士の個別相談（要予約）

なかよしひろば、年齢にあわせて、 わくわくベ
ビー、キッズ、チャイルド、フレンズ、マタニ
ティーを行っています。( 人数制限あり )
※「わくわくだより」・ホームページを通して
情報と日程をお知らせします。

相談日　月～金曜日 行　　事

※詳しくは、各子育て支援センターにお問い合わせください。

“みんなで子育て”応援します！子育て支援センター

  飯山　翔平くん
いい やま しょうへい

3歳
（五明）

我が家の王子♡３歳おめでとう

  伊藤　亜珠ちゃん
い  とう あ　　ず

２歳
（鯏浦町）

元気いっぱい２歳おめでとう！

  上西　逸斗くん
うえ　にし はや　と

1歳
（平島中）

仲良し三兄弟の末っ子♡大好き♡

  砂田　紗久斗くん
す な  だ さ く  と

１歳
（鯏浦町）
我が家の天使♡

  髙木　友結ちゃん
た か　ぎ ゆ　 い

3歳
（鯏浦町）

優しく元気な子に育ってね☆

  竹内　悠くん
た け う ち ゆ う

３歳
（前ケ須町）
外遊び大好き♬

  碓井　彪生くん
うす  い い　ぶき

１歳
（寛延）

ニコニコ笑顔の薄毛ちゃん☆

  森谷　紬ちゃん
も り　や つむぎ

３歳
（前ケ須町）
愛嬌抜群♡

※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　4月8日(金)～15日(金)【必着】
▼対 象 者　6月生まれで1歳～3歳までの子

ホームページでも
お写真を紹介しています！問市役所人事秘書課（内線475）

※「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。

さくら児童館
☎65－6191

白鳥児童館
☎66－1036

栄南児童館
☎68－6266

じどうかんであそぼう

弥生児童館
☎65－8107

大藤児童館
☎68－4101

東部児童館
☎52－4611

4月16日（土）
10：30～11：00
説明会、手遊び
体操、おはなし

4月16日（土）
10：30～11：00
説明会、手遊び
体操、おはなし

4月16日（土）
10：30～11：00
説明会、手遊び
体操、おはなし

4月16日（土）
10：30～11：00
説明会、手遊び
体操、おはなし

4月16日（土）
10：30～11：00
説明会、手遊び
体操、おはなし

4月16日（土）
10：30～11：00
説明会、手遊び
体操、おはなし

4月9日（土）
10:30～
定員20名

4月9日（土)
10:30～
定員15名

4月9日（土）
14:00～
定員15名

4月23日（土）
14：00～16:00

4月9日（土）
14：00～16:00

4月20日（水）
16：00～17：00

4月16日（土）
13:30～
定員 なし

4月9日（土）
14:00～
定員20名

4月9日（土）
14:00～
定員20名

4月16日（土）
14：00～16:00

4月16日（土）
14：00～16:00

4月16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）

★新一年生を
迎える会

（小学生対象）
4月30日（土）
10:30～11:30
5月7日(土)

13:30～14:30
定員 各10名

5月7日（土）
①9:30～10:30
②10:45～11:45
定員15名

4月30日（土）
①10:30～11:30
②13:30～14:30
定員15名

4月30日（土）
10：30～12：00
5月7日(土)

13:30～14:30
定員各10名

5月7日（土）
①13:30～14：30
②14：30～15：30
定員各10名

4月30日（土）
14:00～
5月7日(土)
14:00～
定員各10名

★母の日
プレゼント作り

（小学生対象二部制）

★じどうかんであそぼう
（１歳児以上～
未就学児対象）

※行事によっては対象年齢が
変わりますので、各児童館に
お問い合わせください。

月1回土曜日
10：30～ 11：00

4月1日～5月10日児童館だより
★各児童館共通　開館時間　9:30 ～ 18:00  　休 館  日　日曜日・祝日　

伝統行事を通して育む感性

保育
のひろば

　保育所では、1年を通して季節の節目にさ
まざまな伝統行事を行っています。
　こどもの日には、成長したことを喜び、こ
いのぼりや兜を制作します。そして、爽やか
な気候の中、体を動かして『こどもの日の集
い』を行います。七夕には、制作した笹飾り
や願いごとを書いた短冊を笹に飾り、七夕の
由来を聞いて『七夕の集い』を行います。お正
月を迎える準備では、餅つきをして鏡餅や花
餅を作り保育室に飾ります。お正月の遊びと
して、昔から親しまれてきた凧揚げやこま回
し、カルタなどを友だちと楽しんでいます。
『ひなまつり』では、自分で作ったお雛様を飾
り、5歳児の女の子が着物を着て踊りを踊っ
て、おもてなしをしてくれます。
　さまざまな伝統行事を経験し、そこに込め
られた願いに触れていく中で感性豊かに心も
身体も大きく育って欲しいと思います。

ピンク色のお餅
“ちょん”と触ってみたよ

お祭りのはっぴを着て
音頭に合わせて
太鼓を打つよ

先生と一緒に
笹に飾ったよ

手作り扇子を持って
おひなさまみたいでしょ

みんなのお部屋に
飾ります

あかりをつけましょ
\ぼんぼりに～♬/\ /

\ドンドン♬/

栄南保 育所

大好きなキャラクターのおめんをかぶって

七夕の集い

餅つき・花餅作り

夏まつり

ひなまつり

4
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　新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、昨年度の学校行事は延期や縮小という形をとらざるを得なくな
りましたが、教職員や子どもたちのアイデアや工夫にあふれる、充実した活動となりました。

　８つのふれあい班が紅白２つのブロックに分かれて、さまざまな競走・競技種目で競い合いました。特
に、借り物障害物競争では５・６年生の児童が考案した借り物や障害で全校児童とともに楽しく競技する
ことができました。

　９月に予定されていましたが、残念ながら延期となり、日帰り日程で行いました。砂時計作りや仲間と
ともに行った自然の中での体験活動（友情の砂山作り）は、心に残る良い思い出となりました。

　１１月には新型コロナウイルス感染症の感染状況も落ち着き、京都・奈良へ１泊で行くことができまし
た。クラスの仲間と過ごした１泊２日の時間は一生の思い出となりました。

十四山西部小学校教育の広場 大藤小学校教育の広場

　12 月 1 日に、校内持久走大会を行いました。この日に向けて、児童は 2 時間目と3 時間目の間の休み
時間に練習を重ねてきました。大会当日は、寒風吹きすさぶ中ではありましたが、参加児童一人ひとりが自
分の力を精いっぱい出し切って、最後まで走り抜くことができました。

　2 月 2 日に児童会役員が計画した、全校集会（たてわり対抗借り物競争）を運動場で行いました。まず、たて
わりグループでペアを作り、スタートの合図でそれぞれのペアが、運動場の中央にいる係の児童のところまで走
り、カードを引きます。そこに書いてある物を探して、ゴールに早く到着したペアから高得点が得られ、その合
計点で順位を競うというゲームです。借りるものは、掃除道具や体育用具や先生などでした。ペアで力を合わ
せて走る姿に、会場は、大いに盛り上がりました。

　令和２年度は、コロナ禍で数々の学校行事が、中止や縮小になってしまいました。令和 3 年度は、コロナ禍でも
開催できるように行事の内容を検討し、感染予防に努めながら、実施しました。今回は、その中から「学習総合発
表会」「持久走大会」「全校集会（たてわり対抗借り物競争）」について紹介します。

　例年、体育館を会場にして行ってきた学習発表会ですが、今年度より学習総合発表会という名称に変更し、11
月13日に行いました。会場は各教室などで、３部構成に分けて、学年ごとで行いました。「生活科」（１・２年）と「総
合的な学習の時間」（３・４・５・６年）を使って各自がテーマに沿って調べてきた成果を、保護者に発表しました。

運動会

野外学習

修学旅行
全校集会（たてわり対抗借り物競争）

コロナ禍の中で行われた学校内行事

学習総合発表会

校内持久走大会
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休休館日・運休行事予定カレンダー月4
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。
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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4年4 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
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19

26

12
休きんちゃんバス

休きんちゃんバス

休きんちゃんバス

休きんちゃんバス 休図書館

休きんちゃんバス休図書館

休図書館

中学校入学式(各中学校)
消費生活相談（予約制）
（市役所）
13:30～16:00
中村年金事務所による
年金相談（予約制）（市役所）
10：00～15：00

市民文化展
（総合社会教育センター）
9:00～17:00

市民文化展
（総合社会教育センター）
9:00～17:00

市民文化展
（総合社会教育センター）
9:00～15:00

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

名古屋都市計画地区計画の
決定（案）の縦覧(P18)
～19日（火）まで
（市役所）

小学校入学式(各小学校)

消費生活相談（予約制）
（市役所）
13:30～16:00

はっさん会（認知症家族の会）
（総合福祉センター）
10：00～11：30

生活自立支援相談
（市役所）
9：00～正午

生活自立支援相談
（市役所）
9：00～正午

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

消費生活相談（予約制）
（市役所）13:30～16:00
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

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
（十四山総合福祉センター）
13：00～16：00

心配ごと相談所
行政相談所
（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
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

≪納期限 4月30日≫
下水道等使用料　 2・3月分
≪納期限 5月2日≫

固定資産税 1期

もりや整形外科
(あま市)
☎４４５－３７１１

奥村整形外科(大治町)
☎４４５－５６６７

はせ川外科
(津島市)
☎２４－３３７０

鈴木整形外科
(愛西市)
☎２８－８８３８

小西整形外科
(あま市)
☎８７５－７１７８

※手話通訳者の設置　毎週水曜日（市役所福祉課）9：00～正午

問

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」
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」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

休図書館

昭和の日

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、市税および保険料の納付ができます。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、コンビニエンスストアなどの窓口に出向くことなく、いつでも、ど
こでも納付可能です。

●バーコードが印字されていないもの、汚れや破れなどで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
限が過ぎている納付書などは、利用できません。

●オンライン決済のため領収証書は発行されません。領収証書が必要な方は、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。

●市役所窓口で納税証明書（車検用など）が発行できるのは、納付完了からおおむね２開庁日以降となります。お急ぎで納税証
明書が必要な方は、納付書裏面に記載の金融機関、コンビニエンスストア、市役所で納付していただき、市役所収納課窓口で
領収書を提示のうえ納税証明書の交付申請をしてください。

●軽自動車税を納期限内に納付された方には、６月中旬頃に市から車検用の納税証明書を送付します。ただし、過年度に未納が
ある場合を除きます。

●口座振替（自動払込）をご利用中の方は、解約届の提出が必要です。解約届は、市役所窓口に設置してあります。郵送での対
応も可能です。なお、解約手続きの時期によっては振替（払込）停止が間に合わない場合があります。

●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。
●ポイントの付与やチャージ方法、お支払い上限額などアプリによって異なります。詳細については、各アプリへお問い合わせ
ください。

スマートフォン決済（請求書払い）に
ＦａｍｉＰａｙ、ａｕＰＡＹが追加されました

　市役所収納課（内線 224・225）、市役所保険年金課(内線 126・127)、市役所介護高齢課 ( 内線 172・173）

PayPay
残高から支払い

PayPay
LINE Pay

残高から支払い

LINE PayPayB
登録した

金融機関口座から
即時引き落とし

FamiPay
FamiPay残高から

支払い

auPAY
auPAY残高から支払い

スマートフォン決済アプリの利用にあたっての注意事項

利用方法

利用可能なスマートフォン決済アプリ

STEP 1
上記いずれかのスマート
フォン決済アプリをス
マートフォン（またはタ
ブレットなど）にインス
トールし、必要事項を登
録します。

STEP 2 STEP 3 STEP 4
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。（完了メッ
セージをご確認くだ
さい）

納付できる
市税・保険料

市県民税
（普通徴収）

固定資産税 軽自動車税
（種別割）

国民健康
保険税

後期高齢者
医療保険料 介護保険料
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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。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
暖かな春の日ざしがなによりうれしい季節となりました。
本来でしたら春爛漫のなか、皆さんと一緒に「三花まつり」を満喫するところではご
ざいますが、いまだに新型コロナウイルス感染症の収束が見通せないため、まつりの
開催を中止いたしました。
しかし、総合社会教育センター南側の桜並木のライトアップされた夜桜、三ツ又池
公園の芝桜、森津の藤の棚などを巡ることはできますので、密を避けてどうぞお楽し
みください。
結びに、新年度に入り何かと諸事ご多用のことと存じますが、花冷えの折、くれぐ
れもご自愛ください。

森津の藤と藍亭

藍亭

中北薬品株式会社と地域包括ケアの
推進にかかる連携協定を締結しました

今月号から観光マップの「新田開発歴史めぐりコース」に
沿って、見どころを紹介します。
コースのスタート地点の森津の藤公園には、服部擔風の
書斎「藍亭」があります。
服部擔風は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。明治 35 年に藍亭を建ててか
ら約 50 年にわたり詩作や読書などに愛用し、遠方から訪
れる多くの客をもてなしました。
昭和 39 年に擔風が没した後、藍亭は弥生小学校や個人
邸に移されました。平成29年の擔風生誕150年にあたり、
擔風もおとずれた森津の藤公園に移築、保存されていま
す。毎年森津の藤まつりに合わせ内部を公開しています。

問題 風速何メートルから人が歩くことが困難になると思いますか？

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 P17 の下をご覧ください。

１５～２０ｍ
❷ ❸

２０～２５ｍ
❶

１０～１５ｍ

②　風に向かって歩くことができなくなり、転倒の危険性も高まります。また、看板やトタン板が外れやすくなります。 答 え

市と中北薬品株式会社は、市民の皆さんが
住み慣れた地域で安心して暮らせるまちづくり
の実現に向け、幅広い分野で支えあう地域包
括ケアシステムの推進を図るため、２月２１日
に連携協定を締結しました。
この連携協定により、
（１）高齢者・障がい者・子育て支援に
　　関すること
（２）健康づくりに関すること
（３）その他、地域包括ケアシステムを推進
　　 する取り組みに関すること
などの事項を効果的に推進していきます。

竹島水族館
弥富金魚展
2 月19日から4月11日まで、
蒲郡市にある竹島水族館にて弥
富金魚展が開催されています。
オランダ獅子頭や江戸錦など色
鮮やかな金魚が泳いでおり、多
くの来館者の目を引いていました。
また、昨年同水族館で行われ
た「やとみの金魚”すくって★！
大作戦‼”」にて作成したモザイ
クアートも同時展示されています。

らんてい

たんぷう

らんてい
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▼縦覧場所
市役所都市整備課、市ホーム
ページ

▼意見書の提出
この縦覧は、都市計画法第17
条第 1 項の規定に基づくもの
で、住民および利害関係人は、
縦覧期間内に限り、意見書を
提出することができます。

▼提出方法
閲覧場所備え付けもしくは市
ホームページの様式に意見を
記入し、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。
67－4011
toshikei@city.yatomi.lg.jp
市役所都市整備課（内線 264）

高齢になっても、住み慣れた
地域で安気な生活を送ることは、
誰もが願うことです。市では、
いつまでも元気で自立した生活
を送るための支援のひとつとし
て「88 歳おたっしゃ訪問」を実
施しています。ご本人の日頃の
様子をお聞きしながら、市が提
供している住民サービスの紹介
を兼ね、介護予防についてお話
しします。なお、新型コロナウ
イルス感染拡大防止の観点から、
訪問ではなく電話対応をしてお
ります。
▼と　き
88歳の誕生月

▼対象者
満88歳を迎える方
▼連絡者
市地域包括支援センター（海
南病院総合相談センター、な
でしこ指定居宅介護支援事業
所）の職員
市地域包括支援センター
☎65－5521
市役所介護高齢課
（内線174・175）

▼と　き
令和5 年1月8日（日）午後1時

▼ところ
十四山スポーツセンター

▼対象者
平成 14 年 4 月 2 日～平成15
年 4 月1日生まれの方
※現在、就職・大学などで住民
票を市外に異動されている方
は案内状が届きません。
弥富市で参加を希望される方
　はお問い合わせください。
市役所生涯学習課（総合社会
教育センター）

令和5年1月8日（日）に行う「二
十歳のつどい」の企画や運営を
自分たちの手で演出してみませ
んか。
▼対象者
平成14年4月2日～平成15年
4 月1日生まれの方

▼内　容
式典およびアトラクションの
内容を企画・運営など
▼募集期間
4 月26日（火）～ 5月29日（日）
市役所生涯学習課（総合社会
教育センター）

毎年５月に市内各所にて狂犬
病予防集合注射を実施していま
すが、新型コロナウイルス感染
症の拡大防止とご来場される皆
さんのご健康や安全を第一に考
え、関係団体との協議の結果、
令和 4 年度の狂犬病予防集合注
射を中止とします。
ご来場を予定されていた皆さ

んにはご迷惑をおかけしますが、
ご理解ご協力をお願いします。
なお、狂犬病予防注射の接種

は動物病院で受けることができ
ますので、3月に送付しました狂
犬病予防注射の案内葉書を動物
病院へお持ちください。診察時
間や料金などについては、各動
物病院へお問い合わせください。
市役所環境課（内線 234）

市内犯罪発生状況（令和4年1月）

4月1日から4月10日までの間
は、春の安全なまちづくり県民
運動期間です。新生活がスター
トする4月は、不慣れな生活から
隙が生じやすく、泥棒や痴漢な
どの犯罪が増える時期です。安
全で住みよい地域社会実現のた
め、一人ひとりが防犯意識を高
め、防犯環境作りに取り組みま
しょう。

【犯罪にあわない】
犯罪に巻き込まれないために
は、日頃から防犯の対策が大
切です。施錠をする、補助錠
を付けるなど、小さなことか
らでも少しずつ取り組みま
しょう。

【犯罪を起こさせない】
子どもの登下校の見守り活動、
自主パトロール活動、環境浄
化活動などを、地域の連帯感
をもって実施し、犯罪の機会
を与えないようにしましょう。

【犯罪を見逃さない】
犯罪を目撃したり、不審者を
発見したときには、すぐに警
察に通報しましょう。
愛知県蟹江警察署 生活安全課
☎95－0110（内線262・263）
市役所市民協働課（内線 434）

性犯罪・性暴力は、被害者の
尊厳を著しく踏みにじる行為で
あり、その心身に長期にわたり
重大な悪影響を及ぼします。
特に、10 代から 20 代の若年

層への性犯罪・性暴力は、未熟
さに付け込んだ重大な人権侵害
であり、決して許されるもので
はありません。
4 月は進学や就職などに伴い、

生活環境が大きく変わり、被害
に遭うリスクが高まります。も
し、被害に遭ってしまったら、
ひとりで悩まず、まずはご相談
ください。
▼相談窓口
ワンストップ支援センター全
国共通短縮電話番号
☎＃8891
警察相談専用電話
☎＃9110
市役所市民協働課（内線 433）

歴史民俗資料館は4月1日（金）
に、弥富まちなか交流館１階に
リニューアルオープンしました。
新しい資料館では、市民の皆
さんから寄贈いただいた資料や
写真をもとに郷土の歴史や自然、
災害、昔のくらしなどを分かり
やすく紹介しています。他にも
昔のくらしが体感できるコー
ナーなどたくさんの見どころが
あります。また、弥富金魚のえ
さやりや白文鳥とのふれあいも
楽しめます。新しくなった資料
館にぜひお出かけください。
資料館の情報は市ホームペー
ジや公式ツイッターで発信して
います。
▼開館時間　午前9時～午後5時
▼休館日　月曜日
　歴史民俗資料館

固定資産税の納税者の方が、
自己の土地や家屋と他の土地や
家屋の価格とを比較することが
できます。
土地の納税者の方は土地価格
等縦覧帳簿を、家屋の納税者の
方は家屋価格等縦覧帳簿をご覧
になれます。
▼と　き
4月1日（金）～5月2日（月）
午前8時30分～午後5時15分
（土・日曜日、祝日を除く）
▼ところ
市役所税務課
▼縦覧できる人　
 ・納税者本人およびその同居の
親族、相続人
 ・納税管理人
 ・納税者の代理人（委任状が必
要）
※非課税および免税点未満の土
地や家屋の所有者の方は、納税
者でないため縦覧できません。
※賦課期日（令和4年1月1日）後
に所有者となった方は縦覧で
きません。

▼必要なもの
 ・本人確認書類（運転免許証、
健康保険証など）
※法人の場合は、社印または代
表者印を押印した委任状
市役所税務課
（内線 212 ～ 214）

固定資産税の納税義務者の方
が、自己の資産について固定資
産課税台帳に登録された内容を
確認することができます。
▼と　き
通年（4 月 1 日（金）から）　
午前8時30分～午後5時15分
（土・日曜日、祝休日を除く）
▼ところ
市役所税務課
▼手数料
1枚200円（ただし、5月2日（月）
までは無料）
▼閲覧できる人
 ・納税義務者本人およびその同
居の親族、相続人
 ・納税管理人
 ・納税義務者の代理人（委任状
が必要）
※借地人・借家人は、賃貸権、
その他の使用または収益を目
的とする資産のみ閲覧できま
す。（契約書などが必要です）
▼必要なもの
 ・本人確認書類（運転免許証、
健康保険証など）
※法人の場合は、社印または代
表者印を押印した委任状
市役所税務課
（内線 212 ～ 214）

前ケ平地区計画の決定に関す
ることについて、案の縦覧を行
います。
▼都市計画の種類および名称
名古屋都市計画地区計画の決
定（市決定）
▼縦覧期間
4月 5日（火）～ 19日（火）
午前8時30分～午後5時15分
（土・日曜日を除く）

 ・ボランティア活動に理解と関
心のある方

 ・全ての研修日程に出席できる
方（研修日程は５月中旬頃に
公表予定。公表後申込者に対
し、参加への最終確認をさせ
ていただきます）

※原則、研修会場へは公共交通
機関により直接行っていただ
きます。

　（交通費は実費支給します）
※登録研修会を安全に行うため
の事前健康診断として、研修
会初日までにあいち健康プラ
ザにて健康度評価を受検して
いただきます。なお、健康度
評価の結果によっては、研修
会への参加を見合わせていた
だく場合があります。

※愛知県が定める研修会開催要
綱の見直しがあった場合、一
部内容などが変更となること
があります。

▼募集期間　
　４月４日（月）～ 28 日（木）
　・　市役所介護高齢課
　（内線 174・175）

地域の皆さんとの交流を深め
ながら、河川愛護の普及啓発を
行い、愛される川づくりについ
て一緒に考えていただくため、
河川愛護モニターを募集してい
ます。
▼モニター期間
7 月 1日（金）～令和 5 年 6 月
30日（金）

▼活動内容
日常生活の範囲内において知
り得た河川に関する状況や情
報について、木曽川下流河川
事務所（担当出張所）へ報告
する。

▼モニター区間
①木曽川左岸
木曽岬町源緑輪中（国道 23
号木曽川大橋）から愛西市立
田町富安（立田大橋）まで

②木曽川右岸
桑名市長島町福吉（国道 23
号木曽川大橋）から愛西市福

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。
また、新型コロナウイルス感
染症拡大防止のため、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 300 円・中学生 150 円

①10：00～②14：30～③18：30～

※講習は 1時間半程かかります。
※予定は変更になる場合があり
ます。
※運動のできる服装と上履きを
お持ちください。
※初回は予約が必要です。
十四山スポーツセンター
☎52－2110

新型コロナウイルス感染症の

原新田町（船頭平閘門）まで
▼募集人数　
モニター区間①・②各1名（採
用人数を調整する場合があり
ます）

▼応募資格　
 ・20歳以上でモニター区間の近
隣にお住まいの方

 ・川に接する機会が多く河川愛
護に関心のある方

▼応募方法
詳細は、ホームページに掲載
している募集要項をお読みの
上、応募用紙を郵送または
FAX で送付してください。

▼応募締切　5 月 6 日（金）
国土交通省　中部地方整備局
木曽川下流河川事務所　
（三重県桑名市大字福島 465）
☎（0594）24－5718
（0594）24－5725
https://www.cbr.mlit.go.j
p/kisokaryu/kasenaigo/

毎年、河川愛護の活動として、
川についての関心や、川を大切
にする気持ちを高めてもらうこ
とを目的に、木曽三川沿いに住
んでいる小学生から河川愛護ポ
スターを募集します。
▼募集内容
河川愛護に関するポスター「川
をきれいに」「川を大切に」な
どの標語をいれて、八つ切り
画用紙（よこ指定）に描いて
ください。

▼応募資格
小学生に限ります。詳細は、
ホームページをご覧ください。

▼募集期間
4 月 1 日（金）～ 6 月 3 日（金）

▼その他
応募作品は全て河川に看板と
して設置します。また、河川
愛護ポスター展（7月実施予定）
として展示いたします。
国土交通省　中部地方整備局
木曽川下流河川事務所　
（三重県桑名市大字福島 465）
☎（0594）24－5718
（0594）24－5725

https://www.cbr.mlit.go.j
p/kisokaryu/kasenaigo/

▼訓練期間
7月5日（火）～12月23日（金）
（6カ月）
▼選　考
筆記試験、面接（6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）を取得している人。

▼定　員 　20 人
▼受講料
無料（ただし教科書、作業服
代などは負担）

▼申込方法
4月1日（金）から5月31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。

▼その他
説明会をポリテクセンター名
古屋港で 4 月20日（水）、5 月
11日（水）、18日（水）の 9 時
30分から実施（予約不要）
ポリテクセンター名古屋港（名
古屋市港区潮凪町3番地）
☎（052）381－2775
https://www3.jeed.go.jp
/nagoyakouwan/poly/

　初心者を対象として、弓の正
しい引き方、身体の構えと動作、
心気の安定を学び、的に向かっ
て矢を放つ楽しさを習得すると
ともに、健康・体力の保持増進
を図ることを目的とする。
▼と　き
 ・夜間コース
5月14日（土）～ 7月16日（土）
毎週土曜日 10回
午後7時～9時

 ・昼間コース
5月12日（木）～ 7月14日（木）

影響により自家用車でのご来港
が増加傾向にあるため、ゴール
デンウイーク期間中は、日ある
いは時間帯によって周辺道路が
混雑し、空港駐車場が満車にな
る恐れがあります。空港をご利
用の際は公共交通機関もご利用
下さい。
名古屋空港総合案内所
☎（0568）28－5633
（午前 7 時～午後 9 時）

例年 2 月中旬から 6 月上旬ま
での間、カラスの巣作りが活発
になります。木の枝や金属ハン
ガーなどで作ったカラスの巣が
電線に接触すると停電が発生す
ることがありますので、電柱に
カラスの巣を発見した場合は、
中部電力パワーグリッドまでご
連絡ください。
中部電力パワーグリッド（株）
港営業所
 ☎（0120）929－309

5月と9月の2部に分け、市民
大学講座を開催します。年間の
テーマを「健康で幸せに生きる
ためのヒント」とし、今回の第 1
部では、「コミュニケーション」
や「食生活」について大学講師
による講義を実施します。
▼と　き
 ・第1回　5月14日（土）
「コミュニケーションについて
考える―人間関係に悩む人達
への3つのヒント―」
午前10時～正午　吉田あけみ
（椙山女学園大学教授）

 ・第 2回　5月21日（土）
「いつまでも活力あふれる日常
を目指して～日頃の食生活を
セルフチェック～」
午前 10 時～正午　中村秀貴
（名古屋文理大学助教）
▼ところ　総合社会教育センター
▼対象者　一般
▼定　員　50 名
（定員を超えた場合は抽選）
▼申込方法
以下のいずれかの方法で申し
込みしてください。
①総合社会教育センター窓口で
申し込み。
②電話で総合社会教育センター
に申し込み。
※①、②とも、受付時間は開館日
の午前 9時から午後 9時まで。
ただし、日曜日、祝日は午前
9時から午後 5 時まで。
※1度の申し込みで全ての回に参
加ができます。
▼申込期間
4月16日（土）～ 5月1日（日）
市役所生涯学習課
（総合社会教育センター）

健康日本21あいち新計画を推
進する担い手となる健康づくり
リーダーを養成し、健康づくり
事業（元気塾、ふれあいサロン
など）において活躍する人材の
育成を目的として健康づくりに
理解と関心のある方を募集しま
す。
▼と　き
全６回予定（日程未定、例年
９月～ 11 月頃に開催）
▼ところ
あいち健康プラザ
（知多郡東浦町）
▼募集人数　５名程度
▼応募条件
 ・市内に在住する満18歳以上の
方
 ・健康づくりリーダーとして健
康づくり事業に積極的な活動
を希望する方

土地・家屋価格等
縦覧帳簿の縦覧

令和4年度狂犬病予防
集合注射の中止について

名古屋都市計画地区計画の
決定（案）の縦覧
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「お知らせ」「募集」など暮らしに
役立つ情報を掲載しています。

くらしの
情報
くらしの
情報

歴史民俗資料館が
リニューアルオープン

お知らせします

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。

88歳おたっしゃ訪問

蟹江警察署からのお知らせ

固定資産課税台帳の閲覧
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前年比Ｒ3年1月Ｒ４年１月

4 月は「若年層の
性暴力被害予防月間」です

※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。

毎週木曜日 10回
午前10時～正午

▼ところ
愛西市親水公園総合体育館弓
道場（愛西市落合町上通 21）

▼対　象
高校生以上

▼定　員
各コースとも 10 名

▼料　金
5,000円（スポーツ保険料含む）
▼申込締切
4 月 27 日（水）

▼主　催
　愛知県弓道連盟　海部弓道会
▼その他
 ・弓具は貸し出します。

 ・服装　
靴下もしくは足袋着用、Ｔシャ
ツやジャージなど前側にボタ
ンがなく、運動のしやすい服
装。危険防止のため、イヤリ
ングや指輪などの装身具は外
してください。髪の長い方は
束ねるゴムなどを用意してく
ださい。

 ・会費は当日会場で納めてくだ
さい。
弓道会事務局　加賀和彦
☎31－0973
親水公園総合体育館
☎32－5455
弥富市弓道協会　服部清明　
☎090－7038－8443

（仮称）二十歳のつどい
実行委員を募集します

令和 5 年（仮称）
二十歳（はたち）のつどい
のお知らせ

1918 2022（令和4）年 4月号 広報やとみ2022（令和4）年 4月号 広報やとみ



▼縦覧場所
市役所都市整備課、市ホーム
ページ

▼意見書の提出
この縦覧は、都市計画法第17
条第 1 項の規定に基づくもの
で、住民および利害関係人は、
縦覧期間内に限り、意見書を
提出することができます。

▼提出方法
閲覧場所備え付けもしくは市
ホームページの様式に意見を
記入し、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。
67－4011
toshikei@city.yatomi.lg.jp
市役所都市整備課（内線 264）

高齢になっても、住み慣れた
地域で安気な生活を送ることは、
誰もが願うことです。市では、
いつまでも元気で自立した生活
を送るための支援のひとつとし
て「88 歳おたっしゃ訪問」を実
施しています。ご本人の日頃の
様子をお聞きしながら、市が提
供している住民サービスの紹介
を兼ね、介護予防についてお話
しします。なお、新型コロナウ
イルス感染拡大防止の観点から、
訪問ではなく電話対応をしてお
ります。
▼と　き
88歳の誕生月

▼対象者
満88歳を迎える方
▼連絡者
市地域包括支援センター（海
南病院総合相談センター、な
でしこ指定居宅介護支援事業
所）の職員
市地域包括支援センター
☎65－5521
市役所介護高齢課
（内線174・175）

▼と　き
令和5 年1月8日（日）午後1時

▼ところ
十四山スポーツセンター

▼対象者
平成 14 年 4 月 2 日～平成15
年 4 月1日生まれの方

※現在、就職・大学などで住民
票を市外に異動されている方
は案内状が届きません。
弥富市で参加を希望される方
　はお問い合わせください。
市役所生涯学習課（総合社会
教育センター）

令和5年1月8日（日）に行う「二
十歳のつどい」の企画や運営を
自分たちの手で演出してみませ
んか。
▼対象者
平成14年4月2日～平成15年
4 月1日生まれの方
▼内　容
式典およびアトラクションの
内容を企画・運営など
▼募集期間
4 月26日（火）～ 5月29日（日）
市役所生涯学習課（総合社会
教育センター）

毎年５月に市内各所にて狂犬
病予防集合注射を実施していま
すが、新型コロナウイルス感染
症の拡大防止とご来場される皆
さんのご健康や安全を第一に考
え、関係団体との協議の結果、
令和 4 年度の狂犬病予防集合注
射を中止とします。
ご来場を予定されていた皆さ

んにはご迷惑をおかけしますが、
ご理解ご協力をお願いします。
なお、狂犬病予防注射の接種

は動物病院で受けることができ
ますので、3月に送付しました狂
犬病予防注射の案内葉書を動物
病院へお持ちください。診察時
間や料金などについては、各動
物病院へお問い合わせください。
市役所環境課（内線 234）

市内犯罪発生状況（令和4年1月）

4月1日から4月10日までの間
は、春の安全なまちづくり県民
運動期間です。新生活がスター
トする4月は、不慣れな生活から
隙が生じやすく、泥棒や痴漢な
どの犯罪が増える時期です。安
全で住みよい地域社会実現のた
め、一人ひとりが防犯意識を高
め、防犯環境作りに取り組みま
しょう。

【犯罪にあわない】
犯罪に巻き込まれないために
は、日頃から防犯の対策が大
切です。施錠をする、補助錠
を付けるなど、小さなことか
らでも少しずつ取り組みま
しょう。

【犯罪を起こさせない】
子どもの登下校の見守り活動、
自主パトロール活動、環境浄
化活動などを、地域の連帯感
をもって実施し、犯罪の機会
を与えないようにしましょう。

【犯罪を見逃さない】
犯罪を目撃したり、不審者を
発見したときには、すぐに警
察に通報しましょう。
愛知県蟹江警察署 生活安全課
☎95－0110（内線262・263）
市役所市民協働課（内線 434）

性犯罪・性暴力は、被害者の
尊厳を著しく踏みにじる行為で
あり、その心身に長期にわたり
重大な悪影響を及ぼします。
特に、10 代から 20 代の若年

層への性犯罪・性暴力は、未熟
さに付け込んだ重大な人権侵害
であり、決して許されるもので
はありません。
4 月は進学や就職などに伴い、

生活環境が大きく変わり、被害
に遭うリスクが高まります。も
し、被害に遭ってしまったら、
ひとりで悩まず、まずはご相談
ください。
▼相談窓口
ワンストップ支援センター全
国共通短縮電話番号
☎＃8891
警察相談専用電話
☎＃9110
市役所市民協働課（内線 433）

歴史民俗資料館は4月1日（金）
に、弥富まちなか交流館１階に
リニューアルオープンしました。
新しい資料館では、市民の皆
さんから寄贈いただいた資料や
写真をもとに郷土の歴史や自然、
災害、昔のくらしなどを分かり
やすく紹介しています。他にも
昔のくらしが体感できるコー
ナーなどたくさんの見どころが
あります。また、弥富金魚のえ
さやりや白文鳥とのふれあいも
楽しめます。新しくなった資料
館にぜひお出かけください。
資料館の情報は市ホームペー
ジや公式ツイッターで発信して
います。
▼開館時間　午前9時～午後5時
▼休館日　月曜日
　歴史民俗資料館

固定資産税の納税者の方が、
自己の土地や家屋と他の土地や
家屋の価格とを比較することが
できます。
土地の納税者の方は土地価格
等縦覧帳簿を、家屋の納税者の
方は家屋価格等縦覧帳簿をご覧
になれます。
▼と　き
4月1日（金）～5月2日（月）
午前8時30分～午後5時15分
（土・日曜日、祝日を除く）
▼ところ
市役所税務課
▼縦覧できる人　
 ・納税者本人およびその同居の
親族、相続人
 ・納税管理人
 ・納税者の代理人（委任状が必
要）
※非課税および免税点未満の土
地や家屋の所有者の方は、納税
者でないため縦覧できません。
※賦課期日（令和4年1月1日）後
に所有者となった方は縦覧で
きません。

▼必要なもの
 ・本人確認書類（運転免許証、
健康保険証など）
※法人の場合は、社印または代
表者印を押印した委任状
市役所税務課
（内線 212 ～ 214）

固定資産税の納税義務者の方
が、自己の資産について固定資
産課税台帳に登録された内容を
確認することができます。
▼と　き
通年（4 月 1 日（金）から）　
午前8時30分～午後5時15分
（土・日曜日、祝休日を除く）
▼ところ
市役所税務課
▼手数料
1枚200円（ただし、5月2日（月）
までは無料）
▼閲覧できる人
 ・納税義務者本人およびその同
居の親族、相続人
 ・納税管理人
 ・納税義務者の代理人（委任状
が必要）
※借地人・借家人は、賃貸権、
その他の使用または収益を目
的とする資産のみ閲覧できま
す。（契約書などが必要です）
▼必要なもの
 ・本人確認書類（運転免許証、
健康保険証など）
※法人の場合は、社印または代
表者印を押印した委任状
市役所税務課
（内線 212 ～ 214）

前ケ平地区計画の決定に関す
ることについて、案の縦覧を行
います。
▼都市計画の種類および名称
名古屋都市計画地区計画の決
定（市決定）
▼縦覧期間
4月 5日（火）～ 19日（火）
午前8時30分～午後5時15分
（土・日曜日を除く）

 ・ボランティア活動に理解と関
心のある方

 ・全ての研修日程に出席できる
方（研修日程は５月中旬頃に
公表予定。公表後申込者に対
し、参加への最終確認をさせ
ていただきます）

※原則、研修会場へは公共交通
機関により直接行っていただ
きます。

　（交通費は実費支給します）
※登録研修会を安全に行うため
の事前健康診断として、研修
会初日までにあいち健康プラ
ザにて健康度評価を受検して
いただきます。なお、健康度
評価の結果によっては、研修
会への参加を見合わせていた
だく場合があります。

※愛知県が定める研修会開催要
綱の見直しがあった場合、一
部内容などが変更となること
があります。

▼募集期間　
　４月４日（月）～ 28 日（木）
　・　市役所介護高齢課
　（内線 174・175）

地域の皆さんとの交流を深め
ながら、河川愛護の普及啓発を
行い、愛される川づくりについ
て一緒に考えていただくため、
河川愛護モニターを募集してい
ます。
▼モニター期間
7 月 1日（金）～令和 5 年 6 月
30日（金）
▼活動内容
日常生活の範囲内において知
り得た河川に関する状況や情
報について、木曽川下流河川
事務所（担当出張所）へ報告
する。

▼モニター区間
①木曽川左岸
木曽岬町源緑輪中（国道 23
号木曽川大橋）から愛西市立
田町富安（立田大橋）まで

②木曽川右岸
桑名市長島町福吉（国道 23
号木曽川大橋）から愛西市福

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。
また、新型コロナウイルス感
染症拡大防止のため、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 300 円・中学生 150 円

①10：00～②14：30～③18：30～

※講習は 1時間半程かかります。
※予定は変更になる場合があり
ます。
※運動のできる服装と上履きを
お持ちください。
※初回は予約が必要です。
十四山スポーツセンター
☎52－2110

新型コロナウイルス感染症の

原新田町（船頭平閘門）まで
▼募集人数　
モニター区間①・②各1名（採
用人数を調整する場合があり
ます）

▼応募資格　
 ・20歳以上でモニター区間の近
隣にお住まいの方

 ・川に接する機会が多く河川愛
護に関心のある方

▼応募方法
詳細は、ホームページに掲載
している募集要項をお読みの
上、応募用紙を郵送または
FAX で送付してください。

▼応募締切　5 月 6 日（金）
国土交通省　中部地方整備局
木曽川下流河川事務所　
（三重県桑名市大字福島 465）
☎（0594）24－5718
（0594）24－5725
https://www.cbr.mlit.go.j
p/kisokaryu/kasenaigo/

毎年、河川愛護の活動として、
川についての関心や、川を大切
にする気持ちを高めてもらうこ
とを目的に、木曽三川沿いに住
んでいる小学生から河川愛護ポ
スターを募集します。
▼募集内容
河川愛護に関するポスター「川
をきれいに」「川を大切に」な
どの標語をいれて、八つ切り
画用紙（よこ指定）に描いて
ください。

▼応募資格
小学生に限ります。詳細は、
ホームページをご覧ください。

▼募集期間
4 月 1 日（金）～ 6 月 3 日（金）

▼その他
応募作品は全て河川に看板と
して設置します。また、河川
愛護ポスター展（7月実施予定）
として展示いたします。
国土交通省　中部地方整備局
木曽川下流河川事務所　
（三重県桑名市大字福島 465）
☎（0594）24－5718
（0594）24－5725

https://www.cbr.mlit.go.j
p/kisokaryu/kasenaigo/

▼訓練期間
7月5日（火）～12月23日（金）
（6カ月）
▼選　考
筆記試験、面接（6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）を取得している人。

▼定　員 　20 人
▼受講料
無料（ただし教科書、作業服
代などは負担）

▼申込方法
4月1日（金）から5月31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。

▼その他
説明会をポリテクセンター名
古屋港で 4 月20日（水）、5 月
11日（水）、18日（水）の 9 時
30分から実施（予約不要）
ポリテクセンター名古屋港（名
古屋市港区潮凪町3番地）
☎（052）381－2775
https://www3.jeed.go.jp
/nagoyakouwan/poly/

　初心者を対象として、弓の正
しい引き方、身体の構えと動作、
心気の安定を学び、的に向かっ
て矢を放つ楽しさを習得すると
ともに、健康・体力の保持増進
を図ることを目的とする。
▼と　き
 ・夜間コース
5月14日（土）～ 7月16日（土）
毎週土曜日 10回
午後7時～9時

 ・昼間コース
5月12日（木）～ 7月14日（木）

影響により自家用車でのご来港
が増加傾向にあるため、ゴール
デンウイーク期間中は、日ある
いは時間帯によって周辺道路が
混雑し、空港駐車場が満車にな
る恐れがあります。空港をご利
用の際は公共交通機関もご利用
下さい。
名古屋空港総合案内所
☎（0568）28－5633
（午前 7 時～午後 9 時）

例年 2 月中旬から 6 月上旬ま
での間、カラスの巣作りが活発
になります。木の枝や金属ハン
ガーなどで作ったカラスの巣が
電線に接触すると停電が発生す
ることがありますので、電柱に
カラスの巣を発見した場合は、
中部電力パワーグリッドまでご
連絡ください。
中部電力パワーグリッド（株）
港営業所
 ☎（0120）929－309

5月と9月の2部に分け、市民
大学講座を開催します。年間の
テーマを「健康で幸せに生きる
ためのヒント」とし、今回の第 1
部では、「コミュニケーション」
や「食生活」について大学講師
による講義を実施します。
▼と　き
 ・第1回　5月14日（土）
「コミュニケーションについて
考える―人間関係に悩む人達
への3つのヒント―」
午前10時～正午　吉田あけみ
（椙山女学園大学教授）

 ・第 2回　5月21日（土）
「いつまでも活力あふれる日常
を目指して～日頃の食生活を
セルフチェック～」
午前 10 時～正午　中村秀貴
（名古屋文理大学助教）
▼ところ　総合社会教育センター
▼対象者　一般
▼定　員　50 名
（定員を超えた場合は抽選）
▼申込方法
以下のいずれかの方法で申し
込みしてください。
①総合社会教育センター窓口で
申し込み。
②電話で総合社会教育センター
に申し込み。
※①、②とも、受付時間は開館日
の午前 9時から午後 9時まで。
ただし、日曜日、祝日は午前
9時から午後 5 時まで。

※1度の申し込みで全ての回に参
加ができます。
▼申込期間
4月16日（土）～ 5月1日（日）
市役所生涯学習課
（総合社会教育センター）

健康日本21あいち新計画を推
進する担い手となる健康づくり
リーダーを養成し、健康づくり
事業（元気塾、ふれあいサロン
など）において活躍する人材の
育成を目的として健康づくりに
理解と関心のある方を募集しま
す。
▼と　き
全６回予定（日程未定、例年
９月～ 11 月頃に開催）
▼ところ
あいち健康プラザ
（知多郡東浦町）
▼募集人数　５名程度
▼応募条件
 ・市内に在住する満18歳以上の
方
 ・健康づくりリーダーとして健
康づくり事業に積極的な活動
を希望する方

十四山スポーツセンター
トレーニング講習会4月の予定

問い合わせ先　　申し込み先　　メール　　ホームページ　　FAX
●費用の記載のないものは無料です。 ●申し込みの記載がないものは申し込み不要です。 ●各問い合わせ先の電話番号については、2ページをご覧ください。

※こちらに掲載している情報は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止または延期となる場合があります。
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２回目１回目日　程

電柱にカラスの巣を
見つけたらすぐにご連絡を！

県営名古屋空港からの
お知らせ

募集します

河川愛護モニター募集

河川愛護ポスター募集

令和 4年度弓道教室開催要項

ヤトミ市民大学講座
【第 1部】参加者募集

ポリテクセンター名古屋港
物流機械運転科受講生を
募集します

令和４年度愛知県
健康づくりリーダーバンク
登録研修会参加者の募集

毎週木曜日 10回
午前10時～正午
▼ところ
愛西市親水公園総合体育館弓
道場（愛西市落合町上通 21）
▼対　象
高校生以上
▼定　員
各コースとも 10 名
▼料　金
5,000円（スポーツ保険料含む）
▼申込締切
4 月 27 日（水）
▼主　催
　愛知県弓道連盟　海部弓道会
▼その他
 ・弓具は貸し出します。

 ・服装　
靴下もしくは足袋着用、Ｔシャ
ツやジャージなど前側にボタ
ンがなく、運動のしやすい服
装。危険防止のため、イヤリ
ングや指輪などの装身具は外
してください。髪の長い方は
束ねるゴムなどを用意してく
ださい。
 ・会費は当日会場で納めてくだ
さい。
弓道会事務局　加賀和彦
☎31－0973
親水公園総合体育館
☎32－5455
弥富市弓道協会　服部清明　
☎090－7038－8443
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近鉄弥富駅

近鉄佐古木駅

▼縦覧場所
市役所都市整備課、市ホーム
ページ

▼意見書の提出
この縦覧は、都市計画法第17
条第 1 項の規定に基づくもの
で、住民および利害関係人は、
縦覧期間内に限り、意見書を
提出することができます。

▼提出方法
閲覧場所備え付けもしくは市
ホームページの様式に意見を
記入し、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。
67－4011
toshikei@city.yatomi.lg.jp
市役所都市整備課（内線 264）

高齢になっても、住み慣れた
地域で安気な生活を送ることは、
誰もが願うことです。市では、
いつまでも元気で自立した生活
を送るための支援のひとつとし
て「88 歳おたっしゃ訪問」を実
施しています。ご本人の日頃の
様子をお聞きしながら、市が提
供している住民サービスの紹介
を兼ね、介護予防についてお話
しします。なお、新型コロナウ
イルス感染拡大防止の観点から、
訪問ではなく電話対応をしてお
ります。
▼と　き
88歳の誕生月

▼対象者
満88歳を迎える方

▼連絡者
市地域包括支援センター（海
南病院総合相談センター、な
でしこ指定居宅介護支援事業
所）の職員
市地域包括支援センター
☎65－5521
市役所介護高齢課
（内線174・175）

▼と　き
令和5 年1月8日（日）午後1時

▼ところ
十四山スポーツセンター

▼対象者
平成 14 年 4 月 2 日～平成15
年 4 月1日生まれの方

※現在、就職・大学などで住民
票を市外に異動されている方
は案内状が届きません。
弥富市で参加を希望される方

　はお問い合わせください。
市役所生涯学習課（総合社会
教育センター）

令和5年1月8日（日）に行う「二
十歳のつどい」の企画や運営を
自分たちの手で演出してみませ
んか。
▼対象者
平成14年4月2日～平成15年
4 月1日生まれの方

▼内　容
式典およびアトラクションの
内容を企画・運営など

▼募集期間
4 月26日（火）～ 5月29日（日）
市役所生涯学習課（総合社会
教育センター）

毎年５月に市内各所にて狂犬
病予防集合注射を実施していま
すが、新型コロナウイルス感染
症の拡大防止とご来場される皆
さんのご健康や安全を第一に考
え、関係団体との協議の結果、
令和 4 年度の狂犬病予防集合注
射を中止とします。
ご来場を予定されていた皆さ

んにはご迷惑をおかけしますが、
ご理解ご協力をお願いします。
なお、狂犬病予防注射の接種

は動物病院で受けることができ
ますので、3月に送付しました狂
犬病予防注射の案内葉書を動物
病院へお持ちください。診察時
間や料金などについては、各動
物病院へお問い合わせください。
市役所環境課（内線 234）

市内犯罪発生状況（令和4年1月）

4月1日から4月10日までの間
は、春の安全なまちづくり県民
運動期間です。新生活がスター
トする4月は、不慣れな生活から
隙が生じやすく、泥棒や痴漢な
どの犯罪が増える時期です。安
全で住みよい地域社会実現のた
め、一人ひとりが防犯意識を高
め、防犯環境作りに取り組みま
しょう。

【犯罪にあわない】
犯罪に巻き込まれないために
は、日頃から防犯の対策が大
切です。施錠をする、補助錠
を付けるなど、小さなことか
らでも少しずつ取り組みま
しょう。

【犯罪を起こさせない】
子どもの登下校の見守り活動、
自主パトロール活動、環境浄
化活動などを、地域の連帯感
をもって実施し、犯罪の機会
を与えないようにしましょう。

【犯罪を見逃さない】
犯罪を目撃したり、不審者を
発見したときには、すぐに警
察に通報しましょう。
愛知県蟹江警察署 生活安全課
☎95－0110（内線262・263）
市役所市民協働課（内線 434）

性犯罪・性暴力は、被害者の
尊厳を著しく踏みにじる行為で
あり、その心身に長期にわたり
重大な悪影響を及ぼします。
特に、10 代から 20 代の若年

層への性犯罪・性暴力は、未熟
さに付け込んだ重大な人権侵害
であり、決して許されるもので
はありません。
4 月は進学や就職などに伴い、

生活環境が大きく変わり、被害
に遭うリスクが高まります。も
し、被害に遭ってしまったら、
ひとりで悩まず、まずはご相談
ください。
▼相談窓口
ワンストップ支援センター全
国共通短縮電話番号
☎＃8891
警察相談専用電話
☎＃9110
市役所市民協働課（内線 433）

歴史民俗資料館は4月1日（金）
に、弥富まちなか交流館１階に
リニューアルオープンしました。
新しい資料館では、市民の皆

さんから寄贈いただいた資料や
写真をもとに郷土の歴史や自然、
災害、昔のくらしなどを分かり
やすく紹介しています。他にも
昔のくらしが体感できるコー
ナーなどたくさんの見どころが
あります。また、弥富金魚のえ
さやりや白文鳥とのふれあいも
楽しめます。新しくなった資料
館にぜひお出かけください。
資料館の情報は市ホームペー

ジや公式ツイッターで発信して
います。
▼開館時間　午前9時～午後5時
▼休館日　月曜日
　歴史民俗資料館

固定資産税の納税者の方が、
自己の土地や家屋と他の土地や
家屋の価格とを比較することが
できます。
土地の納税者の方は土地価格

等縦覧帳簿を、家屋の納税者の
方は家屋価格等縦覧帳簿をご覧
になれます。
▼と　き
4月1日（金）～5月2日（月）
午前8時30分～午後5時15分
（土・日曜日、祝日を除く）
▼ところ
市役所税務課

▼縦覧できる人　
 ・納税者本人およびその同居の
親族、相続人

 ・納税管理人
 ・納税者の代理人（委任状が必
要）

※非課税および免税点未満の土
地や家屋の所有者の方は、納税
者でないため縦覧できません。
※賦課期日（令和4年1月1日）後
に所有者となった方は縦覧で
きません。

▼必要なもの
 ・本人確認書類（運転免許証、
健康保険証など）

※法人の場合は、社印または代
表者印を押印した委任状
市役所税務課
（内線 212 ～ 214）

固定資産税の納税義務者の方
が、自己の資産について固定資
産課税台帳に登録された内容を
確認することができます。
▼と　き
通年（4 月 1 日（金）から）　
午前8時30分～午後5時15分
（土・日曜日、祝休日を除く）
▼ところ
市役所税務課

▼手数料
1枚200円（ただし、5月2日（月）
までは無料）

▼閲覧できる人
 ・納税義務者本人およびその同
居の親族、相続人

 ・納税管理人
 ・納税義務者の代理人（委任状
が必要）

※借地人・借家人は、賃貸権、
その他の使用または収益を目
的とする資産のみ閲覧できま
す。（契約書などが必要です）

▼必要なもの
 ・本人確認書類（運転免許証、
健康保険証など）

※法人の場合は、社印または代
表者印を押印した委任状
市役所税務課
（内線 212 ～ 214）

前ケ平地区計画の決定に関す
ることについて、案の縦覧を行
います。
▼都市計画の種類および名称
名古屋都市計画地区計画の決
定（市決定）

▼縦覧期間
4月 5日（火）～ 19日（火）
午前8時30分～午後5時15分
（土・日曜日を除く）

 ・ボランティア活動に理解と関
心のある方

 ・全ての研修日程に出席できる
方（研修日程は５月中旬頃に
公表予定。公表後申込者に対
し、参加への最終確認をさせ
ていただきます）

※原則、研修会場へは公共交通
機関により直接行っていただ
きます。

　（交通費は実費支給します）
※登録研修会を安全に行うため
の事前健康診断として、研修
会初日までにあいち健康プラ
ザにて健康度評価を受検して
いただきます。なお、健康度
評価の結果によっては、研修
会への参加を見合わせていた
だく場合があります。

※愛知県が定める研修会開催要
綱の見直しがあった場合、一
部内容などが変更となること
があります。

▼募集期間　
　４月４日（月）～ 28 日（木）
　・　市役所介護高齢課
　（内線 174・175）

地域の皆さんとの交流を深め
ながら、河川愛護の普及啓発を
行い、愛される川づくりについ
て一緒に考えていただくため、
河川愛護モニターを募集してい
ます。
▼モニター期間
7 月 1日（金）～令和 5 年 6 月
30日（金）
▼活動内容
日常生活の範囲内において知
り得た河川に関する状況や情
報について、木曽川下流河川
事務所（担当出張所）へ報告
する。

▼モニター区間
①木曽川左岸
木曽岬町源緑輪中（国道 23
号木曽川大橋）から愛西市立
田町富安（立田大橋）まで

②木曽川右岸
桑名市長島町福吉（国道 23
号木曽川大橋）から愛西市福

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。
また、新型コロナウイルス感
染症拡大防止のため、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 300 円・中学生 150 円

①10：00～②14：30～③18：30～

※講習は 1時間半程かかります。
※予定は変更になる場合があり
ます。
※運動のできる服装と上履きを
お持ちください。
※初回は予約が必要です。
十四山スポーツセンター
☎52－2110

新型コロナウイルス感染症の

原新田町（船頭平閘門）まで
▼募集人数　
モニター区間①・②各1名（採
用人数を調整する場合があり
ます）

▼応募資格　
 ・20歳以上でモニター区間の近
隣にお住まいの方

 ・川に接する機会が多く河川愛
護に関心のある方

▼応募方法
詳細は、ホームページに掲載
している募集要項をお読みの
上、応募用紙を郵送または
FAX で送付してください。

▼応募締切　5 月 6 日（金）
国土交通省　中部地方整備局
木曽川下流河川事務所　
（三重県桑名市大字福島 465）
☎（0594）24－5718
（0594）24－5725
https://www.cbr.mlit.go.j
p/kisokaryu/kasenaigo/

毎年、河川愛護の活動として、
川についての関心や、川を大切
にする気持ちを高めてもらうこ
とを目的に、木曽三川沿いに住
んでいる小学生から河川愛護ポ
スターを募集します。
▼募集内容
河川愛護に関するポスター「川
をきれいに」「川を大切に」な
どの標語をいれて、八つ切り
画用紙（よこ指定）に描いて
ください。

▼応募資格
小学生に限ります。詳細は、
ホームページをご覧ください。

▼募集期間
4 月 1 日（金）～ 6 月 3 日（金）

▼その他
応募作品は全て河川に看板と
して設置します。また、河川
愛護ポスター展（7月実施予定）
として展示いたします。
国土交通省　中部地方整備局
木曽川下流河川事務所　
（三重県桑名市大字福島 465）
☎（0594）24－5718
（0594）24－5725

https://www.cbr.mlit.go.j
p/kisokaryu/kasenaigo/

▼訓練期間
7月5日（火）～12月23日（金）
（6カ月）
▼選　考
筆記試験、面接（6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）を取得している人。

▼定　員 　20 人
▼受講料
無料（ただし教科書、作業服
代などは負担）

▼申込方法
4月1日（金）から5月31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。

▼その他
説明会をポリテクセンター名
古屋港で 4 月20日（水）、5 月
11日（水）、18日（水）の 9 時
30分から実施（予約不要）
ポリテクセンター名古屋港（名
古屋市港区潮凪町3番地）
☎（052）381－2775
https://www3.jeed.go.jp
/nagoyakouwan/poly/

　初心者を対象として、弓の正
しい引き方、身体の構えと動作、
心気の安定を学び、的に向かっ
て矢を放つ楽しさを習得すると
ともに、健康・体力の保持増進
を図ることを目的とする。
▼と　き
 ・夜間コース
5月14日（土）～ 7月16日（土）
毎週土曜日 10回
午後7時～9時

 ・昼間コース
5月12日（木）～ 7月14日（木）

影響により自家用車でのご来港
が増加傾向にあるため、ゴール
デンウイーク期間中は、日ある
いは時間帯によって周辺道路が
混雑し、空港駐車場が満車にな
る恐れがあります。空港をご利
用の際は公共交通機関もご利用
下さい。
名古屋空港総合案内所
☎（0568）28－5633
（午前 7 時～午後 9 時）

例年 2 月中旬から 6 月上旬ま
での間、カラスの巣作りが活発
になります。木の枝や金属ハン
ガーなどで作ったカラスの巣が
電線に接触すると停電が発生す
ることがありますので、電柱に
カラスの巣を発見した場合は、
中部電力パワーグリッドまでご
連絡ください。
中部電力パワーグリッド（株）
港営業所
 ☎（0120）929－309

5月と9月の2部に分け、市民
大学講座を開催します。年間の
テーマを「健康で幸せに生きる
ためのヒント」とし、今回の第 1
部では、「コミュニケーション」
や「食生活」について大学講師
による講義を実施します。
▼と　き
 ・第1回　5月14日（土）
「コミュニケーションについて
考える―人間関係に悩む人達
への3つのヒント―」
午前10時～正午　吉田あけみ
（椙山女学園大学教授）

 ・第2回　5月21日（土）
「いつまでも活力あふれる日常
を目指して～日頃の食生活を
セルフチェック～」
午前 10 時～正午　中村秀貴
（名古屋文理大学助教）
▼ところ　総合社会教育センター
▼対象者　一般
▼定　員　50 名
（定員を超えた場合は抽選）
▼申込方法
以下のいずれかの方法で申し
込みしてください。
①総合社会教育センター窓口で
申し込み。
②電話で総合社会教育センター
に申し込み。
※①、②とも、受付時間は開館日
の午前 9時から午後 9時まで。
ただし、日曜日、祝日は午前
9時から午後 5 時まで。
※1度の申し込みで全ての回に参
加ができます。
▼申込期間
4月16日（土）～ 5月1日（日）
市役所生涯学習課
（総合社会教育センター）

健康日本21あいち新計画を推
進する担い手となる健康づくり
リーダーを養成し、健康づくり
事業（元気塾、ふれあいサロン
など）において活躍する人材の
育成を目的として健康づくりに
理解と関心のある方を募集しま
す。
▼と　き
全６回予定（日程未定、例年
９月～ 11 月頃に開催）
▼ところ
あいち健康プラザ
（知多郡東浦町）
▼募集人数　５名程度
▼応募条件
 ・市内に在住する満18歳以上の
方
 ・健康づくりリーダーとして健
康づくり事業に積極的な活動
を希望する方

チャレンジハウス弥富に
▼チャレンジハウス弥富
　ボランティア様

　ひな祭弁当

社会福祉協議会に
▼匿名様

　金１００,０００円
▼やとみふくしハンドメイド様

　金２０,０００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。

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。

　発達が気になるお子さんの育児や教育に悩んでいませんか？ご家族の方や、関係の先生方、療
育の仕事に携わっている方で不安や悩みをおもちの方、佐織特別支援学校の職員がお話を伺わせ
ていただきますのでご相談ください。
　相談内容は秘密を厳守します。尚、新型コロナウイルス感染状況に応じて面接による相談また
は電話による相談になります。

発達が気になるお子さんの
相談室を開設しています。

勤務場所

募集の種類

勤務日

市立保育所・のびのび園（母子通園施設）
保育士
保育補助員（保育士資格なしでも可）
月～金曜日（週2日以上）
＜保育所保育士＞
８：30～16：30（7時間）または、８：30～17：00（7時間30分）
＜保育所保育補助員（資格なしでも可）＞
14:30～17:15（うち3時間以上）
＜のびのび園保育士＞
９：00～15：00（6時間程度）
※のびのび園は療育が必要な親子が通園する施設です。

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・期末手当など支給あり。

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。

　令和 3 年度に下水道を整備した下記の区域が、3 月 31 日（木）より新たな供用開始区域となり、下
水道が使用できるようになりました。該当する区域にお住まいの方や、既に供用開始している区域にお
住まいで、まだ接続工事をされていない方は、速やかに下水道への接続工事を行っていただくようお願
いいたします。
　下水道は、全ての方にご利用いただかなければ、本来の目的である生活環境や公衆衛生の向上と水質
の保全を達成することはできません。環境改善に向け１日も早い皆さんのご協力をお願いします。

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

市役所下水道課（内線 282・283）

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

凡例

新たな供用開始区域

既供用区域

下水道供用開始区域が広がりました

4 月 20 日（水）～令和 5 年 3 月 8 日（水）
毎週水曜日　午後 3 時 30 分～5 時
＊予約の電話の時に日時を決めます。

■開催日

愛知県立佐織特別支援学校■開催場所

4 月 13 日（水）■予約開始日

午前 10 時～午後 5 時
（土・日曜日、祝日を除く）
＊事前に電話でご予約ください。

■予約受付時間

愛知県立佐織特別支援学校　教育支援部　はあと相談係
☎37 ー 2061

・予約

毎週木曜日 10回
午前10時～正午
▼ところ
愛西市親水公園総合体育館弓
道場（愛西市落合町上通 21）
▼対　象
高校生以上
▼定　員
各コースとも 10 名
▼料　金
5,000円（スポーツ保険料含む）
▼申込締切
4 月 27 日（水）
▼主　催
　愛知県弓道連盟　海部弓道会
▼その他
 ・弓具は貸し出します。

 ・服装　
靴下もしくは足袋着用、Ｔシャ
ツやジャージなど前側にボタ
ンがなく、運動のしやすい服
装。危険防止のため、イヤリ
ングや指輪などの装身具は外
してください。髪の長い方は
束ねるゴムなどを用意してく
ださい。
 ・会費は当日会場で納めてくだ
さい。
弓道会事務局　加賀和彦
☎31－0973
親水公園総合体育館
☎32－5455
弥富市弓道協会　服部清明　
☎090－7038－8443
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有料広告

津島税務署

4月5日（火）
～

24日（日）
17：00まで

大人 200円在住・在勤・在学文化広場
市民グランド

【1日目】
5月8日(日）
【2日目】
15日(日)
【予備日】
22日(日)

第17回
市軟式野球大会

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、参加費を添えてお申し込みください。
▼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

令和 5 年 10 月 1 日から、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、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、ぜひご参加ください。

令和３年８月 29 日（日）の開会式を皮切りに行われた市長旗杯は、途中、緊急非常事態宣言の発出に
伴い順延となりましたが、10 月の施設利用開始と共に再開されました。
大会には、21 チーム 315 人が出場。令和３年 12 月 19 日（日）の決勝戦は、寒さに負けない白熱し

た試合が繰り広げられました。

事業者の皆さんへ
消費税のインボイス制度など説明会のご案内

●会場収容人数の都合上、事前予約制としますので、事前に問い合せ先まで申し込みをお願いし
ます。

●新型コロナウイルス感染症など拡大状況によっては、中止または延期する場合がございますの
で、あらかじめご了承ください。

●感染症拡大防止の観点から、マスクの着用、手指消毒などのご協力をお願いします。
●代表電話にお問い合わせいただく際は、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。

インボイス制度など説明会にご参加いただく方へ

インボイス制度特設サイト
インボイス制度について、
詳しい情報などはこちらをご覧ください。

　津島税務署　別館 2F　大会議室　津島市良王町二丁目 31－1　
　☎26－2161（代表）（内線 612）　法人課税第一部門

インボイス制度説明会 インボイス制度説明会（+ 消費税の仕組み）

10：00～11：00

10：00～11：00

10：00～11：00

4 月 18 日（月）

5 月 25 日（水）

6 月 14 日（火）

4 月 18 日（月）

5 月 25 日（水）

6 月 14 日（火）

14：00～15：30

14：00～15：30

14：00～15：30

説明会日時（各回 定員 20 名）　

開催場所、申し込み・お問合せ先

消費税の
仕組みから
知りたい方
向け

SPORTSSPORTSSPORTS
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

スポーツ大会結果 （敬称略）

第24回弥富市長旗争奪少年野球大会が開催されました。第24回弥富市長旗争奪少年野球大会が開催されました。

準優勝 中川青葉

第３位 津島藤波クラブ

第３位 B-WEST 名古屋
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■開館時間　火 ～ 金 曜 日  9：00-19：00
　　　　　　土･日曜日､祝日　9：00-17：00
■休 館 日　月曜日（祝日の月曜日は休館）
  図 書 館  ☎ 6 5－ 1 1 1 7

図書館＆資料館スタンプラリーで
雑誌付録＆雑誌をもらっちゃおう！！

お越しください 図書館お越しください 図書館

鬼滅が､進撃が､花男が！！コミックスの
館内利用､はじめました !

　４月より歴史民俗資料館が弥富まちなか交流館に移転・オープンするのを記念して、４月 23 日 ( 土 ) 午前９時から午
後４時まで、両館のスタンプラリーを開催します。記念品は不要になった雑誌付録と雑誌。皆さんぜひお越しください！

①雑誌のみが必要な方も、必ず２つのスタンプを揃えて２階イベントスペースにお越
しください。
②雑誌付録は大人女性向け、子ども向け、フリーから選んで抽選可能。お好みの区分
が品切れの際は、他の区分を抽選いただきます。
③4 月 23 日 ( 土 ) に雑誌が残った場合、4 月 29 日 ( 金・祝 ) まで図書館で冊数制限
なしで無料配布します。
④ツイッターのフォローは、携帯電話などで確認させていただきます。事前に登録の
上お越しください。当日、登録方法などの説明はご対応いたしかねます。
⑤必ずマスクを着用し、手のアルコール消毒にご協力ください。

　図書館で本を借りて、スタン
プの２つ目をゲット！２つのス
タンプが揃ったら、図書館前の
イベントスペースへゴー！

　資料館を見学した後、スタ
ンプしおりをゲット！
　スタンプしおりは図書館に
もあります
の で、お 好
きな場所か
らスタート
OK ！

　揃ったしおりと引き換えに、
雑誌付録をくじ引きでゲット！
　くじは 200 個。先着で全員に
当たります！(なくなり次第終了)
　さらに、図書館のツイッター
をフォロー済の方は、お一人様
２回抽選可能！
※くじ引き後は、雑誌を 10 冊
までゲット可能です！（500 冊
限りで終了）

本やＤＶＤの新着情報、特別展
示、おすすめ本など、図書館の魅
力を発信中！！
皆さん、ぜひフォローよろしく
お願いします！

３こちらの２次元コードを読み込む
か、「弥富市立図書館 ツイッター」
で検索してアクセスしてください。

※参加は、お一
人様 1 回に限り
ます。

▼と　き　　４月９日（土）
　　　   　　午前 10 時～正午（図書館にて）
▼テキスト　「マイマイ新子」
　　　　　　（高樹のぶ子 / 著）
同じ本をみんなで読んで意見を述べる。新たな

気付きがいっぱいです。ご参加はお気軽に図書
館にお問い合わせください。

　ふた付きのド
リンク持込ＯＫ
です！！
　館内の本を読
みながら、どう
ぞおくつろぎく
ださい。

コロナ禍でも｢本｣ のある暮らしをもっと楽
しんでいただくために、貸出点数を一人７点
から 10 点に改正しました（視聴覚資料は３
点まで）。
４人家族なら 4×10

点で最大 40 冊の本を
楽しめます。

皆さんが図書館にお越しいただくきっかけにな
ればと、コミックスの導入をはじめました。
一定期間、館内利用のみで、いつでも全巻お読

みいただけます ( 館外貸出可能になりましたらホー
ムページ・ツイッターでお知らせします )。話題の
｢鬼滅｣や｢進撃｣をぜひお楽しみください！！

ご参加ください
よつば読書会

Twitter
はじめました！

ドリンク持込
ＯＫです!

4月23日（土）

約６年ぶり！！ご利用ください学習室NEW

NEW

　約６年ぶりに「学習室」の利用を再開します。
　場所は、同じフロアの館外の別室で、集中して調べものなどに取り組むことができます。座席数は
全 38 席で、コロナ禍のため 19 席を用意。図書館内の閲覧机席 40 席と合わせて、全 59 席が利用
可能です。また、土・日曜日、祝日は、空席状況をツイッターでお知らせします。
　「学習室」ご利用の際は、カウンターにお声掛けください。

★鬼滅の刃　　　　　　１～ 23 巻【完結】
★進撃の巨人　　　　　１～ 34 巻【完結】
★スラムダンク　　　　１～ 20 巻【完結】
★花より男子　　　　　１～ 37 巻【完結】
★のだめカンタービレ　１～６巻【以下続刊】

１ 2 3２階
図書館で本を借りる

１階
資料館を見学する

9：00 ～16：00
付録＆雑誌をゲット!!

一 人 ７ 点
　　10 点に
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医療機関
チェック欄

受診できる
検診

胃がん検診済

済
肺がん検診
乳がん検診

(例)

●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。

4 月号 その４７６
　歯の健康を守るために欠かせない歯ブラシ。１日に数回、毎日使うため少しずつブラシの毛がいたんでいくもので
すが、交換のタイミングや頻度について迷う人も多いのではないでしょうか。「つい交換するのを忘れてしまう」「磨き
心地が悪くなるまで使っている」など、交換のタイミングは人によってさまざまなようです。歯ブラシの交換時期はだ
いたい１カ月に１度程度です。歯磨きにはコシのある毛が適しているので、コシが無くなってくると清掃性が悪くなりま
す。歯ブラシの毛が広がって柄の幅よりもはみ出しているようなら交換時期だと考えましょう。むし歯や歯周病を予防
するために最も大切なケアは家での歯磨きです。交換時期を過ぎた歯ブラシを使い続けると当然ながらむし歯や歯周
病のリスクが高まります。毛が広がった歯ブラシでは歯の溝や歯と歯肉の境目をきれいに磨けないからです。また、あ
まり長く使っていないのに歯ブラシがすぐにいたんでしまう人は歯磨きの時の力の強さに問題があるのかもしれませ
ん。ペンを持つような持ち方が正しい歯ブラシの持ち方です。正しい歯ブラシの持ち方、磨く時の力の入れ方がよく分
からない時は、歯科医院で「歯磨き指導」を受けてみるのをおすすめします。

～第１６９回～ 受けよう  がん検診！！

（海部歯科医師会）

市役所健康推進課 (保健センター )( 内線 311～ 318)

4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

歯周病検診は
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カ月頃のお子さん
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。

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。

3歳4～5カ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

25日（月）

12日(火)

21日（木）

20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４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

13：00～14：15

令和元年10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 9:00～10:10

13：00～14：15

前期
9：15～9：30

後期
10：15～10：30

13：00～13：40

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

妊産婦歯科健診

検診が受けられる歯科医院一覧（令和4年度弥富市健康増
進事業のご案内」を参照）に電話で予約し、受診してくださ
い。
受診時には「保険証」を持参してください。
※妊産婦の方は、受診時に妊産婦歯科健診受診票、母子健
康手帳をお持ちください。

歯科保健 受診方法場　所

歯科
指定医療
機関

随時（土・日・祝日を除く）
9:00～15:00（要予約）
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
個別に対応します。
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)

一般不妊治療費（人工授精）、特定不妊治療費（体外、顕微授精）の助成事業は、
不妊治療費の保険適用開始に伴い制度が変更になることがございます。

　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　な　ど不妊治療

※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。

※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。

助成関係

予防接種に
ついて
お知らせ

令和3年11月出生児

令和3年7月出生児

保健
センター
(市役所
３階)

歯ブラシを交換するタイミング

２．６０歳以上６５歳未満であって、心臓、腎臓もしくは呼吸器の機能またはヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障がい
のある方（身体障がい者１級程度）
【接種期間】４月１日(金)～令和５年３月３１日(金)
【接種回数】定期接種回数は生涯１回限りとなります。
※今までに肺炎球菌ワクチン（ポリサッカライド）の接種を受けたことのある方（自費も含みます）は定期接種を終了したも
　のとみなします。接種後５年以上経過していても、定期接種の対象とはなりません。
【接種費用】２，０００円
【接種方法】高齢者肺炎球菌予防接種券（※対象者に４月中旬までに郵送）、健康保険証、接種費用を持参して、指定医療機
関に予約の上、接種してください。指定医療機関など、詳しくは郵送する案内をご覧ください。

～高齢者肺炎球菌ワクチン接種（定期接種）について～

６５歳 昭和３２年４月２日生～昭和３３年４月１日生
７０歳 昭和２７年４月２日生～昭和２８年４月１日生
７５歳 昭和２２年４月２日生～昭和２３年４月１日生
８０歳 昭和１７年４月２日生～昭和１８年４月１日生

８５歳 昭和１２年４月２日生～昭和１３年４月１日生
９０歳 昭和７年４月２日生～昭和８年４月１日生
９５歳 昭和２年４月２日生～昭和３年４月１日生
１００歳 大正１１年４月２日生～大正１２年４月１日生

【対象者】１．次の生年月日に該当する方

　令和５年３月３１日までの、定期接種対象者は以下のとおりです。対象者には４月中旬までに、高齢者肺炎球菌予防接種券を
郵送しますので、この機会にぜひ接種してください。

４月下旬頃に『がん検診等受診券』が自宅に届きます。
がん検診等受診券とは？ 
　・あなたが今年度受けられるがん検診等の種類をご案内します。
　・市のがん検診を予約・受診する際に受診機関に提出します。
がん検診等受診券の使い方は？
①がん検診等受診券が届く（はがきまたは封書）
　※紛失された場合は、市役所健康推進課にお申し出ください。
　※子宮がん・乳がん検診無料クーポン券対象者の方は、クーポンが同封されます。
②届いたがん検診等受診券を持参し、がん検診を受ける
　※詳しい受診方法は、4月号広報と同時配布の「令和4年度弥富市がん検診・健康増進事
　　業のご案内」をご覧ください。
③医療機関（集団検診の場合は保健センター）が、受けたがん検診にチェックを入れる
　※各検診にがん検診等受診券は必要です。
④受診後は、重複受診をしないように、控えとしてお使い下さい。

＊＊＊ 早期発見・早期治療で、自分の体を守りましょう ＊＊＊

生後５～６カ月頃の
お子さん

生後９カ月頃の
お子さん
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財源確保のため、有料広告を掲載しています。内容に関するお問い合わせは、直接広告主へお願いします。

有料広告

有料広告

有料広告

有料広告

有料広告

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

高雄工業株式会社
「世界基準の品質そして技術力」

愛知事業所
　本社 ： 〒498-0066　弥富市楠三丁目13-2
　　　　（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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