
緊急時における住民への迅速
かつ確実な情報伝達ができるよ
う、全国一斉の情報伝達訓練を
実施します。
この訓練は、全国瞬時警報シ
ステム（Ｊアラート）※を用いた
ものです。
※地震・津波や武力攻撃などの
緊急情報を、国から人工衛星
などを通じて瞬時にお伝えす
るシステムです。
▼訓練実施日時
5 月 18 日（水）
午前 11 時ごろ
▼訓練で行う放送試験
市内 90 カ所に設置されてい
る防災行政無線から次のよう
に一斉に放送されます。
○放送内容
＜上りチャイム音＞
「こちらは、広報やとみです。
只今から訓練放送を行いま
す。」
「これは、Ｊアラートのテスト
です。」×3 回
「こちらは、広報やとみです。
これで訓練放送を終わりま
す。」
＜下りチャイム＞
　市役所防災課（内線 482）

5 月 31 日（火）は、自動車税
種別割の納期限です。
4月1日現在で自動車をお持ち

の方に対し、5月2日（月）に県
税事務所から納税通知書を発送
しますので、お近くの県税事務

所、金融機関、コンビニエンス
ストアなどで納付してください
（納付場所は、納税通知書の裏面
を確認してください）。
また、パソコンやスマートフォ
ンなどを利用して、クレジット
カード（決済手数料がかかりま
す）やインターネットバンキン
グ、スマートフォン決済アプリ
（PayPay・LINE Pay・PayB）
でも納付していただけます。
なお、名義変更や廃車などの
手続きを他の人に依頼した自動
車について、納税通知書が届い
た場合は、それらの手続きが 3
月末日までに行われていないこ
とが考えられますので、依頼先
に確認してください。
また、転居などにより納税通
知書が届かないときは、管轄の
県税事務所に連絡してください。
　西尾張県税事務所
　☎（0586）45－3170
　https://www.pref.aichi.jp
/soshiki/zeimu/000005163
3.html

初めての出産を迎えるご夫婦
を対象に、妊娠中の生活や子育
てについての教室を実施します。
ぜひお二人そろってご参加くだ
さい。
▼と　き
6 月 12 日（日）
午前 9 時 30 分～正午ごろ（受
付午前 9 時 15 分～）
▼ところ
弥富市保健センター
（市役所 3 階）
▼対象者
第１子を妊娠中で安定期の妊
婦とそのパートナー 10 組
（要予約、先着順）
▼内　容
保健師による赤ちゃんのお世
話の話、歯科衛生士による歯
の話、沐浴体験、パパの妊婦

体験、交流会など
▼申込期限
５ 月 ９ 日（月）～13 日（金）
まで（定員に達し次第終了）
市役所健康推進課（内線 316）

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。
▼利用料
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

20 歳になられた方向けに国民
年金制度の内容やメリット、保
険料の納付方法や免除の手続き
などを分かりやすく動画でご案
内しています。
ぜひ、下記 URL 日本年金機構

「国民年金の加入と保険料のご案
内」にて動画をご覧ください。
　https://www.nenkin.go.jp
/tokusetsu/20kanyu.html
　市役所保険年金課（内線 125）

あいち森と緑づくり税を活用
し、愛知県が行う「あいち森と
緑づくり事業」に基づき、市民、
事業者の皆さんが行う優良な緑
化事業の費用の一部に対し、補
助金を交付します。
▼対象要件
市内の市街化区域または市街
化調整区域内の既存集落にお
いて、民有地の建物または敷
地の緑化を進める事業で、緑
化対象面積が50平方メートル
以上のものなど

▼対象経費
植栽などに係る工事費

▼補助金額
対象経費の2分の1の額（ただ
し、交付額が 10 万円未満の
場合は交付しません。）

▼申込期限
11 月末まで

※本年度の予算に達した時点で
受け付けを終了します。

▼注意事項
交付決定日以前に着手した緑
化事業は、補助金を交付する
ことができません。必ず事業
着手前に申請してください。
申請にあたっては、市役所都
市整備課まで必ず事前相談を
お願いします。
詳しくは、市ホームページを
ご覧ください。

　・　市役所都市整備課
　（内線 262・263）

市内犯罪発生状況（令和４年
２月）

特殊詐欺被害者へのアンケー
トを実施！
令和３年中の特殊詐欺被害者

（回答者 628 名）を対象にアン
ケート調査を行いました。
①「被害に遭う前の意識」につい
ては、被害者の 87％が自分は
被害に遭わない、被害に遭う
と考えたこともないと回答し
ました。

②「被害に遭った手口を知ってい
たかどうか」については、オ
レオレ詐欺被害者の約93％、
還付金詐欺被害者の約 65％が
犯行手口を知りながら被害に
遭いました。

③「電話でキャッシュカードなど
の暗証番号を聞かれることが
あると思うか」については、
被害者の約 17％が、聞かれる
ことがあると思うと回答しま
した。
特殊詐欺の被害者にならない
ように、

 ・身近な犯罪と認識し、他人事
と思わない。

 ・犯行手口を知っていても油断
しない。

 ・少しでも不審に感じたら、一
度電話を切り、警察や家族に
相談する。

 ・暗証番号は、電話で聞かれて
も教えない。

　などを日頃から意識しましょ
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 432）

花や観葉植物の品評会、生産
者直送の花の即売会、お子様向
けの花育教室などを行いますの
で、ぜひ、ご来場ください。
▼と　き
5 月 7 日（土）、8 日（日）
午前 10 時～午後 4 時
※開催については、海部農林水
産事務所のホームページなど
で随時ご確認をお願いします。

▼ところ
海南こどもの国

▼内　容
◇花の即売会　両日午前 10 時
～午後 4 時

◇花育教室（寄せ植えなどお子
様向けの内容）　両日午前 10
時～（両日とも先着 100 名、
参加費 100 円、応募不要）

◇品評会優秀作品展示
　7 日（土）午後 1 時～ 3 時
▼来場者プレゼント（お一人様
　1 苗限り）
7 日（土）午後 1 時～
（先着 150 名）
8 日（日）午前 10 時～、
午後 1 時～（各先着 150 名）
海部苗木花卉生産組合連合会
事務局（海部農林水産事務所
農政課内）
☎24－2111

大正6（1917）年5月12日に、
民生委員制度のもとになる済世
顧問制度を定めた岡山県済世顧
問制度設置規程の公布日にちな
み、この日が定められました。
全国民生委員児童委員連合会

では、毎年、「民生委員・児童委
員の日」である 5 月 12 日から
の1週間を「活動強化週間」とし
て、民生委員・児童委員（主任
児童委員）やその活動について
理解を深めてもらうための取り
組みを行っています。

弥富市民生・児童委員協議会
では、5 月 12 日（木）から 31
日（火）までの間、パネルの展
示を行います。また次のとおり
ＰＲ活動を行います。
▼と　き　5 月 12 日（木）
午前 10 時～午後 3 時
▼ところ　
　市役所 1 階市民プラザ
▼内　容　ＰＲグッズの配布
市役所福祉課
（内線 164・165）

人権擁護委員はあなたの身近
な相談パートナーです。隣近所
の揉め事、家族間の問題、体罰
やいじめ、職場におけるセクハ
ラ、ＤＶなどでお悩みの方は、下
記相談ダイヤルへお気軽にご相
談ください。秘密は厳守します。
　全国共通相談ダイヤル
（取扱時間午前 8 時 30 分～午
後 5時 15 分（土・日曜日、祝
日を除く））
（みんなの人権 110 番）
☎（0570）003－110
（子どもの人権 110 番）
☎（0120）007－110（通 話
料無料）
（女性の人権ホットライン）
☎（0570）070－810

イオンタウン弥富において献
血活動を行います。皆さんのご
協力をお願いいたします。
▼と　き
5 月 7 日（土）午前 10 時～
11 時 30 分、午後１時～4 時

▼ところ
イオンタウン弥富
　市役所健康推進課

県教育委員会では、来年度に
小・中・高等学校入学予定で、
障がいを有する可能性があると
思われるお子さんとその保護者
を対象に、特別支援学校の様子
を知っていただくために体験入
学を実施します。次の体験入学
の日以外にも随時相談に応じて
いますので、お気軽にご連絡く
ださい。
◎知的発達に遅れのあるお子さん
▼佐織特別支援学校
（愛西市西川端町 ☎37－2061）
○小学部
　見学会：6 月 10 日（金）
　※新就学児の保護者対象　
　体験入学：9 月 22 日（木）
　予備日：9 月 29 日（木）
○中学部
　見学会：6 月 9 日（木）　
　※小学 6 年生の保護者対象
○高等部
　教育相談会：6 月 16 日（木）
◎手足の不自由なお子さん
▼一宮特別支援学校
（一宮市大字杉山 ☎（0586）78
－4635）
○幼稚部・小学部　
　見学会：7 月 1 日（金）およ
　び新年中・年長児対象
○中学部
　随時実施
○高等部
　説明会：7 月 13 日（水）
　※中学 3年生および保護者対象
◎病気で療養しているお子さん
▼大府特別支援学校
（大府市森岡町 ☎（0562）48
－5311）
○小学部・中学部・高等部：7 月
13 日（水）・10 月 25 日（火）

◎目が不自由なお子さん
▼名古屋盲学校
（名古屋市千種区北千種 ☎（052）
711－0009）

○幼稚部・小学部・中学部・高等部
　教育相談および体験入学：随時
　実施
　オープンスクール：
　8 月 22 日（月）～ 24 日（水）

◎耳が不自由なお子さん
▼一宮聾学校
（一宮市大和町 ☎（0586）45
－6000）
○幼稚部　説明会 ： ６月14日（火）
○小学部　説明会：６月７日（火）
○中学部　説明会：６月８日（水）
○高等部　説明会：６月９日（木）
　詳しくは、直接体験入学先の
学校へお問い合わせください。

愛知県では、親の病気、虐待
などさまざまな事情により家庭
で生活できなくなった子どもた
ちをご自分の家庭に迎え、養育
していただく「里親」を募集し
ています。先輩里親さんのお話
を聴いてみませんか。
▼と　き　５月 25 日（水）
　午前 10 時 30 分～
▼ところ　海部総合庁舎別館会
　議室（津島市西柳原町 1－14）
▼対　象　里親制度に関心のあ
　る方、里親になりたい方
※現在コロナ禍により申込制で
す。緊急事態宣言の間は中止
となります。詳細は「愛知県
里親」で検索し、愛知県ホー
ムページをご確認ください。
※午後からは、里親を応援して
くれる「里親サポーター」養
成講座を行います。
愛知県海部児童・障害者相談
センター（☎25－8118）

奇数月に開催しているフリー
スペース『なごみの会』につき
ましては新型コロナウイルス感
染拡大防止と、ご参加される皆
さんの健康や安全を第一に考え、

開催を中止とさせていただきま
す。開催を楽しみにされていた
皆さんには大変ご迷惑をおかけ
しますが、ご理解の程、よろし
くお願いします。
　市社会福祉協議会　
　☎65－3724

健康づくり、介護予防、子育
て支援など様々な場面で活用で
きるレクリエーションゲーム、
ソングなどを学ぶ講習会を開催
します。楽しく体験しながら、
その勘所が身につく内容になっ
ています。そして何より、自分
自身が元気で生き生きとしてき
ます。
是非この機会に申し込みくだ

さい。また、不明なことはお問
い合わせください。
▼と　き　６月12日、７月３日、
24 日、８月７日、21 日、９
月 11 日、18 日、10 月９日、
23 日いずれも日曜日午前９時
20 分～午後４時 40 分

▼ところ　
　弥富市総合社会教育センター
▼受講料　29,000 円
　早期申し込みの方大歓迎。５
月 10 日までに申し込みの方
は、1,000 円引です。

▼主　催　
　弥富市レクリエ―ション協会
▼後　援　弥富市、弥富市教育
委員会、弥富市社会福祉協議会

　弥富市レクリエ―ション協会
　鯖戸善弘☎52－2062
　携帯☎090－3950－8983
▼備　考　コロナ禍対策をして
開催します。問い合わせいた
だきました方に詳しいチラシ
をお届けします。　　
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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

防災行政無線（同報無線）を
用いた訓練を行います

自動車税種別割の納付を
お忘れなく

十四山スポーツセンター
トレーニング講習会５月の予定

令和４年度弥富市緑の
街並み推進事業補助金

５月 12 日は『民生委員・
児童委員の日』です

海部苗木花き展示品評会・
即売会のご案内

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。

パパママ教室を行います。

蟹江警察署からのお知らせ20 歳になられた方へ
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ひとり親家庭の母などの自立を
促進することを目的に、就職に結
びつく可能性の高い技能・資格を
習得するための就業支援講習会の
受講者を募集します。（※日程など
は講習科目により異なります。）
▼講習科目・定員
・パソコン講習（初級・中級）
　（各 20人）
・介護職員初任者研修２コース
　（各 20人）
・調剤薬局事務講習２コース　　
　（20人）
・日商簿記３級講習（20人）
・登録販売者講習（40人）
・仕事に役立つパソコン講習
　（20人）
・福祉用具専門相談員研修（20人）
▼と　き
6 月 29 日（水）～令和 5 年 3
月 18 日（土）ほか
▼ところ
ヒューマンアカデミー
（名古屋駅前）ほか
▼募集期間
第１回
５月６日（金）～ 27 日（金）
第２回
８月５日（金）～ 26日（金）
第３回
10月31日（月）～11月21日（月）
▼受講料
　無料（教材費・交通費は自己負担）
▼申込方法
市役所児童課にある「受講申込
書」に必要事項を記入のうえ窓
口に提出してください。

▼受講通知
申込者全員に受講の可否を通知
します。
（第１回 6 月 20 日（月）ごろ、
第２回９月 20 日（火）ごろ、
第３回 12月 20日（火）ごろ）

　愛知県母子寡婦福祉連合会　
　☎（052）915－8862

市では、交通事故防止を目的
に、交通指導員を募集していま
す。子どもたちの安全確保は特
に、交通指導員の活動があって
こそのものです。子どもたちが
元気に登校できるよう、交通指
導員として活動を始めてみませ
んか。
▼活動内容　
・小中学生登校時の立哨指導、
　（平日のゼロの日午前 7 時 30
　分～ 8 時 30 分）
・交通安全週間中の交通安全啓
　発活動への参加
▼任　期　２年（再任可）
▼報　酬　
　年 43,000 円
　市役所市民協働課
　（内線 432）

愛知黎明高校ではアメリカ（カ
リフォルニア州）にあるマリー
ナ高校からの留学生と引率教員
の受け入れに伴い、ホストファ
ミリーを募集しています。
ホストファミリーになる条件

は、無償でお預かりいただける
ことと、平日、高校に送迎して
いただけることです。留学生と
の交流を希望される方のご応募
をお待ちしています。
▼受け入れ期間　
　７月初旬ごろ（1 週間程度）
　愛知黎明高校国際探究コース
☎68－2233
　info@a-reimei.ed.jp

▼と　き　５月 22 日（日）
　午前９時 30 分～
▼ところ　総合社会教育セン
ター公民館ホール

▼主　催　弥富市文化協会詩吟
部（弥富吟剣詩舞連盟）

▼後　援　弥富市教育委員会・
弥富市文化協会

お知らせします

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