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問い合わせ先（市外局番 0567）

（令和4年5月1日現在）

人口　43,839人（+19）
男　　21,960人（＋27）
女　　21,879人（ー8）
世帯　18,410　（＋35）

弥富市がＬＩＮＥをはじめました♪
こんなとき頼りになる消防団
弥富市職員を募集します
ファミリー・サポート・センターって？
弥富市ささえあいセンター協力会員および
買い物支援サービス協力会員募集！！
令和４年度 集団検診（バス検診）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
妊娠中の方へ「弥富市避難行動要支援者登録」のご案内
男性の方へ！風しん抗体検査および定期予防接種
（風しん第５期）期限延長のお知らせ
弥富市結婚新生活支援補助金
６月の行事予定カレンダー
保育の広場
・西部保育所
子どもは宝 やとみのたから
・６月生まれの子どもたち
SUKUSUKUPLAZA
まちの話題
やとみ歴史探訪
市長の部屋
教育の広場
・白鳥小学校
広島研修
くらしの情報
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保健センターだより
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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
いこいの里　　　　　　 ☎69－1600（日・月曜、祝日休館）
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）
同報無線確認電話 ☎65－8517
　※臨時放送の確認ができます。

市県民税　　　　１期
下水道等使用料　４・５月分
《納期限：６月 30日（木）》

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、企画政策課
　　　防災課、市民協働課、学校教育課
5階　議場および議会事務局、監査委員事務局
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 )
( 弥富市前ケ須町南本田 347番地）　
1階　観光課（☎65－1106）（　 65－4355）
　　　歴史民俗資料館（☎65－4355）（　 65－4355）
2階　図書館（☎65－1117）（　 66－1038）

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

雨の日が多い季節になってきま
した。じめじめとした空気に憂鬱な
気持ちになることも多いかと思いま
す。そんな時は、雨の日だからこ
そ映える紫陽花や、花のようにも
見える色とりどりに咲いた傘模様
など、雨の日だからこそ楽しめる
ものをぜひ探してみてください。

LINEの
「友だち追加」から

「2次元コード」または
「ID検索」で

登録してください。

友達募集中！

@yatomishi
LINE ID

市役所人事秘書課（内線475）

トピックス

トピックス

トピックス

　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いた
します。

マスク着用のお願い

ゆううつ
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市の消防団長以下副団長、各分団長
を紹介します。
消防団は、市内 16 の分団に分かれ、
北部地区７分団、南部地区５分団、東
部地区４分団で組織され、地域住民の
安全のために活躍しています（敬称略）。

市民の皆さまには、日頃より消防団の活動につきまして、ご理解ご協力を賜り厚くお礼申し上げます。
今後起こり得る大規模災害に備え、消防団員には消火活動のみならず、水防活動、防災活動と幅広い
活動が求められています。さまざまな災害から被害を最小限におさえるため、規律を重んじながら団員
一人ひとりが大切な人や大切な地域を守りたいという強い郷土愛を持ち、仲間と一緒に活動できる喜び
と、地域のために役に立てる喜びを力にして日々活動しております。これからも新型コロナウイルス感
染症対策をとりながら一生懸命訓練に励み、市民の安全安心を守ってまいります。

消防団長　宇佐美 友昭

こんなとき頼りになる

弥富市消防団名称および区域

北
部
地
区

名　称地区別 区　　域
第 1 分団 楽平、又八、佐古木

前ケ平、東中地、西中地、
鎌倉

海老江、上之割、中之割、
下之割、東弥生台団地、
中六北
車新田、前新田、小島、
弥生台団地、中六南
平島
前ケ須、中山、川原欠、
大藤
森津、芝井、鎌島
松名、寛延、間崎、稲元、
稲吉、加稲、富島、栄南
狐地、稲狐、三稲
稲荷、操出、西末広、
東末広、大谷、駒野、
上野、楠
三好、稲荷崎、境、中原、
鍋田、富浜、曙
神戸、桴場、鳥ケ地、
子宝、西蜆
東蜆、四郎兵衛、亀ケ地、
下押萩、上押萩、竹田
五斗山、坂中地、鮫ケ地、
馬ケ地
堤蛇ケ江、大山、鍋平、
三百島

荷之上、五之三、五明

第 2 分団

第 3 分団

第 4 分団

第 5 分団

第 6 分団

第 7 分団

第 8 分団

第 9 分団

第 10 分団

第 11 分団

第 12 分団

第 13 分団

第 14 分団

第 15 分団

第 16 分団

南
部
地
区

東
部
地
区

第 1 分団長
加藤 貴也

副団長（北部）
鎌田 建作

副団長（東部）
佐藤 直哉

副団長（南部）
黒宮 剛

団　長
宇佐美 友昭

第 6 分団長
瓜生 将太

第 5 分団長
中川 翔太

第 4 分団長
森 洸斗

第 3 分団長
谷下澤 知宏

第 2 分団長
大島 慎之助

第 11分団長
石川 佳寛

第10分団長
水谷 真也

第 9 分団長
近藤 誠也

第 8 分団長
下里 正弘

第 7 分団長
蒔田 清彦

第16分団長
加賀 寛明

第15分団長
桒野 信行

第14分団長
川瀬 進也佐藤 寛之

第13 分団長

第12分団長
水谷 竜大

特 集

団長あいさつ

消防団消防団
（敬称略）

【欠格事項】
 ・禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでまたはその執行を受けることがなくなるまでの者
 ・日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法またはその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、または
　これに加入した者
【その他】
 ・試験会場などについては、申し込み受け付け後、正式に個別通知します。
 ・受験資格など不明な点は、事前に市役所人事秘書課にお問い合わせください。
 ・試験申込書などは市役所１階総合案内横の広告付庁舎案内板下方ケースに備え付けのほか、市役所４階人事秘書課および十四山支所で開庁日に配
　布します。また、市ホームページから印刷（サイズ指定有り）して使用もできます。

募集職種
必要書類

【提出書類】

【募集職種、受験資格など】

   ・　〒498－8501　愛知県弥富市前ケ須町南本田335番地　市役所人事秘書課　人事グループ（内線472・473）

弥富市職員を募集します弥富市職員を募集します
募集職種 採用

予定人員 受験資格 試験日 応募受付期間

技術職（建築）
〔*社会人経験者〕

技術職（建築）

技術職（土木）
〔*社会人経験者〕

技術職（土木）

保健師

事務職
（一般事務）
〔障がい者〕

事務職
（一般事務）

保育士

3 人程度

2人程度

1人程度

5人程度

若干名

7月19日（火）から
8月5日（金）まで
（土・日曜日を

除く）
9月18日（日）

5月30日（月）から
6月16日（木）まで
（土・日曜日を

除く）
７月10日（日）

・平成 10 年４月２日以降に生まれた人で、4 年制大学を卒業した人または令
和５年３月までに卒業見込みの人

・平成 12 年４月２日以降に生まれた人で、短期大学、専修学校などを卒業し
た人または令和 5 年 3月までに卒業見込みの人
※ 保育士資格を有している人または令和 5 年 3月までに取得見込みの人

保育士
〔*社会人経験者〕

12 人程度
昭和 63 年４月２日以降に生まれた人で、４年制大学または短期大学、専修学
校などを卒業した人
※ 保育士資格を有し、保育士業務または幼稚園教諭業務での実務経験が通算
　 ２年以上ある人

・平成 8 年４月２日以降に生まれた人で、４年制大学を卒業した人または令和
５年３月までに卒業見込みの人

・平成 12 年４月２日以降に生まれた人で、短期大学（* 専修学校の専門課程を
含む）を卒業した人または令和５年３月までに卒業見込みの人

・平成 14 年４月２日以降に生まれた人で、高等学校を卒業した人または令和
５年３月までに卒業見込みの人

昭和 58 年４月２日以降に生まれた人で、高等学校を卒業した人または令和５
年３月までに卒業見込みの人（高等学校以上の学歴でも受験可）
※ 身体障がい者手帳、療育手帳（愛護手帳など）、精神障がい者保健福祉手帳
　 の交付を受けている人

平成５年４月２日以降に生まれた人で、４年制大学を卒業した人または令和５
年３月までに卒業見込みの人

平成５年４月２日以降に生まれた人で、保健師資格を有している人または令和
5 年 3月までに取得見込みの人

昭和63年４月２日以降に生まれた人で、高等学校卒業程度以上の学歴を有し、
次のいずれの要件も満たす人
１ 次のいずれかの資格を有すること
　 (1) 土木施工管理技士（１級または２級）
　 (2) 技術士（建設部門または上下水道部門）
２ 土木工事の計画、設計、施工管理などの実務経験が通算３年以上ある人
平成５年４月２日以降に生まれた人で、４年制大学を卒業した人または令和５
年３月までに卒業見込みの人
昭和63年４月２日以降に生まれた人で、高等学校卒業程度以上の学歴を有し、
建築工事の設計または施工管理などの実務経験が通算３年以上ある人

○ ○ ○技術職（建築）

○ ○ ○技術職（土木）

○ ○ ○事務職（一般事務）

その他「卒業（見込）証明書」「成績証明書」「採用候補者試験申込書」
（指定様式）（写真貼付）

○ ○ ○

○ － ○

保育士

保健師

・保育士の資格を証する書類または保育士資格取得
　見込証明書

保育士
〔社会人経験者〕

○ ○ ○

○ ○ ○

事務職（一般事務）
〔障がい者〕

・障がい者手帳の氏名、障がい名（身体障がいのみ）
　および等級が掲載されているページの写し

・保健師の資格を証する書類（有資格者のみ提出）

○ － ○技術職（土木）
〔社会人経験者〕

○ － ○技術職（建築）
〔社会人経験者〕

＊「専修学校の専門課程」とは、文部科学大臣により専門士の称号が付与される課程を指します。
＊〔社会人経験者〕枠の実務経験について
 ・雇用形態（正社員、アルバイト、パートタイマー）は問いませんが、企業などで週30時間以上の勤務のものに限ります。
 ・複数の民間企業などでの経験年数を通算することができます。
 ・同一期間内に複数の職務に従事した場合は、いずれか一方のみを対象とします。

・上記「受験資格」の資格を証する書類
・勤務証明書（指定様式）（※最終合格通知後に提出）

・保育士の資格を証する書類
・勤務証明書（指定様式）（※最終合格通知後に提出）

・勤務証明書（指定様式）（※最終合格通知後に提出）

TOPICS
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ファミリー・サポート・センターって？

皆さんから寄せられる
よくある質問に
お答えします。

みんなが子育て応援団！

　ファミリー・サポート・センターでは随時、
会員登録の受け付けをしています。
　ただし、協力会員はセンターの実施する講習
を受講していただきます。
　また、産前・産後利用会員は、子育て世代包
括支援センターの面談が必要です。

基本事業
・ 保育所、塾などへの送迎
・登所前や保育終了後の預かり
・冠婚葬祭などの預かり ･ ･ ･　　など
病児・病後児保育事業
・病児・病後児の保育 ( 送迎は行いません )
産前・産後サポート事業
・産前・産後の家事支援や育児支援

・「協力会員傷害保険」・「賠償責任保険」・「利用
子ども傷害保険」に加入しているので安心です。

・基本事業は原則として協力会員の自宅です。
・病児・病後児保育は、キッズケアルーム
　｢えがお｣で預かります。
　( 病児・病後児保育専用施設 )
・産前・産後サポート事業は、産前・産後利用
　会員宅でサポートします。

① 必ず事前に会員登録が必要です。
② 会員登録後、援助の依頼をすると・・・
基本事業
・援助内容に合う協力会員をお探しします。
・事前打ち合わせを行い、援助をします。　
病児・病後児保育事業
・かかりつけ医に受診し、医師連絡票に利用可
と判定されなければなりません。

・前日までの予約が原則です。
産前・産後サポート事業
・産前・産後の家事支援および育児支援などサ
ポートが必要な内容を確認し、協力会員をお
探しします。

・協力会員が、産前・産後利用会員宅へ伺いサ
ポートします。

どんな時に利用できるの？Ｑ

事故が心配だけど・・・Ｑ

すぐに援助してもらえるの？Ｑ

Ｑ どこで預かってくれるの？

ファミリー・サポート・センターは、
地域の中で「子育ての援助を受けたい人」と「子育ての援助ができる人」が
利用会員と協力会員になって子育てを助け合う有償ボランティア組織
です。

Ｑ A＆

協力会員養成講習会のお知らせ
　協力会員になって援助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。
　一度に全部受講できなくても大丈夫です。ご都合のよい時間に少しずつ受講してみませんか？

▼ところ　市役所３階　大会議室Ａ、保健センター　▼募集人員　各 20 名程度
▼申込方法　７月 15 日 ( 金 ) までに、電話または窓口でお申し込みください。
▼持ち物　マスク着用、ハンカチまたはタオル、筆記用具
　・　 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）

弥富市ささえあいセンター協力会員および
買い物支援サービス協力会員　募集！！

◆とき

◆とき

※ ご都合が悪ければご相談ください。別の日で受講していただきます。

日程 時間
6 月 14 日（火） 13：00 ～ 15：00

日程 時間

6 月 24 日（金） 13：00 ～ 15：00

7 月 14 日（木） 13：00 ～ 15：00

※ 必要に応じて実習を行います。
※ 日程で都合の悪い日があれば
　  ご相談ください。
　  別の日に補講を行います。

生活の支援を受けたい人（利用会員）に対して、生活の支援ができる人（協力会員）が、介護保険
サービスや障がい者福祉サービスではできないことをお手伝いする、有償の助け合い組織です。
主な活動は、家事支援や病院の付き添い、買い物支援サービスなどがあります。

◆ささえあいセンター協力会員になるには
下記のいずれにも該当する方。
① 20 歳以上で協力会員として活動できる方
② 下記日程の研修に参加でき、会員登録後、市内での活動ができる方

ささえあいセンターの協力会員が車（きんちゃん Go!!、ぶんちゃん Go!!）に乗って、利用者の
自宅まで行き、自宅から買い物先への送迎、買い物中の付き添い、自宅内への荷物の運び込み
などを行うサービスです。
協力会員には、往復の運転と買い物中の付き添いを行っていただきます。 　

◆買い物支援サービス協力会員になるには
下記のいずれにも該当する方
① ささえあいセンター協力会員であることまたはささえあいセンター
　 協力会員になるための研修を受講される方
② 下記日程の福祉有償運送の運転者講習に参加できる方
※ 年齢などについて確認させていただく場合がございます。

◆申込方法（研修・講習ともに）
弥富市ささえあいセンターまでご連絡ください。

◆申込期限
6 月 10 日（金）　

◆　・　
弥富市ささえあいセンター　弥富市鯏浦町上本田 95 番地１（総合福祉センター内）
☎43‐4165
受付時間：月～金曜日（土・日曜日、祝日、年末年始除く）　午前８時 30 分～午後５時

７月３日（日） 8：10 ～ 18：20
▼日程
実施日 時  間 講習内容

7 月
28 日
( 木 )

9：30
～

10：00

10：00
～

11：30

13：30
～

15：30

ふぁみさぽ井戸端会議
【講師】ファミリー・サポート・センター アドバイザー

ふぁみさぽ栄養室
【講義】～食生活と子どものアレルギー～
【講師】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

7 月
29 日
( 金 )

受講証交付

9：30
～

11：30

13：30
～

15：30

15：30～

ふぁみさぽ保健室
【実習】～子どもの世話～　沐浴、調乳など
【講義】援助中の緊急対応と心構え、マナー
【講師】保健センター　保健師
　　　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

ふぁみさぽレスキュー
【講義・実技】～子どもの安全～ AED の使い方など
【講師】海部南部消防署　救急救命士

実施日 時  間 講習内容

◆ところ
総合福祉センター　２階研修室（弥富市鯏浦町上本田 95 番地 1）

◆ところ
NPO 法人　移動ネットあいち（名古屋市南区三吉町六丁目 25 番地）

買い物支援サービスとは

弥富市ささえあいセンターとは
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新型コロナウイルス感染症拡大状況によっては、延期・中止になる場合があります。【お願い】

　昭和 37 年４月２日～昭和 54 年４月１日生まれの男性は、特定健康診査、前立腺が
ん検診、肝炎ウイルス検診、胃がんリスク検診と同時に抗体検査を無料で受けること
ができます。抗体検査を受けるにはクーポン券（再交付可）が必要になります。抗体検
査をご希望の方は、お申し出ください。

☆風しん抗体検査について

＜注意事項＞
◆検診は午前中に実施します。15 分ごとに予約枠があり、ご希望の時間帯に予約をお取りできないこともあ
ります。
◆申し込みは定員になり次第終了しますが、キャンセル待ちを受け付ける場合もあります。
◆申し込みが少なかった場合は、日程や時間を調整させていただく場合があります。

　・　市役所健康推進課（保健センター）( 内線 311～318)

検診場所：保健センター  （市役所 3 階）
令和 4 年度集団検診日程表

市では検診をより精度の高い有効なものにするために、検診結果 ( 精密検査含む ) の把握を行っていることをご了承ください。
※1　眼底検査は、特定健診・後期高齢者健診対象の方で、医師の判断により必要な方のみ実施できます。
※2　胃がん検診は、80 歳以上の方は危険防止のため受けられません。個別検診で受けるようお願いします。
　　  胃のバリウム検診について、①～③に該当する方は、安全面より実施ができません。①大腸憩室、腸閉塞、消化管穿孔の
　　  既往がある方　②バリウムアレルギーまたはバリウムにより体調不良があった方　③検査台の上で安定して立ったり回
　　  転したりすることができない方。
　　  また、1 年以内に手術した方 ( 胃、頭頚部、心臓、大動脈、肺、脊椎、腕、脚など ) は主治医の許可を受けてください。
※3　今年度、総合がん検診または個別がん検診にて内容の重複する検診を受けた方は、受けられません。
　　  胃がん・肺がん検診は妊娠中の方は受けられません。
※4　昨年度または今年度に市の子宮がん検診を受けた方、妊娠中・生理中の方は受けられません。
※5　昨年度または今年度に市のマンモグラフィ検診を受けた方、妊娠中・授乳中・卒乳後 1 年以内の方は受けられません。
※6　今年度、子宮頸がん、乳がんの「がん検診無料クーポン」が届いている方は、無料で受けられます。検診当日、クーポン
　　  券をお持ちください。
※7　胃がんリスク検診は、上部消化器症状があるまたは治療中、腎不全、プロトンポンプ阻害剤服用中、胃切除後およびピ
　　  ロリ菌除去後などの方は正しい検査結果が得られない場合がありますので受けることができません。

※8　無料大腸がん検診も含みます。

令和４年度集団検診（バス検診）のご案内令和４年度集団検診（バス検診）のご案内

検診項目

30代健診 500円

1,000円

無　料
※左記対象者のみ受診可

職場などで健診を受ける機会が
ない30～39歳問診、身体計測、理学的検査、

血圧測定、尿検査、血液検査、
心電図
眼底検査(特定・後期高齢者
健診のみ) ※1

特定健康診査
無　料

40歳以上の
弥富市国民健康保険加入者

後期高齢者健診

歯周病検診

胃がん バリウムによるX線検査 ※2

歯周病検診

1,200円

肺がん 胸部X線検査 600円40歳以上 ※3

大腸がん 便潜血2日間法 400円

前立腺がん 血液検査（PSA検査） 50歳以上の男性 600円

子宮がん 子宮頸部細胞診 20歳以上の女性 ※4 ※6 800円

乳がん マンモグラフィ 30歳以上の女性 ※5 ※6 1,400円

500円 300円

600円

300円

200円

300円

400円

700円

骨粗しょう症

大腸がん検診

肝炎ウイルス検診

超音波伝導法による骨密度測定

便潜血2日間法

血液検査（B型・C型肝炎）

40歳以上の女性

20～65歳（生涯１回）※7

昭和57年4月2日～
58年4月1日生

ピロリ菌抗体検査・ペプシノゲン検査胃がんリスク検診

後期高齢者医療保険加入者

無　料健康診査とセットになっています。
※不要の場合はお申し出ください。

健
康
診
査

が
ん
検
診

そ
の
他
検
診
無
料
検
診

検診内容 対象者
69歳以下 70歳以上

料金
※検診日にお持ちください

6 月 25 日（土）午前 8 時 30 分から電話予約開始
※25 日は午前 8 時 30 分から正午までの受け付けとなります。  
※6 月 26 日（日）は電話受け付けを行いません。
6 月 27 日（月）以降は、午前 8 時 30 分から午後 5 時まで（土・日曜日、祝日を除く平日）
感染症予防のため、窓口来所はできる限りご遠慮ください。

各検診日の 10 日前まで（土・日曜日、祝日は除く）
※ただし定員に達した場合は、申込期間内でも申し込みを締め切ります。

◆電話予約

◆ウェブ予約 6 月 13 日（月）午前 9 時 ～
7 月 15 日（金）午後 5 時
（パソコン・スマホで 24 時間受け付け）

申込方法

申込期間

弥富市
集団検診
Web予約

「がん検診等受診券」を
検診当日に必ず、
お持ちください。

とき

項目 胃
がん

子宮
がん

乳
がん

骨粗
鬆症

無料
肝炎

胃がん
リスク

歯周病
検診

大腸
がん
※8

前立腺
がん

30代･特定
後期高齢者
健診

〇 〇7月12日(火) 〇

〇

〇

〇

〇

〇7月21日(木)

〇

〇〇 〇

〇 〇

〇 〇

〇

〇

〇

〇 〇

〇

7月24日(日) 〇

〇

〇〇

〇〇

〇

〇 〇8月7日(日) 〇

〇 〇8月16日(火) 〇

〇

〇

〇 〇9月8日(木) 〇

〇 〇9月22日(木)

〇 〇〇

〇

〇 〇 〇9月25日(日) 〇

〇 〇10月22日(土) 〇〇

〇 〇11月2日(水)

〇

〇

〇 〇

〇

〇11月9日(水)

〇

〇

〇

〇

〇

〇 〇12月1日(木) 〇 〇

〇

〇

〇 〇

〇 〇12月3日(土) 〇〇 〇

〇 〇1月11日(水)

〇

〇 〇

〇 〇10月6日(木) 〇 〇

〇

〇

〇 〇10月8日(土) 〇 〇〇

肺
がん

〇

〇

〇

〇 〇

〇

〇 〇

〇

〇 〇

〇 〇

〇 〇

保健センターおよび検診バスにて集団検診を実施します。一度に複数の検診を同時に受けることができます。
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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）

市役所健康推進課（保健センター）（内線314、316）

市役所健康推進課 (内線 312）

※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 分から１時
　間程度かかります。
※転入された方で、接種を希望される方は、市役所健康推進課へお
　問い合わせください。

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 5 月19 日現在

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

　２回目接種終了後、5 カ月以上経過した 12 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。使用するワクチンは 12 歳か
ら 17 歳の方はファイザー社製、18 歳以上の方はファイザー社製または武田／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】※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。

　接種対象者は３回目を接種してから５カ月以上経過した 60 歳以上の方並びに 18 歳以上 60 歳未満の方のうち、
基礎疾患を有する方およびその他新型コロナウイルス感染症にかかった場合の重症化リスクが高いと医師が認める
方です。
　４回目ワクチン接種で使用するワクチンはファイザー社製および武田／モデルナ社製です。接種のご予約は
WEB またはコールセンターでできます。詳しくは市ホームページをご覧ください。

4 回目のワクチン接種について

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。

風しん抗体検査および
定期予防接種（風しん第５期）期限延長のお知らせ
　令和元年度から令和３年度までに、市が発行したクーポン券の有効期限が令和７年２月 28 日まで延長さ
れました。
※現在お持ちのクーポン券は、有効期限が過ぎていますが、そのまま使用できます。
※クーポン券を紛失された方、転入された方は、再発行致しますので、市役所健康推進課までお問い合わ
せください。

弥富市では、災害が発生したときに、自力で避難が難しい高齢者や障がいのある方など（「避難行動要支
援者」といいます）の避難支援などのため、避難行動要支援者名簿を運用しています。令和４年６月１日より
妊娠届を出された方へ同案内を開始します。すでに妊娠届を保健センターに提出済みの妊娠中の方で、登
録をご希望の場合は、保健センターに登録用紙を提出してください。登録用紙は保健センター窓口もしくは
市ホームページからダウンロードができます。

地域における支援を希望される方が自ら「避難行動要支援者名簿」に登録し、避難支援者等関係者（自主
防災組織、地区役員、市消防団、民生委員・児童委員、地域支援者など）に住所、氏名などの情報を提供
することで、災害時の安否確認や避難誘導などに役立てる制度です。この台帳に関する情報は、災害発生
時に地域の支援により生命などの安全を図るものであり、それ以外の用途に使用されたり他に情報を流さ
れることはありません。

避難行動要支援者への支援は、避難支援等関係者による任意の協力であり、名簿への登録によって災害
時の支援を保証するものではありません。また、避難支援者等関係者は、避難行動要支援者の避難誘導に
関してその責任を負うものではありません。
出産予定日より１年後に登録内容は自動的に抹消されます。その後も希望される場合は、申請が必要で
す。

「弥富市避難行動要支援者登録」のご案内

▼対　象：弥富市に住所のある昭和 37 年４月２日から昭和 54 年４月１日生まれの男性
　※市外へ転出された場合は弥富市のクーポン券は使用できません。
▼実施期間：令和７ (2025) 年２月 28 日まで
▼費　用：無料（抗体検査、予防接種）　※市が発行する「クーポン券」が必要です。
▼抗体検査 : 本事業に参加している全国の医療機関などで受けることができます。市内の医療機関の一
　覧は、市のホームページでご確認ください。
▼予防接種 : 抗体検査を受けた結果、十分な量の風しんの抗体がないことが判明した方が対象になりま
　す。
★詳細は市ホームページ、厚生労働省ホームページをご参照ください。

●どんな制度ですか？

●ご注意

男性の方へ !

妊娠中の方へ
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休休館日・運休行事予定カレンダー月6
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6 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。　※あま市は市外局番が 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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休きんちゃんバス

休きんちゃんバス 行政相談所
心配ごと相談所
（総合福祉センター）
13：00～16：00

休きんちゃんバス

休きんちゃんバス 休図書館・歴史民俗資料館

休図書館・歴史民俗資料館

消費生活相談（予約制）
（市役所）
13:30～16:00

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

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
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
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

はっさん会
（認知症家族の会）
（弥富まちなか交流館）
10：00～11：30

消費生活相談（予約制）
（市役所）
13：30～16：00

生活自立支援相談
（市役所）
9：00～正午

生活自立支援相談
（市役所）
9：00～正午

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
行政相談所
心配ごと相談所
（十四山総合福祉センター）
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≫
市県民税　　　　　　　１期
下水道等使用料　  ４・５月分

奥村クリニック
(津島市)
☎２2－2600

こじま整形外科
(愛西市)
☎25－9911

服部整形外科皮フ科
(弥富市)
☎65－1200

脳神経外科のぞみ
クリニック(あま市)
☎４４３－５５３３

※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」
海部南部権利擁護センター　☎69－8181

休図書館・歴史民俗資料館

休図書館・歴史民俗資料館

2928 30

弥富市結婚新生活支援補助金

【対象となる世帯】
　下記の全てを満たす新婚世帯
①令和４年１月１日から令和５年２月 28 日までの間に婚姻届を提出し受理された夫婦
（ただし、 同一人同士が再婚した場合を除く。）
②新居となる住宅が弥富市内にあり、その住宅に夫婦ともに住民票がある。
③夫婦ともに婚姻日における年齢が 39 歳以下
④夫婦の年間所得合計（令和３年１月１日～令和３年 12 月 31 日分）が 400 万円未満
　※1離職し、申請時に無職の場合は、離職した者は所得０円として算出
　※２申請時に１年を超える育児休業者は所得０円として算出
　※３貸与型奨学金の返済中の場合は、世帯の所得から令和３年中の返済額を控除
   ※４「夫婦の所得 400万円未満」を収入に換算すると、約540万円未満に相当
⑤他の公的制度による住宅取得補助（すまい給付金および外構部の木質化対策支援事業除く。）または家
　賃補助を受けていない。
⑥過去にこの補助金（他の自治体における同様の補助金を含む。）を受けたことがない。
⑦弥富市税を滞納していない。
⑧世帯の構成員全員が暴力団員または暴力団密接関係者でない。
【対象となる経費】
　令和４年１月１日から令和５年２月 28 日までの間に夫婦のいずれかが支払った、原則、夫婦のいず
れかが契約名義人である①および②の費用の合計額で１世帯あたり 20 万円を上限とします。
①住居費　婚姻を機に弥富市内で新居となる住宅を購入または賃借した場合の費用
　住宅購入費、賃料、敷金、礼金、共益費、仲介手数料
 （土地代、増改築費、リフォーム費、住宅ローン手数料、駐車場代、町内会費などは除く。）
※婚姻前の住宅購入については、婚姻日から１年以内に取得したもの
※勤務先から住宅手当を受けている場合は、その分を対象経費から差し引く　
②引越費用　婚姻を機に弥富市内の新居へ引っ越すために荷物の移動・運送に要した費用
　引越業者または運送業者へ支払った実費
　（不用品の処分費用、自らレンタカーを借りる・友人に頼むなどして引っ越した場合にかかった費用、
　家具家電購入などは除く。）

【申請期間】
　令和４年６月１日～令和５年２月 28 日。
　ただし、予算額に達した時点で受け付けを終了します。

引越費用

申請に必要な書類および詳細は市ホームページをご覧ください。

市役所市民協働課 (内線 432）

新生活のスタートを応援します！

住宅
購入費

賃料、敷金、礼金、
共益費、仲介手数料

TOPICS
補助金額
１世帯あたり上限20万円
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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

6 月 16 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

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

  川村　光くん　
かわむら　 ひかり

1歳
（鯏浦町）

ぷにぷに！愛称はもち太郎！

  石原　なの華ちゃん　
いしはら　 は

2歳
（六條町）

我が家のおてんばガール♡

  島林　青輝くん
しまばやし はる　き

1歳
（佐古木）

お誕生日おめでとう！

  服部　琉斗くん
はっと り り　 と

2歳
（鯏浦町）

いつも元気いっぱい♥

  神山　鈴月ちゃん
こう　やま す　づき

2歳
（鯏浦町）

元気いっぱいおてんば三女♡

※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　6月10日(金)～17日(金)【必着】
▼対 象 者　8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）

生き物との出会いを通して

保育
のひろば

　「先生、見て見て。」子どもたちの小さな手のひら
にそっと包まれたダンゴムシ。触るとくるっと丸ま
って姿を変身させる様子に、子どもたちは興味津々
です。
　自然豊かな五明公園や園庭では、子どもたちの心
を揺さぶるさまざまな生き物との出会いがありま
す。青虫、チョウ、カエル、トカゲなどを見つけて
満面の笑顔。手の平で感触を確かめ、動きを観察し
たりして「何を食べるのかな？」「どうやって飼育す
るのだろう？」と図鑑を観たり、友だち同士で考え
合ったりしながら子どもたちの知りたい意欲がどん
どんと膨らんでいきます。
　生き物を通して、大きい子が小さい子へ関わり方
を教えてあげるほほ笑ましい姿も見られます。
　身近な生き物に心を動かされる中で命の不思議さ
や尊さに気づき、探求心や思いやりの心が育ってい
ってほしいと願います。

きゃべつの葉っぱを
食べるんだね

何を食べるか調べてみよう

だんごむしって触るとクルンと丸くなるんだよ

あおむし
みーつけた

そーっとやさしく
触ってね

くすぐったい

西部保育所

みてみてぼくの
手に乗ったよ

6
※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。

※「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。親子で触れ合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

運動あそび

リトミックをたのしもう

夏をたのしもう !

弥生児童館
☎65－8107

大藤児童館
☎68－4101

東部児童館
☎52－4611

6月4日(土)
10:30～11:00

6月18日（土)
10:30～11:00

6月4日(土)
10:30～11:00

7月9日（土）
10：30～11：00

7月9日（土）
10：30～11：00

7月9日（土）
10：30～11：00

7月9日（土）
10：30～11：00

7月9日（土）
10：30～11：00

6月18日（土)
10:30～11:00

6月11日（土)
10:30～11:00

7月2日（土）
10:30～16:00
定員なし

7月2日（土)
10:30～
定員15名

7月2日（土）
14:00～
定員15名

7月2日（土）
定員 なし

7月2日（土）
14:00～
定員20名

7月2日（土）
14:00～
定員20名

6月27日(月)～

6月11日（土)
10:30～11:00

6月25日（土）
14：00～16:00

6月11日（土）
14：00～16:00

6月15日(水)
16:00～17:00

6月18日（土）
14：00～16:00

6月18日（土）
14：00～16:00

6月18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）

①6月11日（土）
10:30～11:30
②6月18日（土）
13:30～14:30
定員各10名

6月11日（土）
① 9:30～
②10:45～
定員15名

6月11日（土）
①13:30～
②14:30～
定員15名　

①6月11日（土）
10:00～11:00
②6月18日（土）
14:00～15:00
定員各10名

6月11日（土）
①13:30～
②14:30～
定員各10名

6月11日（土）
①14:00～
②15:00～
定員各10名

★父の日の
プレゼントづくり
( 小学生対象 )

★七夕飾りづくり

★七夕会

★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。

６月1日～７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　

月1回土曜日
10：30～ 11：00
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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

六体地蔵

六体地蔵

国道23号線の南、ゴルフ練習場の近くに稲元の墓地があ
り、その中に 6 体の古い地蔵が並んでいます。この六体地
蔵が安置されたのは江戸時代で、右から 2 番目の地蔵の光
背に宝永 2（1705）年の刻字があります。稲元は、元禄 8
（1695）年に大野村（現常滑市）で綿屋を営んでいた平野六
兵衛により開拓された新田であるため、当初は大野綿屋新
田と呼ばれていました。六兵衛は信仰心の厚い人だったこ
とから、この地蔵は開拓の犠牲者を供養したものであると
考えられています。穏やかな顔立ちの六体の地蔵は、今も
この地域を静かに見守っています。

防災クイズに挑戦してみませんか？ちょっと一息

“防災”

問題 気象庁では、洪水発生の危険がある河川に対して水位の危険度レベルを
設定していますが、そのレベルは何段階に分かれているでしょうか？

答えは P17 の下をご覧ください。

５段階
❷ ❸

７段階
❶
３段階

②　危険度レベルを５段階に分類し、レベル１から順に「水防団待機水位」「氾濫注意水位」「避難判断水位」「氾濫危険水位」「氾濫の発生」と名称を定めています。 答 え

災害対策備蓄用資材の寄付に
係る受贈式および感謝状贈呈式を
実施しました

民生委員・
児童委員活動強化週間 特徴的な紫陽花

丸眞株式会社（名古屋市守山
区）より、バスタオルなどの寄付
の申し出を受け、受贈式および
感謝状贈呈式を実施しました。
寄付していただいたバスタオル
などは、市内の避難所に配備し、
災害時に活用させていただきま
す。

弥富市民生・児童委員協議会では、「民生委
員・児童委員の日」である5 月12日に PR 活動
として PR グッズの配布を行いました。
また、5 月12日からの 1 週間を「活動強化週
間」として、31日までの間パネル展示も行いまし
た。

　写真は小坂井敦則さんが育てた青紫色のガク
アジサイです。この紫陽花、実は周りの花に見え
る部分は虫などを誘うための装飾花で、中央の
小さな粒が本当の花となっています。
　梅雨に入り雨が降り続く季節となりましたが、
雨にも負けず美しく咲く紫陽花を探しに出かけて
みてはいかがでしょうか。

青田をわたる風もさわやかな季節となりました。市民の皆さまにおかれましては、
お元気にお過ごしのことと存じます。
さて、新鮮な気持ちでスタートした令和４年度も２カ月が経過しましたが、依然と
して新型コロナウイルス新規陽性者の発生状況は、若干の減少傾向ではあるものの、
高止まりの状況が続いております。そのような中、重症化予防を目的と位置付けて、
先ずは３回目接種から５カ月以上経過した60歳以上と持病のある人など限定で４回目
接種を開始します。
これからも、コロナ収束に向け職員一丸となって取り組んでまいりますので、皆さ
まのご理解とご協力をお願いします。
結びに、梅雨入りのニュースが気になる頃です。くれぐれもお身体を大切にしてく
ださい。

市役所防災課 (内線 482)
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白鳥小学校教育の広場
   子どもたちの健康で安全な学校生活を守りつつ、新型コロナウイルス感染症拡大防止策を講じながら、充
実した教育活動を進められるよう、日々工夫しています。

持久走記録会

作品展

　児童会の運営委員の児童による、全校児童参加の企画、「○×ク
イズ」です。新型コロナウイルス感染症予防のため、運動場で行い
ました。通学団ごとに楽しみました。

　鑑賞の時間です。みんな、興味深
そうに見入っていました。

　木材を切ったり、つなげたりして完
成させた力作です。

　 芸術の秋、学年ごとにテーマを決めて、工作や絵画の制作に取り組みました。その成果
を披露する作品展を開催することができました。 新型コロナウイルス感染症予防のため、会
場が密にならないように、学年ごとに鑑賞会も行いました。

　1 月からの体育の授業で、持久力向上を目指して練習してきました。当日は曇
り空のうすら寒い天気でしたが、みんな力を出し切り走り抜きました。

　作品と一体化できる、体感型のオ
ブジェです。

　 1年生は初めての持久走記録会。
みんなほっぺたを真っ赤にしながら、
一生懸命練習してきました。

　運営委員の司会進行で進められま
した。

　通学団ごとに〇か×かを相談し、
みんなで移動します。位置についた
ら、団長さんは通学団番号を掲げま
す。それらを見て係が正解数を集計し
ます。
　上手に役割分担ができていました。

　下級生は団長さんに一生懸命つい
ていき、みんなで運動場を右へ左へ
走り回りました。

　順位カードを渡すなどの、運営の
お手伝いもしっかりとできました。　

　頑張る仲間を応援する姿が素敵
でした。

児童会企画〇×クイズ

広島は語る
弥富中学校　大角　琉斗

【資料館での記憶】

【広島から受け継いだもの】

平和記念公園を歩いていると、今の日本で
は考えられないような光景がいくつも目に映っ
た。原爆ドームとなった建物は、元々、広島の
産業を広める場として栄えていた場所である。
原爆ドームは、1945 年８月６日の原爆投下

によって被爆したものの、鉄骨などが残った状
態であり、同じように被爆した周辺の建物の中
では、頑丈なものであったようである。私がこ
の事実を知った時に考えたことは、それほど頑
丈な建物でさえボロボロにさせてしまうほど威力のある原爆の被害を受け、人間はどのよう
になってしまったのだろうということだ。ボランティアガイドさんの話によると、皮膚がただ
れ、体は大やけどを負い、近くに川があったため、水を求めて飛び込み、亡くなってしまっ
た人々も少なくなかったそうだ。原爆は、今考えても恐ろしいものなのに、当時の人々が抱
える恐怖はどれほど大きなものだったのだろう。原爆ドームは、原爆や戦争の恐ろしさを物
語っていると思った。そして、この原爆ドームが、次の世代、そのまた次の世代にも、戦時
の悲惨な出来事を語り続け、平和の象徴として輝き続けることを願っている。

修研島広
教育の広場

【戦争の反対と平和の主張】

平和記念公園にある資料館では、平和について深く考えさせられるような、当時の広島の
様子や被爆者のむごい姿が鮮明に記録されていた。被爆した人々の体には、ケロイドという
後遺症が残っていた。衣服は原型をとどめていないものもあって、原爆の威力の強さを物語
っていた。原爆ドームの見学よりもさらに現実的な恐怖を間近で感じることができた。当たり
前の日常は、平和の上に成り立っているということを、この資料館を訪れた人々は実感する
ことができる。

この広島の平和学習を通して得たものが二つある。一つ目は、平和への意識である。これ
まで平和について真剣に考えたことはあまりなかった。なぜなら、平和は常に自分の周りに
あり、身に染みついていて、そのありがたさに気付かなかったからだ。当時の人々は、まさ
かあの日、自分たちの日常がひっくり返るだなんて思わなかったかもしれない。私は、これ
から一日一日、小さな幸せをかみしめながら生きていきたいと思う。二つ目は、当たり前の
日常を未来につなげていこうという心である。いつ当たり前が壊れるかはわからない。一日
でも今日のような当たり前の日々が続くように、自分に何ができるかを必死に考え、少しで
も平和な世の中に貢献していきたい。
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在①の業務に従事しておらず、
かつ、住所地が愛知県にある
方

▼願書の配布
５月 25 日（水）から６月 30
日（木）までに、市役所、県
福祉局高齢福祉課、県福祉相
談センター地域福祉課、県民
事務所広報コーナー、愛知県
社会福祉協議会で配布します。

▼願書の受付期間　
　６月１日（水）～ 30 日（木）
▼試験日　10 月９日（日）
　愛知県社会福祉協議会福祉人
　材センター　介護支援専門員
　実務研修受講試験係
・６月１日（水）～10月７日（金）
　☎052－212－5530
・上記期間以外
　☎052－212－5516

県教育委員会では、教科書に
対する理解や関心を深めていた
だくために、教科書展示会を開
催いたします。
※教科書の貸し出しはできませ
ん。

▼と　き　
　６月３日（金）～ 30 日（木）
※休館日６月 28 日（火）を除く
　午前９時～午後６時
▼ところ　
　津島市立図書館（津島市老松
　町１番地１）
　☎25－2145
　愛知県教育委員会義務教育課
　☎(052)954－6799

▼募集項目
・航空学生（海上・航空）
・一般曹候補生
・自衛官候補生
・防衛大学校学生（一般）
・防衛医科大学校学生（医学科・
　看護学科）
・自衛官候補生
▼資　格
・航空学生
高卒者（見込み含む）、高専３
年次修了者（見込み含む）、18
歳以上 23 歳未満の者（航空は
21歳未満の者）
・第２回一般曹候補生、自衛官候
　補生
18歳以上 33歳未満の者
・防衛大学校学生（一般）
高卒者（見込み含む）、高専３
年次修了者（見込み含む）、18
歳以上 21歳未満の者
・防衛医科大学校学生（医学科・
　看護学科）
高卒者（見込み含む）、高専３
年次修了者（見込み含む）、18
歳以上 21歳未満の者

▼受付期間
・航空学生
　７月１日(金)～９月８日(木)
・一般曹候補生
　７月１日(金)～９月５日(月)
・防衛大学校学生（一般）
　７月１日(金)～10月26日(水)
・防衛医科大学校医学科学生
　７月１日(金)～10月12日(水)

家等対策に係る特別措置法（以
下、特措法）」に規定する空家
などのうち、市内に存在する
戸建て住宅、長屋または共同
住宅、併用住宅のいずれかで
あり、市職員による外観目視
調査により「不良住宅」と判
定された物件です。
なお、長屋または共同住宅に
ついては全戸において１年以
上使用されていないもの、併
用住宅については居住部分の
面積が延べ床面積の２分の１
以上のものが対象となります。
▼補助金の額
補助金の額については、対象
となる空家の除却に要した費
用の５分の４、または 20 万
円のうち、いずれか少ない方
の額となります。
▼申込方法
対象となる空家に該当し、除
却費の補助を希望する場合は、
工事の着手前（請負契約前）
に市役所都市整備課へ必要書
類を提出してください。
申込書は、市ホームページか
らダウンロードできます。
▼申込期限
12 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
工事の着手前（請負契約前）
に補助金の申請をして、交付
決定通知を受けておく必要が
あります。通知前から工事に
着手している場合、補助金を
交付することができません。
必ず事前に市役所都市整備課
までご相談ください。
建物を除却した場合、住宅地
特例が外れることで土地の固
定資産税が上がる場合があり
ます。また、除却後の更地も
適正な管理をお願いします。
　市役所都市整備課
　（内線 262・263）

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

市では、管理不全な空家によ
る周辺環境の悪化を防ぐため、
不良住宅と見なされた空家の除
却を行う場合に工事費の一部を
補助する制度を設けています。
▼対象となる空家
補助の対象となるのは、「空き

「音に反応しない」「名前を呼
んでも振り向かない」地域でこ
のようなお子さまの子育てで悩
んでみえる保護者の方は、１日
でも早く、愛知県立一宮聾学校
の乳幼児教育相談をご利用くだ
さい。
「聞こえ」と「ことば」は、３
歳までにその基礎が確立すると
言われています。そのため、「聞
こえ」による「ことば」の遅れ
に対する教育は、早ければ早い
ほど効果が上がります。少しで
もお子さまの「聞こえ」や「こ
とば」に不安を抱かれましたら、
ためらわずにご連絡ください。
●教育相談
悩みや子育てへのアドバイス、 
聞こえに関する簡単な検査を
行います。

●乳幼児教室
聞こえや聞こえによることば
の障がいのあるお子さまと保
護者を対象にした個別の支援
を行います。（２歳児は、週１
回の集団指導も行っていま
す。）

●進路相談
難聴のお子さまの進路相談を
受け付けています。

▼相談は、随時行っています。
まずはお電話ください。

▼相談、聴力測定、指導料は無
料です。

　愛知県立一宮聾学校
一宮市大和町苅安賀字上西之
杁 30
幼稚部主事または教育相談担当

　☎0586(45)6000　　　
　　0586(43)4462
　（対象校区 尾張・海部地域）

　市内犯罪発生状況（令和４年
３月）　

不法就労・不法滞在防止にご
協力を！
日本に滞在している不法残留者

の数は、６万 6,759 人（令和４
年１月１日現在、法務省統計）
であり、その大半は、不法に就
労しているものとみられます。
不法就労や不法滞在は法律で禁

止されており、不法滞在者を雇っ
た人も処罰の対象となります。
警察では、こうした不法就労・

不法滞在者の取り締まりを推進
し、「安心」して暮らせる「安全」
な地域づくりを目指しています。
情報提供など、住民の皆さんの
ご協力をお願いします。
　愛知県蟹江警察署　生活安全課
　☎95－0110
　市役所市民協働課（内線 432）

▼受験資格
　次の①および②に該当する方
①保健・医療・福祉に関する法
定資格に基づく業務または特
定の相談援助業務に通算 5 年
以上の実務経験がある方

②①の業務に従事している勤務
地が愛知県にある方または現

▼と　き　
　6 月 18 日（土）
　午後 1 時 30 分～ 3 時
　受付開始時間　午後 1 時
▼ところ　
十四山スポーツセンター　第 2
アリーナ

▼内　容
・成年後見制度の基礎知識
・海部南部権利擁護センター
　を活用しよう
▼講　師　
特定非営利活動法人　海部南部
権利擁護センター職員

▼対象者　
弥富市、蟹江町、飛島村在住・
在勤の方

▼定　員　
　50 名（事前申し込みが必要）
▼申込締切　6 月 10 日（金）
　・　海部南部権利擁護センター
　☎69－8181　
　　69－8180
　　shien@amanankenri.net

市の国民健康保険に加入され
ている被保険者全員の、医療機
関で受診した医療費を記載した
「医療費のお知らせ（医療費通
知）」を世帯主へ送付しています。
▼送付時期および対象となる診
療月
医療費通知は、年 6 回、偶数月
の月末ごろに発送しています。
４月発送：１月・２月診療
６月発送：３月・４月診療
８月発送：５月・６月診療
10 月発送：７月・８月診療
12 月発送：９月・10 月診療
翌年２月発送：11 月・12 月
診療
世帯の中に該当月の受診者が
いない場合は送付されません。
また、原則再交付はしません
ので、届きましたら大切に保管
してください。
▼確定申告の医療費控除で使わ
れる方へ
11 月と 12 月診療分について
は、翌年２月中旬以降に発送
されますので、お待ちくださ
い。
医療費通知は、送付時期に届
いている医療機関からの請求
に基づいて作成しているため、
医療機関からの請求が遅れて
いるなどの状況で、医療費が
記載されない場合があります。
医療費通知に記載がされな
かった自己負担額については、
医療機関から発行される領収
書を参考にしていただく必要
がありますので、領収書はす
ぐには捨てずに保管するよう
お願いします。
　市役所保険年金課　
　内線（122・123）

　

市では高齢者の見守りを目的
として、高齢者福祉票を整備し
ています。
６月より随時、担当地区の民

生委員が昨年度までに福祉票を
作成した方を訪問するとともに、
新たに 70 歳以上でひとり暮ら
しの方および 80 歳以上の高齢
者のみの世帯を訪問し、本人の
意向を確認して福祉票を作成し
ます。
福祉票は高齢者の緊急時、関

係機関との連絡などに活用させ
ていただきますので、作成にご
協力ください。
市役所介護高齢課（内線 175）

令和４年度のキャッチフレー
ズは、『「あなたらしい」を築く、
「あたらしい」社会へ』です。
男女共同参画社会は、男性も

女性も、一人ひとりが職場で、
学校で、地域で、家庭で、それ
ぞれの個性と能力を十分に発揮
できる社会です。そうした社会
の実現に向けて、各界、各層に
おいてさまざまな取り組みが行
われるよう、国では男女共同参
画社会基本法の施行日（平成
11 年６月 23 日）にちなみ、「男
女共同参画週間」を実施してい
ます。
男女共同参画社会を実現する

ためには行政だけでなく、市民
の皆さん一人ひとりの取り組み
が必要です。それぞれの立場で
男女のパートナーシップやワー
ク・ライフ・バランスなどにつ
いて考え、男女が共に、さまざ
まな分野において活躍できる元
気な弥富市をつくりましょう。
　市役所市民協働課（内線 434）

毎年６月に市県民税の税額を
確定し、納税義務者の方へ納税
通知書を６月中旬に送付します。
納税通知書に添付の課税明細

の内容をご確認ください。
減免の申請は納付前に手続きを
災害、死亡、退職などによる

著しい所得の減少などで、税の
納付が困難なときは、減免を受
けられる場合がありますので、
納期限までに申請してください
（申請期日を過ぎた場合またはす
でに納付した税額については減
免対象とはなりません）。
　市役所税務課（内線 216）

地震などの発生時に備え、全
国緊急地震速報配信を行います。
この訓練は、全国瞬時警報シ

ステム（Ｊアラート）※を用いた
ものです。
▼訓練実施日時
６月 15 日（水）午前 10 時頃

▼訓練で行う放送試験
市内 90 箇所に設置されてい
る防災行政無線から次のよう
に一斉に放送されます。
○放送内容
＜上りチャイム音＞
「こちらは、広報やとみです。
只今から訓練放送を行いま
す。」
｛＜緊急地震速報チャイム音＞
＋「緊急地震速報。大地震（お
おじしん）です。大地震です。
これは訓練放送です。」｝×３回

「こちらは、広報やとみです。
これで訓練放送を終わりま
す。」
＜下りチャイム＞

※地震・津波や武力攻撃などの
緊急情報を、国から人工衛星
などを通じて瞬時にお伝えす
るシステムです。
市役所防災課（内線 482）

県教育委員会では、乳幼児期
（０歳以上）から、来年度に新１
年生になるお子さん（６歳まで）
とその保護者の方を対象とした
早期教育相談を実施します。子
育てで気になることのある方、
お子さんに障がいを有する可能
性があると思われる方、お子さ
んの就学について相談したい方
など、お気軽にご相談ください。
相談は予約制で、無料で行いま
す。
▼と　き　７月 29 日（金）
午前 10 時～午後４時

▼ところ　　　
あま市甚目寺公民館

▼申込方法　
６月 17 日（金）までに市役

　所学校教育課へ
※なお、就学の相談は、市役所
学校教育課でも随時行ってい
ます。

　市役所学校教育課（内線 414）

2022

6
「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

個人市県民税の納税に
ついて

６月 23 日～ 29 日は
「男女共同参画週間」です

防災行政無線（同報無線）を
用いた訓練を行います

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。

※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。

早期教育相談

高齢者福祉票作成のご協力を

平和について考える
弥富中学校　秋山　朔良

【まとめ】

1945 年８月６日午前８時 15 分、広島に原
子爆弾が落とされた。空には、すさまじい光が
走り、2000 度を超える爆風が人々や家屋をな
ぎ倒した。火傷を負った人々が川や防水層に飛
び込み、道端には血を流して倒れている人々が
たくさんいたそうだ。この原爆投下時の話は、
平和記念公園の見学で私たちを案内してくれた
ガイドさんから聞いたものである。この時、私
たちは爆心地の標的にされた相生川の側にい
た。目の前には、私たちが普段当たり前に感じ
ている平和な光景が広がっていた。
初めて自分の目で見た原爆ドームからは、「戦争の恐怖」が強く私の心に伝わってきた。そ

の原爆ドームは、「戦争は二度と起こしてはいけない。」「世界から核兵器をなくそう。」というメ
ッセージを世界中の人々に訴えかけているように感じた。戦後、原爆ドームを保存するのか、
または、取り壊すのかという議論が長い間行われていた。戦争を思い出したくない気持ちと
これからを生きていく人々が平和を強く願うことができるようにしたいという気持ちがあっ
た。議論の末、全ての人々に戦争の恐ろしさを伝え、平和を願う象徴として保存されること
となった。私は平和記念公園を訪れたことで、今平和に暮らすことができているのは、二度
と起こしてはならない戦争の経験を後世にも伝えてくれているからだと実感した。

修研島広
教育の広場

【平和記念公園を訪れて】

私が広島の地を実際に訪れた平和学習を通して感じたことは、多くの人々が戦争について
知識を深め、平和な世の中を築いていく一員になるべきだということだ。戦争は、今の生活
とは比べものにならないくらい悲惨な出来事である。正直、知りたくないこともあるかもしれ
ないが、それを乗り越えてしっかりと事実を知ることが、未来の平和にもつながっていくと考
える。また、大切に語り継がれてきた戦時中の出来事は、私たちが一人でも多くの人々に伝
えていくことで、世界から戦争や核兵器をなくすことに貢献できる。このような一人一人の
活動や思いが広がれば、今よりもさらに平和を願える社会になる。自分がそのような社会を
築く一人であるという自覚をもって、これから生きていきたい。

・防衛医科大学校看護学科学生
　７月１日(金)～10月５日(水)
・自衛官候補生
　年間を通じて受け付けています。
　・　自衛隊愛知地方協力本部　
一宮地域事務所（一宮市大江 2
丁目1番地18　ワキタビル2階）
　☎（0586）73－7522

令和 5 年 4 月採用の海部地区環
境事務組合職員採用試験を実施し
ます。
▼募集職種
　技術職（機械、電気、化学）
▼試験日　　
（１）一般方式７月 16日（土 )
（２）SPI 方式
　　７月１日（金）～ 16日（土）
▼試験要領・申込書の配布
６月１日（水）から海部地区環
境事務組合総務課で配布します。
また、組合ホームページからも
入手できます。

▼申込期間
　６月１日（水）～ 17 日（金）　
　必着
　・　海部地区環境事務組合総務
　課（津島市新開町二丁目 212 番
　地）☎28－3810
　http://www.atkankyo.or.jp

あい おい
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在①の業務に従事しておらず、
かつ、住所地が愛知県にある
方

▼願書の配布
５月 25 日（水）から６月 30
日（木）までに、市役所、県
福祉局高齢福祉課、県福祉相
談センター地域福祉課、県民
事務所広報コーナー、愛知県
社会福祉協議会で配布します。

▼願書の受付期間　
　６月１日（水）～ 30 日（木）
▼試験日　10 月９日（日）
　愛知県社会福祉協議会福祉人
　材センター　介護支援専門員
　実務研修受講試験係
・６月１日（水）～10月７日（金）
　☎052－212－5530
・上記期間以外
　☎052－212－5516

県教育委員会では、教科書に
対する理解や関心を深めていた
だくために、教科書展示会を開
催いたします。
※教科書の貸し出しはできませ
ん。

▼と　き　
　６月３日（金）～ 30 日（木）
※休館日６月 28 日（火）を除く
　午前９時～午後６時
▼ところ　
　津島市立図書館（津島市老松
　町１番地１）
　☎25－2145
　愛知県教育委員会義務教育課
　☎(052)954－6799

▼募集項目
・航空学生（海上・航空）
・一般曹候補生
・自衛官候補生
・防衛大学校学生（一般）
・防衛医科大学校学生（医学科・
　看護学科）
・自衛官候補生
▼資　格
・航空学生
高卒者（見込み含む）、高専３
年次修了者（見込み含む）、18
歳以上 23 歳未満の者（航空は
21歳未満の者）
・第２回一般曹候補生、自衛官候
　補生
18歳以上 33歳未満の者
・防衛大学校学生（一般）
高卒者（見込み含む）、高専３
年次修了者（見込み含む）、18
歳以上 21歳未満の者
・防衛医科大学校学生（医学科・
　看護学科）
高卒者（見込み含む）、高専３
年次修了者（見込み含む）、18
歳以上 21歳未満の者
▼受付期間
・航空学生
　７月１日(金)～９月８日(木)
・一般曹候補生
　７月１日(金)～９月５日(月)
・防衛大学校学生（一般）
　７月１日(金)～10月26日(水)
・防衛医科大学校医学科学生
　７月１日(金)～10月12日(水)

家等対策に係る特別措置法（以
下、特措法）」に規定する空家
などのうち、市内に存在する
戸建て住宅、長屋または共同
住宅、併用住宅のいずれかで
あり、市職員による外観目視
調査により「不良住宅」と判
定された物件です。
なお、長屋または共同住宅に
ついては全戸において１年以
上使用されていないもの、併
用住宅については居住部分の
面積が延べ床面積の２分の１
以上のものが対象となります。
▼補助金の額
補助金の額については、対象
となる空家の除却に要した費
用の５分の４、または 20 万
円のうち、いずれか少ない方
の額となります。
▼申込方法
対象となる空家に該当し、除
却費の補助を希望する場合は、
工事の着手前（請負契約前）
に市役所都市整備課へ必要書
類を提出してください。
申込書は、市ホームページか
らダウンロードできます。
▼申込期限
12 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
工事の着手前（請負契約前）
に補助金の申請をして、交付
決定通知を受けておく必要が
あります。通知前から工事に
着手している場合、補助金を
交付することができません。
必ず事前に市役所都市整備課
までご相談ください。
建物を除却した場合、住宅地
特例が外れることで土地の固
定資産税が上がる場合があり
ます。また、除却後の更地も
適正な管理をお願いします。
　市役所都市整備課
　（内線 262・263）

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

市では、管理不全な空家によ
る周辺環境の悪化を防ぐため、
不良住宅と見なされた空家の除
却を行う場合に工事費の一部を
補助する制度を設けています。
▼対象となる空家
補助の対象となるのは、「空き

「音に反応しない」「名前を呼
んでも振り向かない」地域でこ
のようなお子さまの子育てで悩
んでみえる保護者の方は、１日
でも早く、愛知県立一宮聾学校
の乳幼児教育相談をご利用くだ
さい。
「聞こえ」と「ことば」は、３
歳までにその基礎が確立すると
言われています。そのため、「聞
こえ」による「ことば」の遅れ
に対する教育は、早ければ早い
ほど効果が上がります。少しで
もお子さまの「聞こえ」や「こ
とば」に不安を抱かれましたら、
ためらわずにご連絡ください。
●教育相談
悩みや子育てへのアドバイス、 
聞こえに関する簡単な検査を
行います。

●乳幼児教室
聞こえや聞こえによることば
の障がいのあるお子さまと保
護者を対象にした個別の支援
を行います。（２歳児は、週１
回の集団指導も行っていま
す。）

●進路相談
難聴のお子さまの進路相談を
受け付けています。

▼相談は、随時行っています。
まずはお電話ください。

▼相談、聴力測定、指導料は無
料です。

　愛知県立一宮聾学校
一宮市大和町苅安賀字上西之
杁 30
幼稚部主事または教育相談担当

　☎0586(45)6000　　　
　　0586(43)4462
　（対象校区 尾張・海部地域）

　市内犯罪発生状況（令和４年
３月）　

不法就労・不法滞在防止にご
協力を！
日本に滞在している不法残留者

の数は、６万 6,759 人（令和４
年１月１日現在、法務省統計）
であり、その大半は、不法に就
労しているものとみられます。
不法就労や不法滞在は法律で禁

止されており、不法滞在者を雇っ
た人も処罰の対象となります。
警察では、こうした不法就労・

不法滞在者の取り締まりを推進
し、「安心」して暮らせる「安全」
な地域づくりを目指しています。
情報提供など、住民の皆さんの
ご協力をお願いします。
　愛知県蟹江警察署　生活安全課
　☎95－0110
　市役所市民協働課（内線 432）

▼受験資格
　次の①および②に該当する方
①保健・医療・福祉に関する法
定資格に基づく業務または特
定の相談援助業務に通算 5 年
以上の実務経験がある方

②①の業務に従事している勤務
地が愛知県にある方または現

▼と　き　
　6 月 18 日（土）
　午後 1 時 30 分～ 3 時
　受付開始時間　午後 1 時
▼ところ　
十四山スポーツセンター　第 2
アリーナ
▼内　容
・成年後見制度の基礎知識
・海部南部権利擁護センター
　を活用しよう
▼講　師　
特定非営利活動法人　海部南部
権利擁護センター職員
▼対象者　
弥富市、蟹江町、飛島村在住・
在勤の方
▼定　員　
　50 名（事前申し込みが必要）
▼申込締切　6 月 10 日（金）
　・　海部南部権利擁護センター
　☎69－8181　
　　69－8180
　　shien@amanankenri.net

市の国民健康保険に加入され
ている被保険者全員の、医療機
関で受診した医療費を記載した
「医療費のお知らせ（医療費通
知）」を世帯主へ送付しています。
▼送付時期および対象となる診
療月
医療費通知は、年 6 回、偶数月
の月末ごろに発送しています。
４月発送：１月・２月診療
６月発送：３月・４月診療
８月発送：５月・６月診療
10 月発送：７月・８月診療
12 月発送：９月・10 月診療
翌年２月発送：11 月・12 月
診療
世帯の中に該当月の受診者が
いない場合は送付されません。
また、原則再交付はしません
ので、届きましたら大切に保管
してください。
▼確定申告の医療費控除で使わ
れる方へ
11 月と 12 月診療分について
は、翌年２月中旬以降に発送
されますので、お待ちくださ
い。
医療費通知は、送付時期に届
いている医療機関からの請求
に基づいて作成しているため、
医療機関からの請求が遅れて
いるなどの状況で、医療費が
記載されない場合があります。
医療費通知に記載がされな
かった自己負担額については、
医療機関から発行される領収
書を参考にしていただく必要
がありますので、領収書はす
ぐには捨てずに保管するよう
お願いします。
　市役所保険年金課　
　内線（122・123）

　

市では高齢者の見守りを目的
として、高齢者福祉票を整備し
ています。
６月より随時、担当地区の民

生委員が昨年度までに福祉票を
作成した方を訪問するとともに、
新たに 70 歳以上でひとり暮ら
しの方および 80 歳以上の高齢
者のみの世帯を訪問し、本人の
意向を確認して福祉票を作成し
ます。
福祉票は高齢者の緊急時、関

係機関との連絡などに活用させ
ていただきますので、作成にご
協力ください。
市役所介護高齢課（内線 175）

令和４年度のキャッチフレー
ズは、『「あなたらしい」を築く、
「あたらしい」社会へ』です。
男女共同参画社会は、男性も

女性も、一人ひとりが職場で、
学校で、地域で、家庭で、それ
ぞれの個性と能力を十分に発揮
できる社会です。そうした社会
の実現に向けて、各界、各層に
おいてさまざまな取り組みが行
われるよう、国では男女共同参
画社会基本法の施行日（平成
11 年６月 23 日）にちなみ、「男
女共同参画週間」を実施してい
ます。
男女共同参画社会を実現する

ためには行政だけでなく、市民
の皆さん一人ひとりの取り組み
が必要です。それぞれの立場で
男女のパートナーシップやワー
ク・ライフ・バランスなどにつ
いて考え、男女が共に、さまざ
まな分野において活躍できる元
気な弥富市をつくりましょう。
　市役所市民協働課（内線 434）

毎年６月に市県民税の税額を
確定し、納税義務者の方へ納税
通知書を６月中旬に送付します。
納税通知書に添付の課税明細

の内容をご確認ください。
減免の申請は納付前に手続きを
災害、死亡、退職などによる

著しい所得の減少などで、税の
納付が困難なときは、減免を受
けられる場合がありますので、
納期限までに申請してください
（申請期日を過ぎた場合またはす
でに納付した税額については減
免対象とはなりません）。
　市役所税務課（内線 216）

地震などの発生時に備え、全
国緊急地震速報配信を行います。
この訓練は、全国瞬時警報シ

ステム（Ｊアラート）※を用いた
ものです。
▼訓練実施日時
６月 15 日（水）午前 10 時頃

▼訓練で行う放送試験
市内 90 箇所に設置されてい
る防災行政無線から次のよう
に一斉に放送されます。
○放送内容
＜上りチャイム音＞
「こちらは、広報やとみです。
只今から訓練放送を行いま
す。」
｛＜緊急地震速報チャイム音＞
＋「緊急地震速報。大地震（お
おじしん）です。大地震です。
これは訓練放送です。」｝×３回

「こちらは、広報やとみです。
これで訓練放送を終わりま
す。」
＜下りチャイム＞

※地震・津波や武力攻撃などの
緊急情報を、国から人工衛星
などを通じて瞬時にお伝えす
るシステムです。
市役所防災課（内線 482）

県教育委員会では、乳幼児期
（０歳以上）から、来年度に新１
年生になるお子さん（６歳まで）
とその保護者の方を対象とした
早期教育相談を実施します。子
育てで気になることのある方、
お子さんに障がいを有する可能
性があると思われる方、お子さ
んの就学について相談したい方
など、お気軽にご相談ください。
相談は予約制で、無料で行いま
す。
▼と　き　７月 29 日（金）
午前 10 時～午後４時

▼ところ　　　
あま市甚目寺公民館

▼申込方法　
６月 17 日（金）までに市役

　所学校教育課へ
※なお、就学の相談は、市役所
学校教育課でも随時行ってい
ます。

　市役所学校教育課（内線 414）

十四山スポーツセンター
トレーニング講習会６月の予定

令和４年度空家等除却費
補助制度のご案内

医療費のお知らせ
（医療費通知）について

第 25 回愛知県介護支援
専門員実務研修受講試験

海部地区小中学校教科書
展示会の開催のお知らせ

聞こえの心配な乳幼児を
お育ての保護者の皆様へ
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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。

蟹江警察署からのお知らせ
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・防衛医科大学校看護学科学生
　７月１日(金)～10月５日(水)
・自衛官候補生
　年間を通じて受け付けています。
　・　自衛隊愛知地方協力本部　
一宮地域事務所（一宮市大江 2
丁目1番地18　ワキタビル2階）
　☎（0586）73－7522

令和 5 年 4 月採用の海部地区環
境事務組合職員採用試験を実施し
ます。
▼募集職種
　技術職（機械、電気、化学）
▼試験日　　
（１）一般方式７月 16日（土 )
（２）SPI 方式
　　７月１日（金）～ 16日（土）
▼試験要領・申込書の配布
６月１日（水）から海部地区環
境事務組合総務課で配布します。
また、組合ホームページからも
入手できます。
▼申込期間
　６月１日（水）～ 17 日（金）　
　必着
　・　海部地区環境事務組合総務
　課（津島市新開町二丁目 212 番
　地）☎28－3810
　http://www.atkankyo.or.jp
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有料広告

在①の業務に従事しておらず、
かつ、住所地が愛知県にある
方

▼願書の配布
５月 25 日（水）から６月 30
日（木）までに、市役所、県
福祉局高齢福祉課、県福祉相
談センター地域福祉課、県民
事務所広報コーナー、愛知県
社会福祉協議会で配布します。

▼願書の受付期間　
　６月１日（水）～ 30 日（木）
▼試験日　10 月９日（日）
　愛知県社会福祉協議会福祉人
　材センター　介護支援専門員
　実務研修受講試験係
・６月１日（水）～10月７日（金）
　☎052－212－5530
・上記期間以外
　☎052－212－5516

県教育委員会では、教科書に
対する理解や関心を深めていた
だくために、教科書展示会を開
催いたします。
※教科書の貸し出しはできませ
ん。

▼と　き　
　６月３日（金）～ 30 日（木）
※休館日６月 28 日（火）を除く
　午前９時～午後６時
▼ところ　
　津島市立図書館（津島市老松
　町１番地１）
　☎25－2145
　愛知県教育委員会義務教育課
　☎(052)954－6799

▼募集項目
・航空学生（海上・航空）
・一般曹候補生
・自衛官候補生
・防衛大学校学生（一般）
・防衛医科大学校学生（医学科・
　看護学科）
・自衛官候補生
▼資　格
・航空学生
高卒者（見込み含む）、高専３
年次修了者（見込み含む）、18
歳以上 23 歳未満の者（航空は
21歳未満の者）
・第２回一般曹候補生、自衛官候
　補生
18歳以上 33歳未満の者
・防衛大学校学生（一般）
高卒者（見込み含む）、高専３
年次修了者（見込み含む）、18
歳以上 21歳未満の者
・防衛医科大学校学生（医学科・
　看護学科）
高卒者（見込み含む）、高専３
年次修了者（見込み含む）、18
歳以上 21歳未満の者
▼受付期間
・航空学生
　７月１日(金)～９月８日(木)
・一般曹候補生
　７月１日(金)～９月５日(月)
・防衛大学校学生（一般）
　７月１日(金)～10月26日(水)
・防衛医科大学校医学科学生
　７月１日(金)～10月12日(水)

家等対策に係る特別措置法（以
下、特措法）」に規定する空家
などのうち、市内に存在する
戸建て住宅、長屋または共同
住宅、併用住宅のいずれかで
あり、市職員による外観目視
調査により「不良住宅」と判
定された物件です。
なお、長屋または共同住宅に
ついては全戸において１年以
上使用されていないもの、併
用住宅については居住部分の
面積が延べ床面積の２分の１
以上のものが対象となります。
▼補助金の額
補助金の額については、対象
となる空家の除却に要した費
用の５分の４、または 20 万
円のうち、いずれか少ない方
の額となります。
▼申込方法
対象となる空家に該当し、除
却費の補助を希望する場合は、
工事の着手前（請負契約前）
に市役所都市整備課へ必要書
類を提出してください。
申込書は、市ホームページか
らダウンロードできます。
▼申込期限
12 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
工事の着手前（請負契約前）
に補助金の申請をして、交付
決定通知を受けておく必要が
あります。通知前から工事に
着手している場合、補助金を
交付することができません。
必ず事前に市役所都市整備課
までご相談ください。
建物を除却した場合、住宅地
特例が外れることで土地の固
定資産税が上がる場合があり
ます。また、除却後の更地も
適正な管理をお願いします。
　市役所都市整備課
　（内線 262・263）

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

市では、管理不全な空家によ
る周辺環境の悪化を防ぐため、
不良住宅と見なされた空家の除
却を行う場合に工事費の一部を
補助する制度を設けています。
▼対象となる空家
補助の対象となるのは、「空き

「音に反応しない」「名前を呼
んでも振り向かない」地域でこ
のようなお子さまの子育てで悩
んでみえる保護者の方は、１日
でも早く、愛知県立一宮聾学校
の乳幼児教育相談をご利用くだ
さい。
「聞こえ」と「ことば」は、３
歳までにその基礎が確立すると
言われています。そのため、「聞
こえ」による「ことば」の遅れ
に対する教育は、早ければ早い
ほど効果が上がります。少しで
もお子さまの「聞こえ」や「こ
とば」に不安を抱かれましたら、
ためらわずにご連絡ください。
●教育相談
悩みや子育てへのアドバイス、 
聞こえに関する簡単な検査を
行います。

●乳幼児教室
聞こえや聞こえによることば
の障がいのあるお子さまと保
護者を対象にした個別の支援
を行います。（２歳児は、週１
回の集団指導も行っていま
す。）

●進路相談
難聴のお子さまの進路相談を
受け付けています。

▼相談は、随時行っています。
まずはお電話ください。

▼相談、聴力測定、指導料は無
料です。

　愛知県立一宮聾学校
一宮市大和町苅安賀字上西之
杁 30
幼稚部主事または教育相談担当

　☎0586(45)6000　　　
　　0586(43)4462
　（対象校区 尾張・海部地域）

　市内犯罪発生状況（令和４年
３月）　

不法就労・不法滞在防止にご
協力を！
日本に滞在している不法残留者

の数は、６万 6,759 人（令和４
年１月１日現在、法務省統計）
であり、その大半は、不法に就
労しているものとみられます。
不法就労や不法滞在は法律で禁

止されており、不法滞在者を雇っ
た人も処罰の対象となります。
警察では、こうした不法就労・

不法滞在者の取り締まりを推進
し、「安心」して暮らせる「安全」
な地域づくりを目指しています。
情報提供など、住民の皆さんの
ご協力をお願いします。
　愛知県蟹江警察署　生活安全課
　☎95－0110
　市役所市民協働課（内線 432）

▼受験資格
　次の①および②に該当する方
①保健・医療・福祉に関する法
定資格に基づく業務または特
定の相談援助業務に通算 5 年
以上の実務経験がある方

②①の業務に従事している勤務
地が愛知県にある方または現

▼と　き　
　6 月 18 日（土）
　午後 1 時 30 分～ 3 時
　受付開始時間　午後 1 時
▼ところ　
十四山スポーツセンター　第 2
アリーナ
▼内　容
・成年後見制度の基礎知識
・海部南部権利擁護センター
　を活用しよう
▼講　師　
特定非営利活動法人　海部南部
権利擁護センター職員
▼対象者　
弥富市、蟹江町、飛島村在住・
在勤の方
▼定　員　
　50 名（事前申し込みが必要）
▼申込締切　6 月 10 日（金）
　・　海部南部権利擁護センター
　☎69－8181　
　　69－8180
　　shien@amanankenri.net

市の国民健康保険に加入され
ている被保険者全員の、医療機
関で受診した医療費を記載した
「医療費のお知らせ（医療費通
知）」を世帯主へ送付しています。
▼送付時期および対象となる診
療月
医療費通知は、年 6 回、偶数月
の月末ごろに発送しています。
４月発送：１月・２月診療
６月発送：３月・４月診療
８月発送：５月・６月診療
10 月発送：７月・８月診療
12 月発送：９月・10 月診療
翌年２月発送：11 月・12 月
診療
世帯の中に該当月の受診者が
いない場合は送付されません。
また、原則再交付はしません
ので、届きましたら大切に保管
してください。
▼確定申告の医療費控除で使わ
れる方へ
11 月と 12 月診療分について
は、翌年２月中旬以降に発送
されますので、お待ちくださ
い。
医療費通知は、送付時期に届
いている医療機関からの請求
に基づいて作成しているため、
医療機関からの請求が遅れて
いるなどの状況で、医療費が
記載されない場合があります。
医療費通知に記載がされな
かった自己負担額については、
医療機関から発行される領収
書を参考にしていただく必要
がありますので、領収書はす
ぐには捨てずに保管するよう
お願いします。
　市役所保険年金課　
　内線（122・123）

　

市では高齢者の見守りを目的
として、高齢者福祉票を整備し
ています。
６月より随時、担当地区の民

生委員が昨年度までに福祉票を
作成した方を訪問するとともに、
新たに 70 歳以上でひとり暮ら
しの方および 80 歳以上の高齢
者のみの世帯を訪問し、本人の
意向を確認して福祉票を作成し
ます。
福祉票は高齢者の緊急時、関

係機関との連絡などに活用させ
ていただきますので、作成にご
協力ください。
市役所介護高齢課（内線 175）

令和４年度のキャッチフレー
ズは、『「あなたらしい」を築く、
「あたらしい」社会へ』です。
男女共同参画社会は、男性も

女性も、一人ひとりが職場で、
学校で、地域で、家庭で、それ
ぞれの個性と能力を十分に発揮
できる社会です。そうした社会
の実現に向けて、各界、各層に
おいてさまざまな取り組みが行
われるよう、国では男女共同参
画社会基本法の施行日（平成
11 年６月 23 日）にちなみ、「男
女共同参画週間」を実施してい
ます。
男女共同参画社会を実現する

ためには行政だけでなく、市民
の皆さん一人ひとりの取り組み
が必要です。それぞれの立場で
男女のパートナーシップやワー
ク・ライフ・バランスなどにつ
いて考え、男女が共に、さまざ
まな分野において活躍できる元
気な弥富市をつくりましょう。
　市役所市民協働課（内線 434）

毎年６月に市県民税の税額を
確定し、納税義務者の方へ納税
通知書を６月中旬に送付します。
納税通知書に添付の課税明細

の内容をご確認ください。
減免の申請は納付前に手続きを
災害、死亡、退職などによる

著しい所得の減少などで、税の
納付が困難なときは、減免を受
けられる場合がありますので、
納期限までに申請してください
（申請期日を過ぎた場合またはす
でに納付した税額については減
免対象とはなりません）。
　市役所税務課（内線 216）

地震などの発生時に備え、全
国緊急地震速報配信を行います。
この訓練は、全国瞬時警報シ

ステム（Ｊアラート）※を用いた
ものです。
▼訓練実施日時
６月 15 日（水）午前 10 時頃

▼訓練で行う放送試験
市内 90 箇所に設置されてい
る防災行政無線から次のよう
に一斉に放送されます。
○放送内容
＜上りチャイム音＞
「こちらは、広報やとみです。
只今から訓練放送を行いま
す。」
｛＜緊急地震速報チャイム音＞
＋「緊急地震速報。大地震（お
おじしん）です。大地震です。
これは訓練放送です。」｝×３回

「こちらは、広報やとみです。
これで訓練放送を終わりま
す。」
＜下りチャイム＞

※地震・津波や武力攻撃などの
緊急情報を、国から人工衛星
などを通じて瞬時にお伝えす
るシステムです。
市役所防災課（内線 482）

県教育委員会では、乳幼児期
（０歳以上）から、来年度に新１
年生になるお子さん（６歳まで）
とその保護者の方を対象とした
早期教育相談を実施します。子
育てで気になることのある方、
お子さんに障がいを有する可能
性があると思われる方、お子さ
んの就学について相談したい方
など、お気軽にご相談ください。
相談は予約制で、無料で行いま
す。
▼と　き　７月 29 日（金）
午前 10 時～午後４時

▼ところ　　　
あま市甚目寺公民館

▼申込方法　
６月 17 日（金）までに市役

　所学校教育課へ
※なお、就学の相談は、市役所
学校教育課でも随時行ってい
ます。

　市役所学校教育課（内線 414）

海部地区環境事務組合
職員募集

募集します

最後まで「自分らしく生きる」
を支えてくれるもの

自衛官など募集案内

社会福祉協議会に
▼きんちゃんカップ弥富オープン卓球大会様
　　　　　　　　　　　　　　　金10,000円

弥富市に
▼境港をよくする会様　　　 　　金１００，０００円
▼匿名様　　　　　　　　　 　　サツキ300株

♥ 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。

防犯灯新規設置希望がありましたら、地元区長・区長補助員まで申し出てください。
防犯灯新規設置は、区長・区長補助員から市役所市民協働課交通防犯グル―プへ（設置場所およ

び隣接地（耕作地など）の方の了承を得た後に）申請していただきます。
防犯灯新規設置時期については、４月から９月までに申請していただいたものを、10 月以降に

現地調査後、一括してリース事業にて設置します。

▼募集委員の人数　２人以内
▼任　期
委嘱の日（令和４年８月予定）から当該諮問に
係る調査審議終了（令和５年 11月予定）まで
▼報　酬
◇会議開催の際は、報酬（会議１回につき５千円）
をお支払いします。

▼応募資格
◇市内に在住・在勤・在学の 18 歳以上の方
　（※高校生を除く）
◇弥富市総合計画審議会（平日昼間 2 時間程度、
任期中 8 回程度を予定）に出席できる方
◇会議において政治的、宗教的または営利的な活動は
せず、市政全般に建設的な審議をしていただける方
◇本市の議員または職員でない方
▼応募期間
6 月 1日（水）～20日（月）必着

▼応募方法
応募申込書に必要事項を記入の上、郵送、持参
またはメールにてご提出ください。応募申込書
は市役所総合案内横の広告付庁舎案内板下方
ケースに備え付けのほか、企画政策課および十
四山支所で開庁日に配布します。また、市ホー
ムページよりダウンロードできます。

▼選考方法
◇提出された応募申込書に基づき、選考委員会に
て審査し、選考します。審査結果は応募者全員
に文書で通知します。

◇応募書類については返却しません。また、委員
の氏名は公表しますが、それ以外の個人情報は、
総合計画に関する業務以外に使用することはあ
りません。なお、応募に要する費用は支給しま
せんので、あらかじめご了承ください。

〇設置基準・・・通り抜けのできる公道上の電柱に、電柱１本につき１灯申請することができます。
　　　　　　　　ただし、通り抜けできない公道上の電柱であっても道路に接する住宅が６棟以上
　　　　　　　　または道路延長がおおむね 30 メートル以上のときは設置することができます。

近くの防犯灯が消えていたら、
市役所市民協働課交通防犯グルー
プまでご連絡をお願いします。
ご連絡の際は、防犯灯に付いて

いる番号と電柱番号をお知らせく
ださい。

♦防犯灯が消えていたら

防犯灯新規設置申請について

弥富市総合計画審議会の委員を募集します

市役所市民協働課（内線 7062）

一例として

電柱番号【57 ウ　391】防犯灯【 ま　0117 】

・防衛医科大学校看護学科学生
　７月１日(金)～10月５日(水)
・自衛官候補生
　年間を通じて受け付けています。
　・　自衛隊愛知地方協力本部　
一宮地域事務所（一宮市大江 2
丁目1番地18　ワキタビル2階）
　☎（0586）73－7522

令和 5 年 4 月採用の海部地区環
境事務組合職員採用試験を実施し
ます。
▼募集職種
　技術職（機械、電気、化学）
▼試験日　　
（１）一般方式７月 16日（土 )
（２）SPI 方式
　　７月１日（金）～ 16日（土）
▼試験要領・申込書の配布
６月１日（水）から海部地区環
境事務組合総務課で配布します。
また、組合ホームページからも
入手できます。
▼申込期間
　６月１日（水）～ 17 日（金）　
　必着
　・　海部地区環境事務組合総務
　課（津島市新開町二丁目 212 番
　地）☎28－3810
　http://www.atkankyo.or.jp

　・　市役所企画政策課（内線 452）

第２次弥富市総合計画後期基本計画を策定するにあたり、幅広く市民の皆さんの意見をお聴き
するため、弥富市総合計画審議会の委員を募集します。趣旨
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スポーツ大会結果 （敬称略）

■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

お越しください 図書館

館内の閲覧机席と
合わせ､全 59 席を用
意しております｡
土･日曜日、祝日は､
空 き 状況をツイッ
ターでお知らせ中 !!
何か新しいこと、

はじめてみませんか!!

皆さんが図書館にお越し
いただくきっかけになればと、
コミックスを導入しました。
一定期間、館内利用のみ

で全巻お読みいただけます。
話題の｢鬼滅の刃｣や｢進

撃の巨人｣をお楽しみくださ
い。

ふた付のドリ
ンク持ち込み
OK です !!
飲物を飲みな

がら、雑誌やコ
ミックスをお楽
しみください。

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！

人面島
中山　七里／著

チョウセンアサガオの
咲く夏

柚月　裕子／著

１０歳からできる自分の
あたまで考えること

どう解く？制作委員会／著

■よつば読書会
▼と　　き　　6 月 11 日（土）午前 10 時～正午（図書館にて）
▼テキスト　　「草花たちの静かな誓い」（宮本　輝 / 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へお問い合わせください。

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。

Twitterはじめました！ドリンク持込OKです！

ご覧くださいコミックスご利用ください学習室

新しく入った本NEW

全国大会出場おめでとう！（敬称略）
▼第27回全国私立高等学校
　男女バレーボール選手権大会
３月22日（火）～25日（金）
【エスフォルタアリーナ八王子】

日箇原　陽光（前ケ平）

▼2022日本学生陸上競技
　個人選手権大会
4月15日（金）～17日（日）
【レモンガススタジアム平塚】
佐野　尊（東末広）

▼2022 ＡＬＬ ＪＡＰＡＮ　
　ＧＹＭＦＥＳＴ ＩＮ ＹＯＫＫＡＩＣＨＩ
4月30日（土）～5月4日（水）
【四日市市総合体育館】
松岡　豪汰
（相好体操クラブ桑名教室）

▼第45回全国高等学校ハンドボール選抜大会
３月24日（木）～29日(火)【スカイホール豊田】
小坂井　瞭（前ケ須）　山本　娃藍（佐古木）　外山　いずみ（佐古木）
分部　結稀（五之三）　飯田　樹菜（鯏浦）　  井土　春那（鯏浦）

ひ　 が   はら　　　よう こう

あ いら そ   やま

わけ　べ ゆう　き じゅ　な い　づち

▼第34回全国小学生
　ハンドボール大会
令和３年
７月29日（木）～8月1日（日）
【田辺中央体育館・京都府
立山城総合運動公園体育館】

山本　慶渓（佐古木）
そうた

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

優　勝：村田　嘉彦・松波　蘭
準優勝：中野　弘文・中野　愛子

優　勝：佐藤　光・加太　未喜子
準優勝：金森　潤・金森　かよ子

■第4回弥富市ミックスダブルステニス大会（4月17日（日）　水明テニスコート）
（本選の部） （コンソレーションの部）

図 書 名 筆者名など
●心心
●レジェンドアニメ！
●マスカレード・ゲーム
●マイクロスパイ・アンサンブル
●どすこいすしずもう
　イクラまるのひみつ
●月別カレンダーで１からわかる！
　日本の政治
●70 歳からは超シンプル調理で
　「栄養がとれる」食事に変える！

石田　衣良
辻村　深月
東野　圭吾
伊坂　幸太郎

アン　マサコ

伊藤　賀一

塩野崎　淳子

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（保育士資格なしでも可）
月～金曜日（週２日以上）
＜保育士＞
８時30分～16時30分（7時間）または、８時30分～17時00分（7時間30分）
＜保育補助員（資格なしでも可）＞
14時30分～19時15分（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・期末手当など支給あり。

その他

賃金・手当等

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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●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。

市役所健康推進課 (保健センター )( 内線 311～ 318)

6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。
離乳食初期・中期の動画
がご覧いただけます→

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

27日（月）

7日(火)

16日（木）

15日（水）

新型コロナウイルスの感染状況によって、zoomアプリを使った、オンライン開催に変更することがあります。
オンライン開催の場合は、開催日の１週間前までに市ホームページでお知らせしますので、ご確認ください。

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・子宮頸がんワクチン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。
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12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 9:00～10:10

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。
※節目歯科無料クーポン券対象の方には、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 受診方法場　所

歯科
指定医療
機関

随時（土・日曜日、祝日を除く）
9:00～15:00（要予約）
不定期（土・日曜日、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・日曜日、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・日曜日、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りました。
　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4年1月出生児

令和3年9月出生児

保健
センター
(市役所
３階)

生後５～６カ月頃の
お子さん

生後９カ月頃の
お子さん

【　重　要　】
全てのがん検診の予約・受診には、がん検診等受診券が必要です。
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月下旬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ご準備ください。
紛失された方、4月以降に転入された方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。

6/4～6/10は、【歯と口の健康週間】です！

～第171回～ 6 月号 その478

（海部歯科医師会）

がん検診

わたしたちのお口の中には数千億の細菌がいます。そのような
多種多様な細菌が織り成すミクロの共同体をバイオフィルムと呼
びます。
バイオフィルムの中にはむし歯菌、歯周病菌が存在します。甘い

ものを食べ過ぎるとむし歯菌が悪さをしますし、歯ぐきから血が出
るようになると歯周病菌が鉄分などを栄養源として暴れ始めます。
それらの菌が悪さをするかしないかは皆さんの歯磨き次第です。
バイオフィルムは時間とともに分厚くなり、病原性が高まると急
性炎症が起きます。特に歯周病菌が増えると歯ぐきは腫れズキズ
キと痛み、膿が出て、歯が浮いたような違和感を覚えます。
歯科医院での治療とクリーニングによって歯ぐきの具合が良く
なっても、歯周病菌がいなくなったわけではありません。菌の量が
減ったために具合がよくなっただけです。歯磨きや歯科医院でのメ
ンテナンスを怠るとまた菌の量が増えて歯周病が再発します。
歯周病菌は歯ぐきの免疫システムを混乱させ、お口の中から追
い出すことは不可能なため、歯ぐきの腫れを繰り返すようになりま
す。歯周病菌と免疫との戦いは長期的な炎症を引き起こし、免疫機
能が十分に働かなくなっていると、歯を支える骨が溶かされていて
も歯ぐきの腫れは軽く、強い痛みを感じることがありません。歯周
病が自覚症状なく進行するのはこれが理由です。たとえ歯がなくな
っても歯周病菌は存在し続けます。隣の歯の歯周ポケットや舌の
溝、頬のシワに入り込んで生き続けるのです。
再発予防には生涯を通して歯周病菌の量を抑えることが大事で
す。毎日の歯磨きと歯科医院でのプロフェッショナルケアで、バイ
オフィルムの形成を防ぎましょう。

※1 胃がん検診（内視鏡検査、バリウム検査とも）は、令和３年度に市の胃がん検診（内視鏡検査）を受けた方は受けられません。
※2 肺がん検診の喀痰検査は、50歳以上で喫煙指数（1日本数×喫煙年数）が600以上の方に限ります。
※3 子宮がん検診の体部検査は、最近６カ月以内に症状（不正性器出血、月経異常、褐色帯下）があった方に限ります。
※4 子宮がん検診、乳がん検診のマンモグラフィは、令和３年度に市の同じ検診を受けた方は受けられません。
※5 肝炎ウイルス検診は、過去に肝機能異常を指摘された方または同検査を受けたことがない方が対象です。

●個別がん検診・肝炎ウイルス検診

申込期間中に、希望の医療機関で直接予約
をとり、検診票を受け取って受診ください

検診場所 海部医師会など指定医療機関
および海南病院(子宮・乳がん)

検診期間 6月1日(水)～10月31日(月)
持 ち 物 がん検診等受診券、保険証、検診料
申込期間 5月25日(水)～10月24日(月)

詳細は、「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。

《ひみこのはがいーぜ》ってご存じでしょうか？
これは、よく噛むと期待できる8つの効果を表した標語です。

ひ 

み 

こ 

の 

は 

が 

い 

ー 

ぜ

ひ 

み 

こ 

の 

は 

が 

い 

ー 

ぜ
食べ物を一口入れたら、いつもより5回多く噛み、味わいなが
ら食べましょう！
よく噛むことは、身体にとても良い影響を与えます。いつまでも、
自分の歯で噛めるように、お口のケアを大切にしてください。

バイオフィルムと歯周病

み  かく

ひ  まん

こと  ば

は

い ちょう

のう

ぜんりょく
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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

西尾張中央道の神戸歩道橋の
ネーミングライツを取得し、
【弥富より世界へ 高雄工業歩道橋】
と命名しました。
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