
こんなことできます！！
十四山支所



特集

問い合わせ先（市外局番 0567）

（令和4年7月1日現在）

人口　43,893人（+16）
男　　21,991人（+12）
女　　21,902人（+4）
世帯　18,510　（+54）

マイナンバーカード申請サポートを実施中！

こんなことできます！！十四山支所
新型コロナウイルスワクチン予防接種のご案内
新たなきんちゃんグッズはぶんちゃんとのコラボ
「弥富金魚　錦魚の舞」にきんちゃんが初参加！
介護保険料（65歳以上の方）本算定のご案内
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市民の皆様へ  会計の不適切処理について(お詫び)
市長の部屋
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子どもは宝　やとみのたから
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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　　　　　　　２期
国民健康保険税　　　　２期
後期高齢者医療保険料　２期
下水道等使用料　６・７月分
《納期限：８月 31日（水）》

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

7 月 9 日 ( 土 )、10 日 ( 日 ) にやとみ夏まつり～金魚まつり
～が開催されました。「金魚をつかまえよう」のコーナーでは、あ
いにくの雨の中でしたが子どもたちが元気よく金魚を追いかけ、
見事捕まえることができていました。金魚すくい大会の方も白
熱しており、競技用の厳しいルールの中、3 分間で 43 匹を捕
まえる猛者も現われ、大きな歓声が上がっていました。

　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

contents

・申請サポートの事前予約は必要ありません。
・混雑時はお待ちいただく場合があります。
・マスクを外して撮影いたしますので、咳や発熱などがある方はご遠慮ください。
・申請者が 15 歳未満の場合は、法定代理人とご一緒にお越しください。
・マイナンバーカードができるまで１～２カ月程お待ちください。
・２カ月以内に引っ越し予定のある方は、引っ越し先で申請してください。
・申請サポートは、市役所市民課で行っております。
・マイナンバーカードのお受け取りは交付通知書が届きましたら、ご予約の上
　指定された交付場所までお越しください。

・本人確認書類
・交付申請書 A から C がご使用いただけます。

・無料で写真撮影
・スマホやパソコンに不慣れでも申請をサポート

市民課の職員が申請用端末にて申請をお手伝いします。

必要書類

サポート内容

注意事項

A：平成 27 年 10 月に送付された通知カードの下の部分
B：出生や国外転入などに伴って送付される個人番号通知書に同封される交付申請書
C：未申請者に令和２年 12 月下旬から送付された交付申請書

Ａの交付申請書は
この部分だよ！

令和 4 年 7 月下旬以降
に地方公共団体情報シ
ステム機構 (J - L IS) から
マイナンバーカードをお
持ちでない 75 歳未満の
方へ順次交付申請書を

送付するよ！

※交付申請書がなくても本人確認書類があれば、申請できます。

A B・C

教育の広場

マイナンバーカード
申請サポートを実施中！

申請サポートをご利用の方にノベルティグッズをお渡ししています。（なくなり次第終了）
　 市役所市民課 ( 内線 145・146)
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こんなことできます！！十四山支所

市役所十四山支所

特集

十四山支所の主な取り扱い業務は次のとおりです。詳細については、十四山支所へお問い合わせください。

・住民登録および戸籍に関する証明
　（住民票、住民票の除票、戸籍謄本・抄本など）
・印鑑登録証明
・税に関する証明（所得証明、課税証明、納税
証明、固定資産評価証明など）

・火葬許可、火葬場利用許可申請
・犬の登録・死亡届、狂犬病予防注射済票の
交付

・原動機付自転車などの登録・廃車申請
・フルハシ EPO( 株 ) への資源ごみ（刈草・剪
定木など）搬入指示書の発行

・市税、国民健康保険税、後期高齢者医療保
険料、介護保険料、火葬場使用料など

・住民異動届（転出、転入、転居など）
・戸籍の届け出（出生、婚姻、死亡など）
・印鑑登録の届け出
・マイナンバーカードの受け取り

・国民健康保険の資格取得・喪失などの届け出および諸給付の
申請受け付けならびに被保険者証の交付

・国民年金の資格取得などの届け出および免除申請受け付け
・後期高齢者医療の被保険者証再交付および各種申請受け付け
・福祉医療の申請受け付けおよび受給者証の再交付
・介護保険の資格取得・喪失などの届け出
・身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の申請
受け付け

・各種福祉手当の認定申請など受け付け
・自立支援医療受給者証（精神通院）の申請受け付けおよび交付

1 住民異動・
　  戸籍などの届け出

3 保険・年金など

4 公金の収納

5 その他業務

2 証明書などの発行

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

接種のご予約はWEB またはコールセンターでできます。
　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 7 月15 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

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

WEB や窓口、郵送での申請ができます。詳しくは市ホームページをご覧ください。
【4 回目の接種を希望される基礎疾患を有する方の申請について】

２回目接種の接種終了後５カ月以上経過した 12 歳以上の方が対象となります。
対象の方へは、予診票を順次送付しています。２回目接種より５カ月が経過して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。

【３回目の接種をご希望の方】

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歳以上の方ならびに 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。
3 回目接種から 5 カ月を経過する 60 歳以上の方へは、個別に予診票を送付します。18歳以上60歳未満の方で
基礎疾患を有するなどし、4 回目接種を希望される場合は予診票発行の申請が必要です。
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。

4 回目のワクチン接種について※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。

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。

〇〇証明

印鑑登録証明書
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介護保険料（６５歳以上の方）本算定のご案内介護保険料（６５歳以上の方）本算定のご案内

本算定通知とは、市民税額の確定に伴い、令和 4 年度の年間保険料を決定（確定賦課）したも
ので、各納期の保険料については、既に到来した納期と今後に到来する納期の保険料の合計額
が、年間保険料額になるように調整しています。

（年額）

確定した
令和 4 年度
保険料

（仮徴収）

=－
特別徴収

普通徴収 第１期・第２期

４月・６月・８月 10 月・12 月・令和 5 年２月の３回

第３期・第４期・第５期・第６期の４回

（以降の納期に振り分け）

◆介護保険料（年額）の通知を発送します

保険料の納め方

　40 歳から 64 歳までの介護保険料は、各医療保険料（国民健康保険、社会保険、共済保険な
ど）に含まれて徴収されますが、65 歳になると介護保険料の決め方と納め方が変わります。特
別徴収（年金からの天引き）が始まるまでの間は、普通徴収（納付書または口座振替）で納めてい
ただくことになります。４月から８月生まれの方は８月に、９月から３月生まれの方は誕生日
月の翌月までに納付書をお送りしますので、最寄りの金融機関などでお支払いをお願いします。

第２期 第３期 第４期 第５期 第６期

8月１日（月） 9月30日（金） 11月30日（水）令和5年1月31日（火）令和5年3月31日（金）

普通徴収の納期限（令和４年度）

◆65 歳（第１号被保険者）からの介護保険料について

●特別徴収（年金からの天引き）…65 歳以上で、年金（老齢・退職年金、障害年金、遺族年金）を
　　　　　　　　　　　　　　　 年額 18 万円以上受給されている方
　２カ月おきに支払われる年金から、支払いごとに保険料が天引きされます。
　→介護保険料額決定通知は、８月上旬に発送します。

●普通徴収（納付書、口座振替による納付）…年金が年額 18 万円未満の方、年度の途中で 65 歳
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  になられた方、他市町村から転入した方、年度の
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  途中で介護保険料の変更があった方など
　口座振替をご利用いただくか、納付書を利用して弥富市指定の金融機関窓口、コンビニエン
スストア、スマートフォンアプリなどで納めます。口座振替をご登録いただくと、金融機関に
出向く手間が省け、納め忘れの心配がありません。
　→介護保険料額決定通知は、８月下旬に発送します。
　　賦課明細書（本徴収分）と第３期から第６期の納入通知書をまとめたものを送付します。

　弥富市観光協会（弥富まちなか交流館観光課内）　☎65－1106（内線 712）月曜休館

▼とき　７月 29 日（金）～９月５日（月）
▼ところ　名古屋マリオットアソシアホテル　15 階ロビー

▼価格
　１枚 300 円
▼サイズ
　25cm×25cm
▼色
　ライムグリーン・オレンジ

きんちゃんが初参加！
に「弥富金魚 錦魚の舞」

名古屋マリオットアソシアホテルで季節の風物詩として恒例の、夏のロビー装飾「弥富金魚　錦
魚の舞」が今年も開催されます。「弥富金魚の展示で来訪者に清涼感を味わってほしい」との思いか
ら始まり、今年で８回目を迎える企画。この企画に今年は、弥富のマスコットキャラクター「きん
ちゃん」も初参加します。
きんちゃんもこの企画に参加して、来訪者の方々にこの秋に弥富まちなか交流館内で開館予定
の弥富金魚水族館（YaToMi　AQUA）をアピールしたいとやる気満々です。

昨年、マフラータオルでぶんちゃんとのツーショットが
好評の市下水道マンホール図柄を今回はハンドタオルでコ
ラボ。
これまでのハンドタオルより、一回り大きく実用的です。
弥富まちなか交流館（観光協会）と総合社会教育センター
で販売しています。

　弥富市観光協会（弥富まちなか交流館観光課内）　☎65－1106（内線 712）月曜休館

市役所介護高齢課（内線 172 ～ 175）

ぶんちゃんとのコラボ
新たなきんちゃんグッズは
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桜小学校

忘れない　～私の広島研修記～
十四山中学校　中島　維宥

あの日の記憶
十四山中学校　伊藤　桃百風

【被爆ピアノ】
広島研修１日目の夜に被爆ピアノ演奏会がありました。被爆したピアノ

が今もなお音色を奏でているのを体で感じました。当時のピアノは値段が
高く、一つ一つ手作りで作られていたそうです。この被爆したピアノは
「ピカドンピアノ」とも呼ばれ、今では平和や命の大切さを伝える活動の中
で、世界中を旅しています。
【被爆者体験講話】
「科学の進歩は人々の幸福のために使ってほしい。」
これは講話をしてくださった瀧口さんの願いです。当時５歳だった瀧口さんは、爆心地から 1.8ｋｍ離れた場所にいま

した。母と妹と一緒に外にいましたが、B29 のプロペラ音が聞こえ、瀧口さんは「帰ろう！」と叫びました。原爆投下後、
母は大やけどをしましたが、息子（瀧口さん）がいないことに気がつき、すぐに探し始めました。体中傷だらけの母は、
何度も声をかけながら、がれきを動かして家の中に埋まっていた息子を助けようとしてくれたそうです。７５年間は草木
は生えないだろうと言われていましたが、原爆の被害にあった土地から芽吹く草木を見て、人々は生きる勇気をもらうこ
とができました。
【２日間の感想】
私はこの２日間を通して、「忘れないでほしい」という言葉を何度も耳にしました。被爆した方や語り手が少なくなって

きている状況の中で、私たちが歴史に刻まれたあの日のことを忘れずに、語り継いでいくことが平和を築いていくため
に重要なことだと思います。２日間という短い時間でしたが、ボランティアガイドの波多野さん、講話をしてくださった瀧
口さんに感謝しています。被爆された方々の思いを無駄にせず、私たちが後世に語り継いでいきます。日本だけではな
く、世界が平和になることを願っています。一歩でも明るい未来に近づけるように、自分たちができることを考え、行動
していきたいです。

【原爆被害】
爆発の瞬間、強烈な熱線と放射線が四方へ放射されると共に、周囲の

空気が膨張し超高圧の爆風となり、大きな被害がもたらされました。原爆
被害の特質は、大量破壊・大量殺りくが瞬間的・無差別的に引き起こさ
れることです。また、放射線による障害はいつ発症するか分からず、長
期間被爆者を苦しめます。惨禍の中をかろうじて生き延びた後も、人々は
多くの困難と苦悩に直面しました。家族や友人を失った悲しみに耐え、心
身に残る傷や病を抱えながら生きていかなければなりませんでした。原爆
による急性障害は 1945 年で落ち着いたように見えましたが、その後も新しい障害が被害者に現れ始めるようになりま
した。これを後障害と言います。これは主に放射線の影響によるものだと考えられており、白血病や甲状腺がんなどが
挙げられます。放射線被ばくや体内に取り込まれた放射性物質が年月を経て何を引き起こすのかは、被爆後 70 年以上
が経過した今でも解明されていないそうです。また、病気以外にも社会的・精神的問題が被爆者を苦しめている問題が
今もなお残っています。
【感想】
原爆投下の主な目的は、力を世界に見せつけるためだと言われています。でも、力を見せつけるために、原爆で何

万人もの人の命が奪われていいはずがないと思います。命を奪う権利なんて誰にもありません。
現在、被爆者の平均年齢は 80 歳を超えています。今回の広島研修の中で多くの方々から貴重な話を聞くことができ

ました。この平和学習を通して、「戦争とは何か」を一言で表すことができなくなりました。戦争はそれほど恐ろしいもの
で、これからも絶対にあってはならないものだと思うからです。
また、平和記念公園を訪れた際に、核兵器が地球上から姿を消すまで燃やし続けている「平和の灯」を見ることができ

ました。これは反核悲願の象徴となっています。核兵器の廃絶と世界の恒久平和を希求し、一日でも早くこの「平和の
灯」が消えることを願っています。

修研島広
教育の広場

桜小学校の目の前には海南病院があります。  日頃から検診やけがをしたときの対応など大変お世話になっています。
児童会の発案で、新型コロナウイルス感染症対策の最前線で働いてみえる方々へ感謝の思いを届けるために、前期と後期で２回

にわたり、メッセージづくりに取り組みました。掲げたメッセージは一つですが、４年生以上の子どもたち一人一人がメッセージを考
えました。前期は、メッセージを「人文字」にして表し、後期は「上り旗」に思いを込めました。全学級が作成に関わりました。
子どもたちの感謝の思いが届き、海南病院の皆さんからもお礼のメッセージが桜小に届きました。温かい思いの交流となりました。

地域や社会の教育力を生かした学習

「届け！感謝の気持ち！ 医療従事者の方々へ！」（児童会活動）

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

「ＪＡの方から野菜について学んだよ！」

この人文字は、
クラスで一文字ずつ
協力して作りました！

「社会福祉協議会の方々とともに、福祉実
践教室を開き、体験を通して学びました！」

「オンラインで、デンソーの自動車工場の
紹介や働く人について学びました !」

「理科や算数、音楽などの学習において、プロ
グラミング的思考を使い、学びを深めました！」

「金魚について勉強したよ！」「町探検に出かけて色々なお店を見たよ !」

教育の広場

地域や社会と連携した教育
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三ツ又池公園で、弥富市と蟹江町

の建設業者など 18 社 35 名による

環境美化活動が行われました。公園

内の草を草刈り機を活用し、3,000

㎡の範囲を大変きれいに刈ってくださ

いました。また、普段の清掃ではでき

ない防草シートの設置を手際のよい

作業で、350 ㎡の範囲をあっという

間に設置されました。

三ツ又池公園
環境美化活動

6/16
〔木〕

市民の方から珍しい
形のスカシユリをい

ただきました。この
スカシユリは、１本

の茎

から 35 個ほどの花
が咲いています。こ

の

現象は、植物の茎頂
にある成長点で頂端

分

裂組織に異常が生じ
ることで起こり、帯

化

と呼ばれているそう
です。

世にも珍しい
１本の茎から
無数の花が咲くユリ

大塚製薬株式会社と健康づくりの推進等に関する包括連携協定を締結しました

6/23
〔木〕

健康を核とした地域活性化および市民サービスの向上を図るため、大塚製薬株式会社と包括連携協定を締結しました。連携協定は、健康づくり、食育、熱中症対策、防災対策などさまざまな分野にわたります。大塚製薬株式会社の医薬品、食品および栄養の関連事業による実績やノウハウを、本市の地域活性化や課題解決につなげていきます。

親子コンサートに、海洋ゴミ×民族楽器をコンセプトに活動している「ゴミンゾク」の方々に来ていただきました。彼らが奏でる楽器は全て海洋ゴミから作られており、中央の弦楽器の弦は海などで拾った釣り糸から作られているそうです。クイズなどを通じて子どもたちは、リサイクルの大切さを学んでいました。

栄南小学校親子コンサート

6/11
〔土〕

 あいち海部農協から苗を提供し
ていただき、植え方

を教わりました。子どもたちは泥
だらけになりながら

も、楽しそうに田植えをしていま
した。秋には、稲刈

りも子どもたち自身で行います
。これらの体験を通じ

て、お米の作り方や農業の大変さ
を学びます。

十四山東部小学校
田植え体験 

6/1
〔水〕

防災クイズに挑戦してみませんか？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 洪水を防ぐ施設として間違っているものはどれでしょうか？
答えは下をご覧ください。

堤防1 水門2 防潮堤3

③　防潮堤とは、台風などによる大波や高潮、津波の被害を防ぐ堤防のことです。 答 え

@yatomi_city

Twitter

@yatomishi

LINE

弥富市役所

YouTube

くらしの情報を発信

市公式SNS
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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。

市長の部屋

村上冬燕句碑

村上冬燕句碑

「伊勢湾台風殉難の塔」の敷地内に、「洪水の底に
て稲穂靡くかたち」という句碑があります。
村上冬燕は伊勢湾台風で被災した鍋田干拓に派
遣医師として訪れ、舟で被災地を巡回診療した時
の様子からこの句を詠みました。水の底で風にな
びくようにゆらめく稲穂から、台風のすさまじさ
と収穫直前だった稲穂の哀れさを表現しています。
冬燕は医業のかたわら山口誓子に師事し、俳人と
しても活躍しました。被災した鍋田干拓を何度も訪
れ、災害の惨状をいくつもの句に残しています。

蝉時雨の降りそそぐ夏の盛りとなりましたが、皆さまいかがお過ごしでしょうか。
新型コロナウイルス感染症拡大の影響を大きく受けた私たちの生活、社会・経
済活動が新規陽性者の減少により、ようやくこれまでの日常を取り戻しつつあり
ます。そして、一日も早くマスクが手放せることを願っています。
さて、本市では戦没者を追悼し平和を祈念するため、８月５日に関係ご遺族と
ともに「令和４年度弥富市戦没者追悼式」を挙行いたします。
平和への誓いを新たに、戦没者の御霊に平安を、ご遺族の皆さまにはご多幸を
心よりお祈り申し上げます。
終わりに、夏の疲れが出やすい頃です。
健康にはくれぐれもご留意くださいませ。 

昨年度末以降、会計の不適切な処理、公金の紛失が発覚しました。市民の皆さま、関
係者の皆さまに深くお詫びするとともに、二度とこのようなことが起きないよう、市役
所全体で適正化に向け全力で取り組んでまいります。
なお、本市では事案発覚後、一刻も早く適正化対策や市民の信頼回復を図るため、４
月 25 日に「弥富市公金等取扱適正化対策委員会」を設け、不適切事案が発生した背景や問
題点を徹底的に検証するとともに、市役所全所属の現金取扱状況を調査して、「弥富市公
金等の適切な取扱指針」を策定し、6 月 24 日に市ホームページなどで公表しました。
今後は、私たち職員一人ひとりが、この指針を共通認識とし、公務員としての自覚と
責任を持って業務に当たり、市民及び関係者の皆さまに信頼される市役所を目指してま
いります。

弥富市長　安藤正明

なび

とう  えん

※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？
▼応募期間　8月5日(金)～15日(月)【必着】
▼対 象 者　10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）

  二日一 葵陽ちゃん（五之三町）
ふつかいち きはる

はにかみスマイルでキュンの配達

  山本 一心ちゃん（前ケ須町）
やまもと いっしん

じぃじ ばぁば大好き♡

  島林 亮弥ちゃん（佐古木）
しまばやし りょうや

我が家の元気印！

  服部 真人ちゃん（前ケ須町）
はっとり まさと

食う！寝る！遊ぶ！は仕事です

  岡田 采ちゃん（小島町）
おかだ いろは

祝３歳☆おめでとう♥

  佐藤 匠ちゃん（前ケ須町）
さとう たくみ

まんまる笑顔に家族もニコニコ  阿部 橙弥ちゃん（鯏浦町）
あべ とうや

お相撲大好き☆食いしん坊☆

  浅井 智尋ちゃん（鯏浦町）
あさい ちひろ

目がくりくりで可愛いです♡

HAPPY B RTHDAY
子どもは宝 やとみのたから

１歳

１歳

３歳

2歳

３歳

１歳2歳

１歳

市民の皆様へ 会計の不適切処理について（お詫び）

調査検証報告書 弥富市公金等の
適切な取扱指針
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Instagram

「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～金曜日 8:30 ～ 17:00

8 月 22 日（月）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。

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

※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

８月はお休みになります

弥生児童館
☎65－8107

大藤児童館
☎68－4101

東部児童館
☎52－4611

９月10日（土）
10：30～11:00

９月３日（土）
10：30～11：00

９月10日(土）
①10:30～
定員10名

９月10日(土）
①9:30～
②10:45～

２部制 定員15名

９月10日(土)
①14:00～15:00
定員８名

※９月17日(土)も開催

９月３日(土）
①10:30～11:30
②13:30～14:30
定員各10名

９月10日(土）
①13:30～14:30
②14:30～15:30
定員各５名

９月10日(土）
①14:00～
②15:00～
定員各10名

９月10日（土）
10：30～11：00

９月10日（土）
10：30～11：00

９月10日(土)
14:00～16:00

８月17日(水)
16:00～17:00

卓球をしよう
（小学生対象）

将棋をしよう
（小学生対象）

ボランティア募集の
お知らせ

★敬老の日の
プレゼント作り

じどうかんであそぼう
（１歳児以上～未就学児対象）

月1回土曜日
10:30～ 11:00

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　

８月1日～９月10日

児童館ではボランティアで、ヨガ・将棋・囲碁・英会話・書道・絵手紙・紙ひこうき（その他）などを教えてい
ただける方を募集しています。空いている時間に児童館へ来ていただき、子どもたちに教えていただけるとあ
りがたいです。お気軽にお問い合わせください。お問い合わせは市役所児童課までお願いします。

月～金曜日 9:00 ～ 17:00

休休館日・運休行事予定カレンダー月8
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8 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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23

16
休きんちゃんバス

休きんちゃんバス 心配ごと相談所
行政相談所
（総合福祉センター）
13：00～16：00
名古屋都市計画道路の
変更に関する説明会
（弥富まちなか交流館３階）
19:00～

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・歴史民俗資料館

休図書館・歴史民俗資料館

休図書館・歴史民俗資料館

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

はっさんかい
（認知症家族の会）
（弥富まちなか交流館２階）
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

山の日

心配ごと相談所
行政相談所
（十四山総合福祉センター）
13：00～16：00
成年後見制度についての
無料相談（予約制）（市役所）
13：30～16：20

心配ごと相談所
弁護士による法律相談
（予約制）
結婚相談（予約制）
（総合福祉センター）
13：00～16：00

弁護士による法律相談
（予約制）
（総合福祉センター）
13：00～16：00
消費生活相談（予約制）
（市役所）
13:30～16:00

弁護士による権利擁護や
成年後見についての
無料相談（予約制）
（十四山支所）
13:00～15:50
消費生活相談（予約制）
（市役所）
13:30～16:00

≪納期限≫
市県民税　　　　　　２期
国民健康保険税　　　2期
後期高齢者医療保険料　2期
下水道等使用料　６・７月分

彦坂外科
(津島市)
☎25－8355

駅前ふじたクリニック
(あま市)
☎462－0222

鈴木整形外科
(愛西市)
☎28－8838

わたり整形外科
(あま市)
☎449－6699

後藤整形外科
(津島市)
☎25－5511

※手話通訳者の設置　毎週水曜日（市役所福祉課）9：00～12：00

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

休図書館・歴史民俗資料館

休図書館・歴史民俗資料館

3130

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
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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
8 月 10 日（水）午前 11 時頃

▼訓練で行う放送内容
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。
〇放送内容
＜上りチャイム音＞
「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。」
＜下りチャイム音＞

　市役所防災課（内線 482）

名古屋都市計画道路「３・４・
776 中 央 通 線」「３・４・782
弥生通線」および名古屋都市計
画交通広場「弥富駅北口交通広
場」を変更するため、住民説明
会を開催します。
▼と　き
　8 月 24 日（水）午後 7 時～
▼ところ
弥富まちなか交流館 3 階　
市民ホール（旧図書館棟 3 階）

　市役所都市整備課（内線 264）

▼と　き
８月 20 日（土）
午前 10 時～ 11 時 30 分
受付開始時間　午前９時 30 分

▼ところ
蟹江町　中央公民館　

▼と　き
8月2日（火）～10月23日（日）
午前 9 時～午後 5 時

▼ところ
歴史民俗資料館　企画展示室
▼内　容　
弥富の歴史や、文鳥に関わる
さまざまな人々の取り組みな
どを紹介します。
期間中の来館者にはオリジナル
ポストカードを差し上げます。
▼休館日　月曜日
　歴史民俗資料館

ひとり親世帯を支援するため、
給付金を支給しています。
▼支給対象者
以下のいずれかに該当する方
（ひとり親世帯分以外の給付金
を受け取った方を除く）
①令和 4 年 4 月分の児童扶養手
当が支給された方
②公的年金などを受給しており、
令和 4 年 4 月分の児童扶養手
当の支給を受けていない方
③新型コロナウイルス感染症の
影響を受けて家計が急変する
など、収入が児童扶養手当を
受給している方と同じ水準と
なっている方
▼支給額
児童 1 人当たり一律 5 万円
▼申請期限
令和５年２月 28日（火）まで
①に該当する方は申請不要で

大ホール
▼定　員
100 人（事前申し込みが必要）

▼講　師
渡辺　哲雄氏
漫談風講演：「ものがたりでわ
かる成年後見制度」

▼申込締切　
8 月 12 日（金）

　・　海部南部権利擁護センター
☎69－8181　69－8180

　shien@amanankenri.net

きんちゃんバス南部ルートの
公共交通網再編の一環として実
施している、きんちゃんバス南
部地域通学通勤バス第２期社会
実験運行は、8 月 31 日をもって
実験期間（４月１日～８月 31 日）
が終了となります。
９月１日以降は、きんちゃん

バス南部地域通学通勤バス第２      
期社会実験運行便の運行はなく
なります。また、きんちゃんバ
ス南部ルート平日 3 便と平日 12
便について、愛知黎明高校バス
停に新たに停車します。
【令和４年９月１日からの南部
ルート平日便の変更のポイント】
・南部地域通学通勤バス第２期
社会実験運行（実験1便～実験
8 便）を廃止
・南部ルート平日３便（近鉄弥
富駅南口バス停７:30 発－大日
本木材防腐バス停８:14 着）の
ルート上で愛知黎明高校バス
停に新たに７:43 に停車
・南部ルート平日 12 便（総合福
祉センターバス停 17:25 発－
近鉄弥富駅南口バス停 19:07
着）のルート上で愛知黎明高
校バス停に新たに 18:50 に停
車

　市役所市民協働課（内線 7062）

【《利用可能期間》7 月 21 日（木）
～ 9 月 30 日（金）】
７月に、各家庭と小学生の皆

さんにきんちゃんバス無料お試
し乗車券を配布いたしました。
今までにきんちゃんバスに

乗ったことがなかった方も、こ
の機会にきんちゃんバスにぜひ
ご乗車ください。
無料お試し乗車券をご利用の

際は、裏面のアンケートにご回
答いただいた上、１枚ずつ切り
取って、ご乗車時に運転手にお
渡しください。１枚で、大人・
子どもを問わず、１乗車１名限
り、無料でご利用になれます。
　市役所市民協働課（内線 7062）

きんちゃんバスの南部ルート
に設置されているバス停「トレー
ニングセンター」のバス停名が、
9 月１日より「名古屋競馬場」に
変わります。（設置場所の変更は
ありません。）
　市役所市民協働課（内線 7062）

個人事業税の第１期分の納期
限は 8 月 31 日（水）です。
8 月中旬に県から納税通知書を

お送りしますので、納期限まで
に納付をしてください。
納税通知書には第１期分と第

２期分の納付書が同封されます
ので、納付にあたっては、納付
書をお間違いのないようにご注
意ください。
▼納付場所および納付方法
・金融機関、県税事務所の窓口
・コンビニエンスストア、MMK
設置店
・Pay－easy（ペイジー）に対
応したインターネットバンキ
ングまたは ATМ
・インターネット環境でのクレ

す。令和４年６月に既に支給
しております。
②,③に該当する方は申請が必
要です。
　市役所児童課（内線 155）

低所得の子育て世帯を支援す
るため、給付金を支給します。
▼支給対象者
①②の両方に当てはまる方（ひ
とり親世帯分の給付金を受け
取った方を除く）
①令和４年３月 31 日時点で 18
歳未満の児童（障がい児の場
合、20 歳未満）を養育する父
母など
②令和４年度住民税（均等割）
が非課税の方または令和４年
１月以降の収入が急変し、住
民税非課税相当の収入となっ
た方
※住民税の申告がお済みでない
方、収入がなかったため申告
をしていない方などは、速や
かに住民税の申告をしてくだ
さい。住民税未申告の場合、
本給付金の審査ができず、支
給することができません。
▼支給額
児童 1 人当たり一律 5 万円
▼申請期限
令和 5年 2月 28日（火）まで
令和 4 年 4 月分の児童手当な
どの受給者または令和 4 年 5
月分～令和 5 年 3 月分の児童
手当などの新規認定者で住民
税非課税の方（住民税未申告
の方・公務員の方を除く）は
申請不要です。
上記以外の方は申請が必要です。
　市役所児童課（内線 155）

次の手当を受給されている方
は、毎年１回、現況届・所得状
況届の提出が必要です。提出が
ないと、８月分以降の手当が受
けられなくなりますのでご注意
ください。

・愛知県在宅重度障がい者手当
・特別児童扶養手当
・特別障がい者手当
・障がい児福祉手当
※対象となる受給者の方には通
知をします。
　市役所福祉課（内線 162・163）

国民健康保険被保険者証（保
険証）は 9 月 1 日から一斉に更
新となります。
新しい保険証は、世帯の国保
加入者全員分をまとめて、8 月下
旬に世帯主宛てに簡易書留でお
送りします。お手元に届きまし
たら、記載内容に間違いがない
か、人数分があるかをご確認く
ださい。
なお、国民健康保険税に未納
がある方は、市役所にて納税相
談後に保険証をお渡ししていま
す。該当する方には 8 月下旬に
ご案内をお送りします。
　市役所保険年金課　
内線（122・123）

専門相談員（弁護士）による
無料相談を実施します。
消費者金融などの貸金業者か
ら過払い金を回収し、国民健康
保険税などの滞納分に充てるこ
とで、多重債務の解消と併せて
滞納市税の解消ができる場合も
あります。
▼と　き
相談者の希望と専門相談員の
日程を調整し、後日日時を決
定の上ご連絡します。
▼ところ
市役所相談室など
▼対　象
国民健康保険加入者
▼申込方法
電話にて随時受け付けていま
す（相談は予約制）。
▼主　催
愛知県国民健康保険団体連合会
　市役所保険年金課
　（内線 122・123）

・相談専用電話（子どもの人権
110 番）

　☎(0120）007－110（フリー
ダイヤル）

　名古屋法務局人権擁護部
　☎(052)952－8111
　（内線 1471）

市内犯罪発生状況（令和４年
５月）暫定値

警察官や警察職員は『県民の
安全と安心を守る』ために仕事
をしています。
・パトロールなどの地域に密着
した活動
・犯罪の起きにくい社会、安全
なまちづくりを進める活動
・交通指導や取り締まりなどに
よって交通事故の発生を防ぐ
活動
・災害やサイバー攻撃、テロ・ゲ
リラなどから県民を守る活動
部署によって役割は異なりま

すが、日々、私たちは強い正義
感を持って働いています。人々
の当たり前の日常が続くため
に・・・！
警察官・警察職員の業務は非常

に幅広く、あなたの能力を発揮で
きる場所が必ず見つかります。
あなたも「安全な社会を守り

続ける」仕事をしてみませんか。
あなたの正義感が誰かを守る！
第２回警察官（A）[ 大卒程度 ]・

（B）[ 高卒程度 ] 採用および第２
回警察職員採用 [ 大卒程度 ]

ジットカードによる納付
・スマートフォン決済アプリ
（PayPay、LINE Pay および PayB）
による納付
※コンビニエンスストア、MMK
設置店、スマートフォン決済
アプリによる納付については、
納付書の納付金額が 30 万円以
下のものに限ります。
▼その他
領収証書が必要な方は、金融
機関（ゆうちょ銀行を除く）
の窓口、県税事務所の窓口ま
たはコンビニエンスストア、
MMK 設置店で納付してくださ
い。
また、納付には便利で安全な
口座振替の制度もあります。
ご希望の方は口座を開設して
いる金融機関の窓口で手続き
をしてください。
　西尾張県税事務所　
　課税第一課
　県民税・事業税第二グル－プ
　☎（0586）45－3169
　 ( ダイヤルイン )
　https://www.pref.aichi.jp/
　soshiki/zeimu/

７月１日に一宮生活協同組合
と弥富市見守り等活動に関する
協定を締結しました。
この協定は、市内で孤立死、
認知症により道に迷っている方、
虐待およびその他異変に対する
見守り等活動に関する連携体制
を構築することで、安心して暮
らせる地域社会づくりを目的と
しています。
市内で一宮生活協同組合の方
が業務中に市民の異変に気付い
た際に、市の担当部署へ、緊急
時には警察または消防に通報し
ます。
この協定と同様、見守り等活
動に関する協定は、平成 30 年度
から事業者と締結しており、今
回の締結で 7 団体目となります。

▼受付期間　
［警察官］
８月８日（月）～ 29 日（月）
［警察職員］
８月 15 日（月）～ 31 日（水）

■警察官・警察職員の採用に関
する案内および問い合わせ先
蟹江警察署　☎95－0110
採用センター直通電話
☎（052）961－1479
（月～金曜日（祝日は除く）
午前8時45分～午後5時30分）
愛知県警察Twitter　ユーザー
名：＠AP_saiyo
愛知県警察本部採用センター
LINE　ID：＠sum5558x

　市役所市民協働課（内線 432）

新型コロナウイルス感染症の影
響により自家用車でお越しになる
方が増えており、お盆期間中は空
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）

愛知県では、外出行動におけ
る交通手段の利用状況など、皆
さんの１日の交通の実態を把握
し、今後のまちづくりなどに活
用するため、９月から 11 月にか
けて交通に関する調査「第６回
中京都市圏パーソントリップ調
査」を実施いたします。調査に
あたり、無作為に抽出させてい
ただいた世帯の皆さんに案内は

がきをお送りしますので、本調
査へのご協力をお願いします。
中京都市圏パーソントリップ
調査サポートセンター
☎（0120）052－133
愛知県都市計画課 
☎（052）954－6516

台風や強風などで切れた電線
は、感電の恐れがあります。
切れた電線には絶対に触らず

に、お近くの中部電力パワーグ
リッドまでご連絡ください。
中部電力パワーグリッド㈱港
営業所
☎（0120）929－309

▼と　き　
9 月 10 日（土）午後５時から
▼ところ　
服部家住宅（弥富市荷之上町
石仏 419）

▼内　容　
服部家住宅で、中秋の名月や
風情ある抹茶が楽しめる観月
会を開催します。

●午後４時 30 分　 開場
服部家見学会
茶会
石田流生花の展示
神楽太鼓・雅楽演奏会・浦安
の舞 ( 森津保存会 )

▼定　員　50 人（先着順）
※未就学児は入場いただけません。
▼料　金　
　500 円（小学生は無料）
▼申込方法　電話
▼共　催　
やとみふるさとガイドボラン

世帯構成に変更があり、世帯
全員の市町村民税が非課税と
なった方は年金生活者支援給付
金の該当になる場合があります。
詳しくはねんきんダイヤルへご
相談ください。
　ねんきんダイヤル
☎（0570）05－1165（ナビダ
イヤル）

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

家庭から排出される刈草や剪
定木などの自己搬入手続きにつ
いて、令和 4 年 7 月より十四山
支所での受け付けを開始しまし
た。詳細は市ホームページをご
確認いただくか、市役所環境課
へお問い合わせください。
▼搬入できるもの
家庭から出た刈草、低木、幹、
枝 葉、竹、合 板（防 腐 処 理、
防蟻処理された木材およびシ
ロアリに食害された木材は除
きます。また、農業を含む事
業活動に伴い排出されたもの
も除きます。）
▼搬入場所
フルハシ EPO 株式会社　
愛知第二工場　弥富市楠一丁
目 118 番地
▼手続き窓口　　
市役所環境課（本庁舎 2 階）
十四山支所
▼その他
手続きには、搬入に利用され
る自動車の車両番号の全てが
必要となりますので、ご確認
の上お越しください。
　市役所環境課（内線 232・233）

▼と　き　
８月 26 日（金）
～９月１日（木）
午前８時 30 分～午後 7 時
※ただし、８月 27 日（土）・28
日（日）は午前 10 時～午後 5
時
▼内　容
・いじめ、虐待など、子どもの
人権に関わる悩みごと、心配
ごとなどの相談。

海部南部権利擁護センター
講演会のご案内

国民健康保険の保険証を
更新します

個人事業税第１期分の
納付をお忘れなく

名古屋都市計画道路および
名古屋都市計画交通広場の
変更に関する説明会

無料お試し乗車券で
「きんちゃんバス」を
ご利用ください！
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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

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。

ティア
※マスクをご着用の上で入場を
お願いします。

　・　歴史民俗資料館

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
９月 13 日（火）
午前９時 30 分～正午頃（受け
付け：午前９時 15 分～）

▼ところ
保健センター

▼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
8 月 1 日～ 31 日（定員に達し
次第終了）

　・　市役所健康推進課
　（内線 314）

これからボランティア活動を始
めたい方や興味がある方、地域社
会のために何かしたいという方な
どを対象に、そのきっかけづくり
となる講座を開催します。
▼と　き
9 月 10 日（土）
午後 1 時 30 分～

▼ところ
総合福祉センター　研修室

▼対象者
市内在住、在勤、在学の方

▼申込方法
前日までに電話または FAX で、
氏名・連絡先をご連絡くださ
い。

　・　市社会福祉協議会
☎65－8105
65－8002

地域で子育て中の保護者や家
庭教育（子育て）を支える立場
となるための講座を開催します。
子育ての応援をしたい、子育て
や家庭教育支援の勉強をしたい
と考えてみえる方、気軽に参加
してください。
▼と　き　
３日間、６講座で開催します。

①９月 13 日（火）終日
②９月 22 日（木）終日
③９月 28 日（水）終日
▼ところ　
愛知県生涯学習推進センター
（名古屋市）　
※オンラインでの受講も可。

▼内　容　
各時期の子どもの特徴や保護
者支援、家庭教育に関する講
座の運営方法、一般教養など、
子育てや家庭教育支援に関す
る内容です。
申込方法など、詳しくは、愛
知県教育委員会生涯学習課の
ホームページをご覧ください。
愛知県教育委員会生涯学習課
☎（052）954－6780

2022 年度版「生涯学習やとみ」
でお知らせしておりました、生
涯学習講座「ステンドグラス体
験」の第２回目の開催日、申込
受付開始日を下記のとおり変更
いたします。
▼開催日　
８月19日（金）→９月16日（金）

※開催時間に変更はありません。
▼申込受付開始日　

７月22日（金）→８月19日（金）
市役所生涯学習課（総合社会
教育センター）

▼と　き
８月 28 日（日）
午前８時 30 分集合

▼集合場所　
市総合福祉センター集合出発

▼ところ
伊賀の里　モクモク手づくり
ファーム（昼食バイキング・
ウインナー作り体験）

▼対　象（市内在住）　　
①身体障害者手帳・療育手帳・
精神障害者保健福祉手帳所持
児童・生徒とその保護者など

②ひとり親家庭の児童・生徒と
その保護者

※児童・生徒対象年齢は平成 16
年 4 月 2 日以降に生まれた児
童・生徒

※保護者などの同伴は、原則１人
※①の場合は、対象児童・生徒
１人につき１人の同伴を可とし
ます。
さらにその他同伴者（対象児
童・生徒の兄弟・姉妹、保護
者他）が参加希望の場合はバ
ス代を除く実費相当額（大人
2,000 円 / 小人 1,500 円）を
徴収します。

▼定　員　
25 人

▼申込方法　
電話、申込書持参または FAX

※申込書は本会窓口またはホー
ムページからダウンロードで
きます
https://www.shakyo.or.jp/
hp/1069/

▼申込期限　
８月９日（火）まで
（申込多数の場合は抽選）
▼受付時間　
平日午前 8 時 30 分～午後 5 時
　・　市社会福祉協議会
☎65－8105
65－8002

国民健康保険多重債務者相談

現況届・所得状況届をお忘れなく

きんちゃんバスの
バス停名が変わります

企画展「未来へ羽ばたく
文鳥展－弥富文鳥の150年
と現在（いま）－」

子育て世帯生活支援特別
給付金（ひとり親世帯以外
分）について

子育て世帯生活支援特別
給付金（ひとり親世帯分）
について

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

きんちゃんバス南部地域
通学通勤バス第２期社会実験
運行は８月31日にて終了します
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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
8 月 10 日（水）午前 11 時頃

▼訓練で行う放送内容
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。
〇放送内容
＜上りチャイム音＞
「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。」
＜下りチャイム音＞

　市役所防災課（内線 482）

名古屋都市計画道路「３・４・
776 中 央 通 線」「３・４・782
弥生通線」および名古屋都市計
画交通広場「弥富駅北口交通広
場」を変更するため、住民説明
会を開催します。
▼と　き
　8 月 24 日（水）午後 7 時～
▼ところ
弥富まちなか交流館 3 階　
市民ホール（旧図書館棟 3 階）

　市役所都市整備課（内線 264）

▼と　き
８月 20 日（土）
午前 10 時～ 11 時 30 分
受付開始時間　午前９時 30 分

▼ところ
蟹江町　中央公民館　

▼と　き
8月2日（火）～10月23日（日）
午前 9 時～午後 5 時
▼ところ
歴史民俗資料館　企画展示室
▼内　容　
弥富の歴史や、文鳥に関わる
さまざまな人々の取り組みな
どを紹介します。
期間中の来館者にはオリジナル
ポストカードを差し上げます。
▼休館日　月曜日
　歴史民俗資料館

ひとり親世帯を支援するため、
給付金を支給しています。
▼支給対象者
以下のいずれかに該当する方
（ひとり親世帯分以外の給付金
を受け取った方を除く）
①令和 4 年 4 月分の児童扶養手
当が支給された方
②公的年金などを受給しており、
令和 4 年 4 月分の児童扶養手
当の支給を受けていない方
③新型コロナウイルス感染症の
影響を受けて家計が急変する
など、収入が児童扶養手当を
受給している方と同じ水準と
なっている方
▼支給額
児童 1 人当たり一律 5 万円
▼申請期限
令和５年２月 28日（火）まで
①に該当する方は申請不要で

大ホール
▼定　員
100 人（事前申し込みが必要）

▼講　師
渡辺　哲雄氏
漫談風講演：「ものがたりでわ
かる成年後見制度」

▼申込締切　
8 月 12 日（金）

　・　海部南部権利擁護センター
☎69－8181　69－8180

　shien@amanankenri.net

きんちゃんバス南部ルートの
公共交通網再編の一環として実
施している、きんちゃんバス南
部地域通学通勤バス第２期社会
実験運行は、8 月 31 日をもって
実験期間（４月１日～８月 31 日）
が終了となります。
９月１日以降は、きんちゃん

バス南部地域通学通勤バス第２      
期社会実験運行便の運行はなく
なります。また、きんちゃんバ
ス南部ルート平日 3 便と平日 12
便について、愛知黎明高校バス
停に新たに停車します。
【令和４年９月１日からの南部
ルート平日便の変更のポイント】
・南部地域通学通勤バス第２期
社会実験運行（実験1便～実験
8 便）を廃止
・南部ルート平日３便（近鉄弥
富駅南口バス停７:30 発－大日
本木材防腐バス停８:14 着）の
ルート上で愛知黎明高校バス
停に新たに７:43 に停車
・南部ルート平日 12 便（総合福
祉センターバス停 17:25 発－
近鉄弥富駅南口バス停 19:07
着）のルート上で愛知黎明高
校バス停に新たに 18:50 に停
車

　市役所市民協働課（内線 7062）

【《利用可能期間》7 月 21 日（木）
～ 9 月 30 日（金）】
７月に、各家庭と小学生の皆

さんにきんちゃんバス無料お試
し乗車券を配布いたしました。
今までにきんちゃんバスに

乗ったことがなかった方も、こ
の機会にきんちゃんバスにぜひ
ご乗車ください。
無料お試し乗車券をご利用の

際は、裏面のアンケートにご回
答いただいた上、１枚ずつ切り
取って、ご乗車時に運転手にお
渡しください。１枚で、大人・
子どもを問わず、１乗車１名限
り、無料でご利用になれます。
　市役所市民協働課（内線 7062）

きんちゃんバスの南部ルート
に設置されているバス停「トレー
ニングセンター」のバス停名が、
9 月１日より「名古屋競馬場」に
変わります。（設置場所の変更は
ありません。）
　市役所市民協働課（内線 7062）

個人事業税の第１期分の納期
限は 8 月 31 日（水）です。
8 月中旬に県から納税通知書を

お送りしますので、納期限まで
に納付をしてください。
納税通知書には第１期分と第

２期分の納付書が同封されます
ので、納付にあたっては、納付
書をお間違いのないようにご注
意ください。
▼納付場所および納付方法
・金融機関、県税事務所の窓口
・コンビニエンスストア、MMK
設置店
・Pay－easy（ペイジー）に対
応したインターネットバンキ
ングまたは ATМ
・インターネット環境でのクレ

す。令和４年６月に既に支給
しております。
②,③に該当する方は申請が必
要です。
　市役所児童課（内線 155）

低所得の子育て世帯を支援す
るため、給付金を支給します。
▼支給対象者
①②の両方に当てはまる方（ひ
とり親世帯分の給付金を受け
取った方を除く）
①令和４年３月 31 日時点で 18
歳未満の児童（障がい児の場
合、20 歳未満）を養育する父
母など
②令和４年度住民税（均等割）
が非課税の方または令和４年
１月以降の収入が急変し、住
民税非課税相当の収入となっ
た方
※住民税の申告がお済みでない
方、収入がなかったため申告
をしていない方などは、速や
かに住民税の申告をしてくだ
さい。住民税未申告の場合、
本給付金の審査ができず、支
給することができません。
▼支給額
児童 1 人当たり一律 5 万円
▼申請期限
令和 5年 2月 28日（火）まで
令和 4 年 4 月分の児童手当な
どの受給者または令和 4 年 5
月分～令和 5 年 3 月分の児童
手当などの新規認定者で住民
税非課税の方（住民税未申告
の方・公務員の方を除く）は
申請不要です。
上記以外の方は申請が必要です。
　市役所児童課（内線 155）

次の手当を受給されている方
は、毎年１回、現況届・所得状
況届の提出が必要です。提出が
ないと、８月分以降の手当が受
けられなくなりますのでご注意
ください。

・愛知県在宅重度障がい者手当
・特別児童扶養手当
・特別障がい者手当
・障がい児福祉手当
※対象となる受給者の方には通
知をします。
　市役所福祉課（内線 162・163）

国民健康保険被保険者証（保
険証）は 9 月 1 日から一斉に更
新となります。
新しい保険証は、世帯の国保
加入者全員分をまとめて、8 月下
旬に世帯主宛てに簡易書留でお
送りします。お手元に届きまし
たら、記載内容に間違いがない
か、人数分があるかをご確認く
ださい。
なお、国民健康保険税に未納
がある方は、市役所にて納税相
談後に保険証をお渡ししていま
す。該当する方には 8 月下旬に
ご案内をお送りします。
　市役所保険年金課　
内線（122・123）

専門相談員（弁護士）による
無料相談を実施します。
消費者金融などの貸金業者か
ら過払い金を回収し、国民健康
保険税などの滞納分に充てるこ
とで、多重債務の解消と併せて
滞納市税の解消ができる場合も
あります。
▼と　き
相談者の希望と専門相談員の
日程を調整し、後日日時を決
定の上ご連絡します。
▼ところ
市役所相談室など
▼対　象
国民健康保険加入者
▼申込方法
電話にて随時受け付けていま
す（相談は予約制）。
▼主　催
愛知県国民健康保険団体連合会
　市役所保険年金課
　（内線 122・123）

・相談専用電話（子どもの人権
110 番）

　☎(0120）007－110（フリー
ダイヤル）

　名古屋法務局人権擁護部
　☎(052)952－8111
　（内線 1471）

市内犯罪発生状況（令和４年
５月）暫定値

警察官や警察職員は『県民の
安全と安心を守る』ために仕事
をしています。
・パトロールなどの地域に密着
した活動
・犯罪の起きにくい社会、安全
なまちづくりを進める活動
・交通指導や取り締まりなどに
よって交通事故の発生を防ぐ
活動
・災害やサイバー攻撃、テロ・ゲ
リラなどから県民を守る活動
部署によって役割は異なりま

すが、日々、私たちは強い正義
感を持って働いています。人々
の当たり前の日常が続くため
に・・・！
警察官・警察職員の業務は非常

に幅広く、あなたの能力を発揮で
きる場所が必ず見つかります。
あなたも「安全な社会を守り

続ける」仕事をしてみませんか。
あなたの正義感が誰かを守る！
第２回警察官（A）[ 大卒程度 ]・

（B）[ 高卒程度 ] 採用および第２
回警察職員採用 [ 大卒程度 ]

ジットカードによる納付
・スマートフォン決済アプリ
（PayPay、LINE Pay および PayB）
による納付
※コンビニエンスストア、MMK
設置店、スマートフォン決済
アプリによる納付については、
納付書の納付金額が 30 万円以
下のものに限ります。
▼その他
領収証書が必要な方は、金融
機関（ゆうちょ銀行を除く）
の窓口、県税事務所の窓口ま
たはコンビニエンスストア、
MMK 設置店で納付してくださ
い。
また、納付には便利で安全な
口座振替の制度もあります。
ご希望の方は口座を開設して
いる金融機関の窓口で手続き
をしてください。
　西尾張県税事務所　
　課税第一課
　県民税・事業税第二グル－プ
　☎（0586）45－3169
　 ( ダイヤルイン )
　https://www.pref.aichi.jp/
　soshiki/zeimu/

７月１日に一宮生活協同組合
と弥富市見守り等活動に関する
協定を締結しました。
この協定は、市内で孤立死、
認知症により道に迷っている方、
虐待およびその他異変に対する
見守り等活動に関する連携体制
を構築することで、安心して暮
らせる地域社会づくりを目的と
しています。
市内で一宮生活協同組合の方
が業務中に市民の異変に気付い
た際に、市の担当部署へ、緊急
時には警察または消防に通報し
ます。
この協定と同様、見守り等活
動に関する協定は、平成 30 年度
から事業者と締結しており、今
回の締結で 7 団体目となります。

▼受付期間　
［警察官］
８月８日（月）～ 29 日（月）
［警察職員］
８月 15 日（月）～ 31 日（水）

■警察官・警察職員の採用に関
する案内および問い合わせ先
蟹江警察署　☎95－0110
採用センター直通電話
☎（052）961－1479
（月～金曜日（祝日は除く）
午前8時45分～午後5時30分）
愛知県警察Twitter　ユーザー
名：＠AP_saiyo
愛知県警察本部採用センター
LINE　ID：＠sum5558x
　市役所市民協働課（内線 432）

新型コロナウイルス感染症の影
響により自家用車でお越しになる
方が増えており、お盆期間中は空
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）

愛知県では、外出行動におけ
る交通手段の利用状況など、皆
さんの１日の交通の実態を把握
し、今後のまちづくりなどに活
用するため、９月から 11 月にか
けて交通に関する調査「第６回
中京都市圏パーソントリップ調
査」を実施いたします。調査に
あたり、無作為に抽出させてい
ただいた世帯の皆さんに案内は

がきをお送りしますので、本調
査へのご協力をお願いします。
中京都市圏パーソントリップ
調査サポートセンター
☎（0120）052－133
愛知県都市計画課 
☎（052）954－6516

台風や強風などで切れた電線
は、感電の恐れがあります。
切れた電線には絶対に触らず

に、お近くの中部電力パワーグ
リッドまでご連絡ください。
中部電力パワーグリッド㈱港
営業所
☎（0120）929－309

▼と　き　
9 月 10 日（土）午後５時から
▼ところ　
服部家住宅（弥富市荷之上町
石仏 419）

▼内　容　
服部家住宅で、中秋の名月や
風情ある抹茶が楽しめる観月
会を開催します。

●午後４時 30 分　 開場
服部家見学会
茶会
石田流生花の展示
神楽太鼓・雅楽演奏会・浦安
の舞 ( 森津保存会 )

▼定　員　50 人（先着順）
※未就学児は入場いただけません。
▼料　金　
　500 円（小学生は無料）
▼申込方法　電話
▼共　催　
やとみふるさとガイドボラン

世帯構成に変更があり、世帯
全員の市町村民税が非課税と
なった方は年金生活者支援給付
金の該当になる場合があります。
詳しくはねんきんダイヤルへご
相談ください。
　ねんきんダイヤル
☎（0570）05－1165（ナビダ
イヤル）

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

家庭から排出される刈草や剪
定木などの自己搬入手続きにつ
いて、令和 4 年 7 月より十四山
支所での受け付けを開始しまし
た。詳細は市ホームページをご
確認いただくか、市役所環境課
へお問い合わせください。
▼搬入できるもの
家庭から出た刈草、低木、幹、
枝 葉、竹、合 板（防 腐 処 理、
防蟻処理された木材およびシ
ロアリに食害された木材は除
きます。また、農業を含む事
業活動に伴い排出されたもの
も除きます。）
▼搬入場所
フルハシ EPO 株式会社　
愛知第二工場　弥富市楠一丁
目 118 番地
▼手続き窓口　　
市役所環境課（本庁舎 2 階）
十四山支所
▼その他
手続きには、搬入に利用され
る自動車の車両番号の全てが
必要となりますので、ご確認
の上お越しください。
　市役所環境課（内線 232・233）

▼と　き　
８月 26 日（金）
～９月１日（木）
午前８時 30 分～午後 7 時

※ただし、８月 27 日（土）・28
日（日）は午前 10 時～午後 5
時
▼内　容
・いじめ、虐待など、子どもの
人権に関わる悩みごと、心配
ごとなどの相談。

「子どもの人権 110 番」
強化週間

弥富市見守り等活動に
関する協定を締結しました

県営名古屋空港からの
お知らせ

切れた電線を見つけたら、
すぐにご連絡を！

第６回中京都市圏パーソン
トリップ調査にご協力を

何もなかった日ほど、
誇らしい日はない。
～警察官・警察職員募集～
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ティア
※マスクをご着用の上で入場を
お願いします。
　・　歴史民俗資料館

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
９月 13 日（火）
午前９時 30 分～正午頃（受け
付け：午前９時 15 分～）
▼ところ
保健センター
▼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
8 月 1 日～ 31 日（定員に達し
次第終了）
　・　市役所健康推進課
　（内線 314）

これからボランティア活動を始
めたい方や興味がある方、地域社
会のために何かしたいという方な
どを対象に、そのきっかけづくり
となる講座を開催します。
▼と　き
9 月 10 日（土）
午後 1 時 30 分～
▼ところ
総合福祉センター　研修室
▼対象者
市内在住、在勤、在学の方

▼申込方法
前日までに電話または FAX で、
氏名・連絡先をご連絡くださ
い。
　・　市社会福祉協議会
☎65－8105
65－8002

地域で子育て中の保護者や家
庭教育（子育て）を支える立場
となるための講座を開催します。
子育ての応援をしたい、子育て
や家庭教育支援の勉強をしたい
と考えてみえる方、気軽に参加
してください。
▼と　き　
３日間、６講座で開催します。
①９月 13 日（火）終日
②９月 22 日（木）終日
③９月 28 日（水）終日
▼ところ　
愛知県生涯学習推進センター
（名古屋市）　
※オンラインでの受講も可。
▼内　容　
各時期の子どもの特徴や保護
者支援、家庭教育に関する講
座の運営方法、一般教養など、
子育てや家庭教育支援に関す
る内容です。
申込方法など、詳しくは、愛
知県教育委員会生涯学習課の
ホームページをご覧ください。
愛知県教育委員会生涯学習課
☎（052）954－6780

2022 年度版「生涯学習やとみ」
でお知らせしておりました、生
涯学習講座「ステンドグラス体
験」の第２回目の開催日、申込
受付開始日を下記のとおり変更
いたします。
▼開催日　
８月19日（金）→９月16日（金）
※開催時間に変更はありません。
▼申込受付開始日　

７月22日（金）→８月19日（金）
市役所生涯学習課（総合社会
教育センター）

▼と　き
８月 28 日（日）
午前８時 30 分集合
▼集合場所　
市総合福祉センター集合出発
▼ところ
伊賀の里　モクモク手づくり
ファーム（昼食バイキング・
ウインナー作り体験）
▼対　象（市内在住）　　
①身体障害者手帳・療育手帳・
精神障害者保健福祉手帳所持
児童・生徒とその保護者など
②ひとり親家庭の児童・生徒と
その保護者
※児童・生徒対象年齢は平成 16
年 4 月 2 日以降に生まれた児
童・生徒
※保護者などの同伴は、原則１人
※①の場合は、対象児童・生徒
１人につき１人の同伴を可とし
ます。
さらにその他同伴者（対象児
童・生徒の兄弟・姉妹、保護
者他）が参加希望の場合はバ
ス代を除く実費相当額（大人
2,000 円 / 小人 1,500 円）を
徴収します。
▼定　員　
25 人
▼申込方法　
電話、申込書持参または FAX
※申込書は本会窓口またはホー
ムページからダウンロードで
きます
https://www.shakyo.or.jp/
hp/1069/
▼申込期限　
８月９日（火）まで
（申込多数の場合は抽選）
▼受付時間　
平日午前 8 時 30 分～午後 5 時
　・　市社会福祉協議会
☎65－8105
65－8002

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

年金受給者の方へ

蟹江警察署からのお知らせ

重要文化財服部家住宅の観月会

募集します

フルハシ EPO（株）への
刈草、剪定木などの搬入
手続きについて

十四山スポーツセンター
トレーニング講習会
８月の予定

1918 広報やとみ　2022.8広報やとみ　2022.8



市議会からのお知らせ

有料広告

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
8 月 10 日（水）午前 11 時頃

▼訓練で行う放送内容
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。
〇放送内容
＜上りチャイム音＞
「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。」
＜下りチャイム音＞

　市役所防災課（内線 482）

名古屋都市計画道路「３・４・
776 中 央 通 線」「３・４・782
弥生通線」および名古屋都市計
画交通広場「弥富駅北口交通広
場」を変更するため、住民説明
会を開催します。
▼と　き
　8 月 24 日（水）午後 7 時～
▼ところ
弥富まちなか交流館 3 階　
市民ホール（旧図書館棟 3 階）

　市役所都市整備課（内線 264）

▼と　き
８月 20 日（土）
午前 10 時～ 11 時 30 分
受付開始時間　午前９時 30 分

▼ところ
蟹江町　中央公民館　

▼と　き
8月2日（火）～10月23日（日）
午前 9 時～午後 5 時
▼ところ
歴史民俗資料館　企画展示室

▼内　容　
弥富の歴史や、文鳥に関わる
さまざまな人々の取り組みな
どを紹介します。
期間中の来館者にはオリジナル
ポストカードを差し上げます。

▼休館日　月曜日
　歴史民俗資料館

ひとり親世帯を支援するため、
給付金を支給しています。
▼支給対象者
以下のいずれかに該当する方
（ひとり親世帯分以外の給付金
を受け取った方を除く）

①令和 4 年 4 月分の児童扶養手
当が支給された方

②公的年金などを受給しており、
令和 4 年 4 月分の児童扶養手
当の支給を受けていない方

③新型コロナウイルス感染症の
影響を受けて家計が急変する
など、収入が児童扶養手当を
受給している方と同じ水準と
なっている方

▼支給額
児童 1 人当たり一律 5 万円

▼申請期限
令和５年２月 28日（火）まで
①に該当する方は申請不要で

大ホール
▼定　員
100 人（事前申し込みが必要）

▼講　師
渡辺　哲雄氏
漫談風講演：「ものがたりでわ
かる成年後見制度」

▼申込締切　
8 月 12 日（金）

　・　海部南部権利擁護センター
☎69－8181　69－8180

　shien@amanankenri.net

きんちゃんバス南部ルートの
公共交通網再編の一環として実
施している、きんちゃんバス南
部地域通学通勤バス第２期社会
実験運行は、8 月 31 日をもって
実験期間（４月１日～８月 31 日）
が終了となります。
９月１日以降は、きんちゃん

バス南部地域通学通勤バス第２      
期社会実験運行便の運行はなく
なります。また、きんちゃんバ
ス南部ルート平日 3 便と平日 12
便について、愛知黎明高校バス
停に新たに停車します。
【令和４年９月１日からの南部
ルート平日便の変更のポイント】
・南部地域通学通勤バス第２期
社会実験運行（実験1便～実験
8 便）を廃止
・南部ルート平日３便（近鉄弥
富駅南口バス停７:30 発－大日
本木材防腐バス停８:14 着）の
ルート上で愛知黎明高校バス
停に新たに７:43 に停車
・南部ルート平日 12 便（総合福
祉センターバス停 17:25 発－
近鉄弥富駅南口バス停 19:07
着）のルート上で愛知黎明高
校バス停に新たに 18:50 に停
車

　市役所市民協働課（内線 7062）

【《利用可能期間》7 月 21 日（木）
～ 9 月 30 日（金）】
７月に、各家庭と小学生の皆

さんにきんちゃんバス無料お試
し乗車券を配布いたしました。
今までにきんちゃんバスに

乗ったことがなかった方も、こ
の機会にきんちゃんバスにぜひ
ご乗車ください。
無料お試し乗車券をご利用の

際は、裏面のアンケートにご回
答いただいた上、１枚ずつ切り
取って、ご乗車時に運転手にお
渡しください。１枚で、大人・
子どもを問わず、１乗車１名限
り、無料でご利用になれます。
　市役所市民協働課（内線 7062）

きんちゃんバスの南部ルート
に設置されているバス停「トレー
ニングセンター」のバス停名が、
9 月１日より「名古屋競馬場」に
変わります。（設置場所の変更は
ありません。）
　市役所市民協働課（内線 7062）

個人事業税の第１期分の納期
限は 8 月 31 日（水）です。
8 月中旬に県から納税通知書を

お送りしますので、納期限まで
に納付をしてください。
納税通知書には第１期分と第

２期分の納付書が同封されます
ので、納付にあたっては、納付
書をお間違いのないようにご注
意ください。
▼納付場所および納付方法
・金融機関、県税事務所の窓口
・コンビニエンスストア、MMK
設置店
・Pay－easy（ペイジー）に対
応したインターネットバンキ
ングまたは ATМ
・インターネット環境でのクレ

す。令和４年６月に既に支給
しております。
②,③に該当する方は申請が必
要です。

　市役所児童課（内線 155）

低所得の子育て世帯を支援す
るため、給付金を支給します。
▼支給対象者
①②の両方に当てはまる方（ひ
とり親世帯分の給付金を受け
取った方を除く）
①令和４年３月 31 日時点で 18
歳未満の児童（障がい児の場
合、20 歳未満）を養育する父
母など

②令和４年度住民税（均等割）
が非課税の方または令和４年
１月以降の収入が急変し、住
民税非課税相当の収入となっ
た方

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

▼支給額
児童 1 人当たり一律 5 万円

▼申請期限
令和 5年 2月 28日（火）まで
令和 4 年 4 月分の児童手当な
どの受給者または令和 4 年 5
月分～令和 5 年 3 月分の児童
手当などの新規認定者で住民
税非課税の方（住民税未申告
の方・公務員の方を除く）は
申請不要です。
上記以外の方は申請が必要です。

　市役所児童課（内線 155）

次の手当を受給されている方
は、毎年１回、現況届・所得状
況届の提出が必要です。提出が
ないと、８月分以降の手当が受
けられなくなりますのでご注意
ください。

・愛知県在宅重度障がい者手当
・特別児童扶養手当
・特別障がい者手当
・障がい児福祉手当
※対象となる受給者の方には通
知をします。

　市役所福祉課（内線 162・163）

国民健康保険被保険者証（保
険証）は 9 月 1 日から一斉に更
新となります。
新しい保険証は、世帯の国保

加入者全員分をまとめて、8 月下
旬に世帯主宛てに簡易書留でお
送りします。お手元に届きまし
たら、記載内容に間違いがない
か、人数分があるかをご確認く
ださい。
なお、国民健康保険税に未納

がある方は、市役所にて納税相
談後に保険証をお渡ししていま
す。該当する方には 8 月下旬に
ご案内をお送りします。
　市役所保険年金課　
内線（122・123）

専門相談員（弁護士）による
無料相談を実施します。
消費者金融などの貸金業者か

ら過払い金を回収し、国民健康
保険税などの滞納分に充てるこ
とで、多重債務の解消と併せて
滞納市税の解消ができる場合も
あります。
▼と　き
相談者の希望と専門相談員の
日程を調整し、後日日時を決
定の上ご連絡します。

▼ところ
市役所相談室など

▼対　象
国民健康保険加入者

▼申込方法
電話にて随時受け付けていま
す（相談は予約制）。

▼主　催
愛知県国民健康保険団体連合会

　市役所保険年金課
　（内線 122・123）

・相談専用電話（子どもの人権
110 番）

　☎(0120）007－110（フリー
ダイヤル）

　名古屋法務局人権擁護部
　☎(052)952－8111
　（内線 1471）

市内犯罪発生状況（令和４年
５月）暫定値

警察官や警察職員は『県民の
安全と安心を守る』ために仕事
をしています。
・パトロールなどの地域に密着
した活動
・犯罪の起きにくい社会、安全
なまちづくりを進める活動
・交通指導や取り締まりなどに
よって交通事故の発生を防ぐ
活動
・災害やサイバー攻撃、テロ・ゲ
リラなどから県民を守る活動
部署によって役割は異なりま

すが、日々、私たちは強い正義
感を持って働いています。人々
の当たり前の日常が続くため
に・・・！
警察官・警察職員の業務は非常

に幅広く、あなたの能力を発揮で
きる場所が必ず見つかります。
あなたも「安全な社会を守り

続ける」仕事をしてみませんか。
あなたの正義感が誰かを守る！
第２回警察官（A）[ 大卒程度 ]・

（B）[ 高卒程度 ] 採用および第２
回警察職員採用 [ 大卒程度 ]

ジットカードによる納付
・スマートフォン決済アプリ
（PayPay、LINE Pay および PayB）
による納付
※コンビニエンスストア、MMK
設置店、スマートフォン決済
アプリによる納付については、
納付書の納付金額が 30 万円以
下のものに限ります。
▼その他
領収証書が必要な方は、金融
機関（ゆうちょ銀行を除く）
の窓口、県税事務所の窓口ま
たはコンビニエンスストア、
MMK 設置店で納付してくださ
い。
また、納付には便利で安全な
口座振替の制度もあります。
ご希望の方は口座を開設して
いる金融機関の窓口で手続き
をしてください。
　西尾張県税事務所　
　課税第一課
　県民税・事業税第二グル－プ
　☎（0586）45－3169
　 ( ダイヤルイン )
　https://www.pref.aichi.jp/
　soshiki/zeimu/

７月１日に一宮生活協同組合
と弥富市見守り等活動に関する
協定を締結しました。
この協定は、市内で孤立死、
認知症により道に迷っている方、
虐待およびその他異変に対する
見守り等活動に関する連携体制
を構築することで、安心して暮
らせる地域社会づくりを目的と
しています。
市内で一宮生活協同組合の方
が業務中に市民の異変に気付い
た際に、市の担当部署へ、緊急
時には警察または消防に通報し
ます。
この協定と同様、見守り等活
動に関する協定は、平成 30 年度
から事業者と締結しており、今
回の締結で 7 団体目となります。

▼受付期間　
［警察官］
８月８日（月）～ 29 日（月）
［警察職員］
８月 15 日（月）～ 31 日（水）

■警察官・警察職員の採用に関
する案内および問い合わせ先
蟹江警察署　☎95－0110
採用センター直通電話
☎（052）961－1479
（月～金曜日（祝日は除く）
午前8時45分～午後5時30分）
愛知県警察Twitter　ユーザー
名：＠AP_saiyo
愛知県警察本部採用センター
LINE　ID：＠sum5558x
　市役所市民協働課（内線 432）

新型コロナウイルス感染症の影
響により自家用車でお越しになる
方が増えており、お盆期間中は空
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）

愛知県では、外出行動におけ
る交通手段の利用状況など、皆
さんの１日の交通の実態を把握
し、今後のまちづくりなどに活
用するため、９月から 11 月にか
けて交通に関する調査「第６回
中京都市圏パーソントリップ調
査」を実施いたします。調査に
あたり、無作為に抽出させてい
ただいた世帯の皆さんに案内は

がきをお送りしますので、本調
査へのご協力をお願いします。
中京都市圏パーソントリップ
調査サポートセンター
☎（0120）052－133
愛知県都市計画課 
☎（052）954－6516

台風や強風などで切れた電線
は、感電の恐れがあります。
切れた電線には絶対に触らず

に、お近くの中部電力パワーグ
リッドまでご連絡ください。
中部電力パワーグリッド㈱港
営業所
☎（0120）929－309

▼と　き　
9 月 10 日（土）午後５時から
▼ところ　
服部家住宅（弥富市荷之上町
石仏 419）

▼内　容　
服部家住宅で、中秋の名月や
風情ある抹茶が楽しめる観月
会を開催します。

●午後４時 30 分　 開場
服部家見学会
茶会
石田流生花の展示
神楽太鼓・雅楽演奏会・浦安
の舞 ( 森津保存会 )

▼定　員　50 人（先着順）
※未就学児は入場いただけません。
▼料　金　
　500 円（小学生は無料）
▼申込方法　電話
▼共　催　
やとみふるさとガイドボラン

世帯構成に変更があり、世帯
全員の市町村民税が非課税と
なった方は年金生活者支援給付
金の該当になる場合があります。
詳しくはねんきんダイヤルへご
相談ください。
　ねんきんダイヤル
☎（0570）05－1165（ナビダ
イヤル）

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

家庭から排出される刈草や剪
定木などの自己搬入手続きにつ
いて、令和 4 年 7 月より十四山
支所での受け付けを開始しまし
た。詳細は市ホームページをご
確認いただくか、市役所環境課
へお問い合わせください。
▼搬入できるもの
家庭から出た刈草、低木、幹、
枝 葉、竹、合 板（防 腐 処 理、
防蟻処理された木材およびシ
ロアリに食害された木材は除
きます。また、農業を含む事
業活動に伴い排出されたもの
も除きます。）
▼搬入場所
フルハシ EPO 株式会社　
愛知第二工場　弥富市楠一丁
目 118 番地
▼手続き窓口　　
市役所環境課（本庁舎 2 階）
十四山支所
▼その他
手続きには、搬入に利用され
る自動車の車両番号の全てが
必要となりますので、ご確認
の上お越しください。
　市役所環境課（内線 232・233）

▼と　き　
８月 26 日（金）
～９月１日（木）
午前８時 30 分～午後 7 時
※ただし、８月 27 日（土）・28
日（日）は午前 10 時～午後 5
時
▼内　容
・いじめ、虐待など、子どもの
人権に関わる悩みごと、心配
ごとなどの相談。

ティア
※マスクをご着用の上で入場を
お願いします。
　・　歴史民俗資料館

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
９月 13 日（火）
午前９時 30 分～正午頃（受け
付け：午前９時 15 分～）

▼ところ
保健センター
▼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
8 月 1 日～ 31 日（定員に達し
次第終了）
　・　市役所健康推進課
　（内線 314）

これからボランティア活動を始
めたい方や興味がある方、地域社
会のために何かしたいという方な
どを対象に、そのきっかけづくり
となる講座を開催します。
▼と　き
9 月 10 日（土）
午後 1 時 30 分～

▼ところ
総合福祉センター　研修室
▼対象者
市内在住、在勤、在学の方

▼申込方法
前日までに電話または FAX で、
氏名・連絡先をご連絡くださ
い。
　・　市社会福祉協議会
☎65－8105
65－8002

地域で子育て中の保護者や家
庭教育（子育て）を支える立場
となるための講座を開催します。
子育ての応援をしたい、子育て
や家庭教育支援の勉強をしたい
と考えてみえる方、気軽に参加
してください。
▼と　き　
３日間、６講座で開催します。
①９月 13 日（火）終日
②９月 22 日（木）終日
③９月 28 日（水）終日
▼ところ　
愛知県生涯学習推進センター
（名古屋市）　
※オンラインでの受講も可。
▼内　容　
各時期の子どもの特徴や保護
者支援、家庭教育に関する講
座の運営方法、一般教養など、
子育てや家庭教育支援に関す
る内容です。
申込方法など、詳しくは、愛
知県教育委員会生涯学習課の
ホームページをご覧ください。
愛知県教育委員会生涯学習課
☎（052）954－6780

2022 年度版「生涯学習やとみ」
でお知らせしておりました、生
涯学習講座「ステンドグラス体
験」の第２回目の開催日、申込
受付開始日を下記のとおり変更
いたします。
▼開催日　
８月19日（金）→９月16日（金）
※開催時間に変更はありません。
▼申込受付開始日　

７月22日（金）→８月19日（金）
市役所生涯学習課（総合社会
教育センター）

▼と　き
８月 28 日（日）
午前８時 30 分集合
▼集合場所　
市総合福祉センター集合出発
▼ところ
伊賀の里　モクモク手づくり
ファーム（昼食バイキング・
ウインナー作り体験）
▼対　象（市内在住）　　
①身体障害者手帳・療育手帳・
精神障害者保健福祉手帳所持
児童・生徒とその保護者など
②ひとり親家庭の児童・生徒と
その保護者
※児童・生徒対象年齢は平成 16
年 4 月 2 日以降に生まれた児
童・生徒
※保護者などの同伴は、原則１人
※①の場合は、対象児童・生徒
１人につき１人の同伴を可とし
ます。
さらにその他同伴者（対象児
童・生徒の兄弟・姉妹、保護
者他）が参加希望の場合はバ
ス代を除く実費相当額（大人
2,000 円 / 小人 1,500 円）を
徴収します。
▼定　員　
25 人
▼申込方法　
電話、申込書持参または FAX
※申込書は本会窓口またはホー
ムページからダウンロードで
きます
https://www.shakyo.or.jp/
hp/1069/
▼申込期限　
８月９日（火）まで
（申込多数の場合は抽選）
▼受付時間　
平日午前 8 時 30 分～午後 5 時
　・　市社会福祉協議会
☎65－8105
65－8002

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。

　金婚（結婚 50 年）を迎えられたご夫婦に対し、これからのますますのご長寿とご健康を祈念し、
式典を開催します。該当される方はお申し出ください。

金婚式のご案内

ボランティア講座

パパママ教室を行います。

ステンドグラス体験（第２
回目）の開催日、申込受付
開始日の変更について

令和４年度弥富市社会
福祉協議会『夏休み企画』

愛知県「親の育ち」
家庭教育支援者養成
講座を開催します

社会福祉協議会に
▼弥富市商工会会員交流ゴルフコンペ 様　　　

　　　　　　  金34,700円

弥富市に
▼弥富市商工会青年部 様　　　　

金40,412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。

―

○
○
―
―
―
―

―

○

○
○
○
○
○
○

〇

本会議（一般質問）
本会議（一般質問）
本会議（議案質疑）
総務建設委員会
厚生文教委員会
予算決算委員会

本会議
（議案説明など）

本会議
（委員長報告･討論･採決）

8月24日（水）

9月2日（金）
5日（月）
6日（火）
9日（金）
12日（月）
13日（火）

21日（水）

インターネット
配信予定

ケーブルテレビ
中継放映予定日程期日

８月24日（水)～９月21日（水)の
会期予定です。

９月定例会の開催日程
(予定)

市役所議会事務局 ( 内線 513)

※日程および放映は、変更になる場合があります
ので、ご了承ください。
※傍聴は、人数に制限はありますが、本会議のみ
可能となっております。

～ケーブルテレビ中継～
午前 10 時～会議終了まで

（録画放映は当日午後７時～予定）
～インターネット配信～

開催後、おおよそ 10 日後より配信予定

令和 4 年 4 月 1 日現在において市内に住所を有し、引き続き居住している
方で、令和 4 年 12 月 31 日までに婚姻生活が 50 年になられるご夫婦（昭
和 47 年 1 月 1 日から 12 月 31 日までに婚姻の届け出をなされた方を対象）

■対象者

・申出書（市役所介護高齢課および十四山支所備え付けの用紙）
・戸籍抄本（弥富市に本籍がある方は不要です）

■必要書類

8 月 26 日（金）

※式典の日程および詳細については、対象者に後日ご連絡します。

■申込期限
市役所介護高齢課（内線 175）
十四山支所 
弥富市社会福祉協議会☎65－8105

■問い合わせ
　申し込み

令和 3年度
金婚式の
様子
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海南こどもの国秋まつり　出演者募集

・　市役所観光課　☎65－1106（内線 712）　　kanko@city.yatomi.lg.jp　月曜休館

全国大会出場おめでとう！（敬称略）
▼令和４年度全国高等学校
　総合体育大会相撲競技大会
　第100回全国高等学校
　相撲選手権大会
７月26日（火）～28日（木）
【高知県立県民体育館】

加藤　逢恩（鯏浦）
か  とう あ   おん

【　　　　　　 】

▼全農杯　2022年
　全日本卓球選手権大会
　（ホープス・カブ・バンビの部）
７月28日（木）～31日（日）
  グリーンアリーナ神戸
  （神戸総合運動公園内体育館）

犬飼　友菜（神戸）
ゆ 　ない ぬかい

8/1～9/10
ホームページ　http://www.yatomi-library.com
携帯用HP　https://ilisod001.apsel.jp/city-yatomi-lib/wopc/pc/mSrv

新しく入った本

あきらめません！
垣谷　美雨／著

御朱印でめぐる全国のお寺
地球の歩き方編集室／編

任侠ショコラティエ
新堂　冬樹／著

図 書 名 筆 者 名 等

●生きるために必要な
　「法律」のはなし 木村　真実
●デジタル依存症の罠 香山　リカ
●子宝船　きたきた捕物帖２ 宮部　みゆき
●戦争をやめた人たち 鈴木　まもる
●健康寿命を決める 70 の選択肢 森田　豊
●くるまの娘 宇佐見　りん
●ロシア発世界恐慌が始まる日 渡邉　哲也
●怒鳴られ駅員の
　メンタル非常ボタン 綿貫　渉

■開館時間 火・水・木・金曜日　午前９時～午後７時 / 土・日曜日、祝日 ( 月曜日を除く ) 午前９時～午後５時
■休 館 日 月曜日　　※詳しくは、図書館ホームページをご覧ください。

市立図書館☎65－1117

スポーツ大会結果 （敬称略）

優　勝　桜シーホークス　　準優勝　亀四リーダーズ　　第３位　松名・弥生クラブ
■第17回弥富市ソフトボール大会（６月12・19日（日）　文化広場市民グランド）

●広報やとみ７月号28ページ「スポーツ大会結果」

以上一点、お詫びして訂正いたします。

大会名 訂正前 訂正後
市ソフトテニス大会
〈一般の部〉

【お詫びと訂正】

優　勝　伊藤　悠梨・水野　由美子・宮城　好子　　
準優勝　田島　なつき・野田　ヤスエ・宇佐美　勝子　　第3位　浜島　紀恵・宮尾　順子・瀬戸　幸子

■第17回弥富市女性卓球大会（７月２日（土）　総合社会教育センター（第１多目的室））

▼第41回全日本クラブ卓球選手権大会
９月22日（木）～25日（日）
【いしかわ総合スポーツセンター】

富田　理名穂（寛延）
犬飼　友唯（神戸）　
犬飼　友菜（神戸）

とみ  だ

いぬかい

り　な　ほ

ゆ　い

いぬかい ゆ　な

【富田　理名穂】 【犬飼　友唯】 【犬飼　友菜】

■第17回弥富市バドミントン大会（６月12日（日）　十四山スポーツセンター（第１アリーナ））

優　勝　吉田　一器
準優勝　松永　知晃

【Ａブロック】
優　勝　西尾　奈津江
準優勝　荘山　理恵

【Ｂブロック】
優　勝　稲熊　聰
準優勝　柴田　日女路

【Ｃブロック】
優　勝　倉橋　欣二
準優勝　肥田　貢

【Ｄブロック男性の部】
優　勝　星野　恵子
準優勝　佐藤　恵子

【Ｄブロック女性の部】

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

  ８月７日(日)
～

28日(日)

  ８月６日（土)
～

９月３日(土)

中学生以下
無料

高校生以上
無料

在住・在学

在住・在勤・在学

総合社会教育センター
（第二武道場）

木曽川グランド
（ミニゴルフ場）

９月11日(日)

９月17日(土)
予備日

10月１日（土）

第17回
市柔道大会

第17回
市ミニゴルフ大会

 ８月13日(土)
～

28日(日)
中学生
無料在住・在学総合社会教育センター

（アリーナ）９月18日(日)
第17回

市バレーボール
大会（中学生）

参加資格 対象・参加費
※一人あたり 申込期限ところと　き大会名

▼申込方法　申し込み用紙 ( 社会教育センター備え付け ) に記入の上、参加費を添えてお申し込み下さい。
▼受付時間　【火～土曜日】午前９時～午後９時　【日曜日・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）

　総合社会教育センター（65－0002）

スポーツ大会に参加しませんか

準優勝　石川　　凛・森田　乃々愛（高校生）
第３位　阿部　健太・加藤　将臣

準優勝　阿部　健太・加藤　将臣
第３位　石川　　凛・森田　乃々愛（高校生）

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

図書館は夜７時まで開館中です

海南こどもの国と弥富市共催で、昨年に引き続き「市民ステージ」を開催する予定です。ダンス
や楽器演奏などを披露してみませんか？
▼と　き　11 月５日（土）、６日（日）原則どちらか１日
▼場　所　海南こどもの国　シェルター下　特設ステージ
※１団体（名）の出演時間は 30 分以内の予定です。時間の指定はできません。
※出演時間とは準備や片付けがある場合（楽器など）は、その時間も含みます。
▼募集条件　　
団体は、メンバーの半数以上が市内在住・在勤・在学のいずれかであること。
個人は、中学生以上で市内在住・在勤・在学のいずれかであること。
▼申込期間　８月 24 日（水）まで
▼申込用紙配布場所　　
①弥富まちなか交流館１Ｆ　観光課窓口
②総合社会教育センター
③市ホームページでのダウンロード
▼提出方法　観光課窓口、メール、ＦＡＸ、郵便（必着）のいずれかで提出。　
▼その他
出演にかかる謝礼はありません。お弁当などは各自ご準備ください。
詳細は市のホームページまたは出演要項などをご覧ください。
https://www.city.yatomi.lg.jp/event_info/1001259/1004883.html

『学習室』は、同じフロアの別室で、サイレントスペースとして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。図書館内の閲覧机席の４０席と合わせて、全７８席が利用可能です。
『学習室』ご利用の際は、カウンターにお声掛けください。
※現在、感染症対策のため、座席数を半数程度に減らしています。

『学習室』をご利用ください
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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)

8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

29日（月）

2日(火)

18日（木）

17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２年２月生まれのお子さんに
個別通知します。24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」をお持ちください。
※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３月出生児

令和３年11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

８ 月号 その480

（海部歯科医師会）

がん検診

※1  50歳以上の方で喫煙指数が600以上の方が対象です。(喫煙指数＝1日の喫煙本数×喫煙年数) 
※2 最近6カ月に症状（不正性器出血・月経異常・褐色帯下）があった方が対象です。
※３ 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

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

検診場所 海部医師会等指定医療機関
　　　　 および海南病院(子宮・乳がん)
検診期間 10月31日(月)まで
持 ち 物 がん検診等受診券（４月に個別通知済）、
　　　　　 保険証、検診料
申込期間 10月24日(月)まで
　　　　 ※海南病院（子宮・乳がん）は
　　　　 10月14日(金)まで
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。

歯周病と認知症

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

　保健センターでは第１子を妊娠中の妊婦さんとそのパー
トナーを対象に、パパママ教室を年４回実施しています。

　保健師による赤ちゃんのお世話の話、歯科衛生士による
デンタルケアの大切さの話、実際にお湯を使っての沐浴体
験、調乳体験、着替え体験、パパの妊婦体験などを行ってい
ます。
　安心して出産を迎えるため、ぜひご参加ください。

「パパママ教室」のご紹介
～第173回～

●集団健診（バス検診）
検診の受け方

集団検診
（バス検診）

検診内容

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。
▼申込方法 ※お手元に「がん検診等受診券」をご用意のうえお申し込みください。
 ＜電話予約＞ 8:30～17:00（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。
▼申込期間 各検診日の10日前まで（土・日曜日、祝日を除く平日）　
 ※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。
▼日　　程 料金や注意事項は、広報やとみ６月号・8ページやホームページなどでご確認ください。
　・　市役所健康推進課（内線314・315）

認知症の高齢者は年々増加し、2025年には65歳以上の５人に１
人が認知症になると言われています。認知症にはいくつかの種類が
あり、その多くは脳血管性認知症とアルツハイマー型認知症です。

歯周病は50歳代以上の約80％がかかっている疾患です。一般
的な歯周病とは、口の中の病気と捉えられがちですが、最近の研
究では認知症とも関わっていることがわかりました。

歯周病にかかっていると、口の中の菌が歯ぐきから血管内に侵
入し、脳まで流れ着いて小さな脳出血を引き起こします。その結
果、脳神経細胞がダメージを受けて脳血管性認知症を引き起こす
とが分かってきています。

アルツハイマー型認知症はアミロイドβが脳内で蓄積すること
で発症します。
また歯周病細菌がアミロイドβというタンパク質の生成・蓄積を
促進させることが分かっています。

成人で歯を失う原因のうち、最も多いのが歯周病ですが、歯が
抜けている本数が多い人ほど認知症を発症しやすいことも併せ
て分かっています。
他にも、歯周病と認知症の関係は、さまざまな研究結果から明

らかになってきています。
毎日の正しいブラッシングと、定期的な歯科医院での健診によっ

て、認知症のリスクを減らしていきましょう。

沐浴体験
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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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