
市議会からのお知らせ

有料広告

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。
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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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