
大雨・台風に備えて
今すぐ確認を！



問い合わせ先（市外局番 0567）

（令和4年8月1日現在）

人口　43,906人（+13）
男　　22,022人（+31）
女　　21,884人（ー18）
世帯　18,533　（+23）

大雨・台風に備えて今すぐ確認を！
事前避難について理解しましょう
やとみ健康セミナー
総合がん検診の二次募集をします
必ずがん検診の精密検査を受けましょう！
9月10日から16日は、自殺予防週間です
8020・7021表彰～ご応募お待ちしております～
新型コロナウイルスワクチン予防接種のご案内
後期高齢者医療制度のお知らせ
～住み慣れた自宅で暮らしたい～
在宅医療・介護連携推進事業　地域住民普及啓発講演会
年金生活者支援給付金制度について
９月の行事予定カレンダー
弥富市職員を募集します
保育士（会計年度任用職員）を募集します
子どもは宝　やとみのたから
保育の広場
SUKUSUKUPLAZA
9月20日から26日は動物愛護週間です
やとみ歴史探訪
市長の部屋
まちの話題

広島研修
歴史民俗資料館
くらしの情報
図書館だより
スポーツ
保健センターだより

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。

国民健康保険税　　　　3期
後期高齢者医療保険料　3期
介護保険料　　　　　　3期
《納期限：9月 30日（金）》

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 31 日（日）文化広場市民グランドで「8103 ラジオ体操～
みんなで楽しく元気に～」が行われました。子どもからご年配の
方まで幅広い年齢層の方々にご参加いただき、皆さん精一杯身
体を動かし、健康的な汗を流すことができました。ラジオ体操
は３分間で、ほぼ全ての関節・筋肉を動かすようにできており、
１日の生活リズムを整える効果があります。皆さんもラジオ体操
をして、気持ちの良い朝を迎えましょう。

　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
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大雨・台風に備えて今すぐ確認を！特 集

１.防災情報（気象情報、避難行動情報、
　避難所開設状況など）を 早めに入手してください

2.避難時の必要な物の持参

大雨・台風に備えて今すぐ確認を！集
特

　毎年９月、10月は台風の影響などで浸水、洪水などの自然災害が発生しやすくなります。
　広報やとみ７月号で特集「災害から命を守るために備えましょう」を掲載しましたが、今一
度確認をお願いします。

　市の備蓄品には限りがありますので、自身の健康状態を確認するための体温計を持参するなど、可能な
限り必要な物は持参してください。

※自主避難者の受け入れを行う場合は、原則、飲料水、食料品、日用品、寝具などの提供を行いません。
　各自の判断で食料、飲料水、携帯ラジオ、着替えなど、最低限の必要品を用意して避難してください。

◎持参していただきたい物
●マスク（タオルなど）　
●体温計
●アルコール消毒液（ウエットティッシュなど）
●最低３日分の食料と飲料水
●常備薬　●スリッパ
●着替え　●ポリ袋　
●生理用品　●授乳服または授乳ケープ　
●携帯ラジオ　●モバイルバッテリー　など

●テレビ

●ラジオ

●防災行政無線（同報無線）

●安全・防災メール

●緊急速報メール

●その他

テレビの L字放送やｄボタン、クローバーテレビ映像のテロップで確認で
きます。

エフエムななみ（ＦＭ77.3ＭＨｚ）ではこの地域に特化した情報を提供し
ています。

防災情報などを同報無線でお知らせします。
直近の内容を「☎65－8517」で確認できます。
※通話料金は自己負担となります。

市が行うメールによる防災情報配信サービスです。市外でも受信できます。
（事前登録必要）

災害などの緊急時に、市内基地局エリアに存在する対応携帯電話に一斉
配信するサービスです。エリア内にいる市外からの通勤者などへも一時
的に情報配信されます。（事前登録不要）

防災アプリ、広報車両、消防団による避難広報、市ホームページ、市公
式 LINE、近隣の方との声かけ、高齢者などの避難行動要支援者の方を
対象にした電話、ファクスでの避難情報配信（事前登録必要）
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5.今のうちにできる、家の周りの点検、避難場所や
　避難経路の確認は天候が悪くなる前に早めに行いましょう

3.弥富市が発令する避難情報 4.避難所における新型コロナウイルス感染症対策
　令和３年度から、従来使用されてきた「避難勧告」が廃止され「避難指示」に統一されました。気象庁お
よび市が発表する避難情報につきましては、以下の表のとおりとなります。

　避難所については、密集した空間で集団生活により新型コロナウイルス感染症による感染のリスクが高
まる危険性があります。
　市においても可能な限り避難所の衛生環境の確保に努めてまいりますが、少しでも感染リスクを軽減す
るため、次のことについてご協力をお願いします。

▼自分の住んでいる場所が避難の必要がある場所か確認する。
　 市では、国、愛知県、気象庁と連携を取り、気象情報に注視しながら、命の危険が及ぶ場合には、い
ち早く避難情報を発令し、皆さんに避難をお願いします。
　 避難情報を発令した場合には、市内の避難所を随時開設しますが、自宅の２階へ避難（垂直避難）する
ことも大変有効となります。

▼親戚や知人の家などへの避難が可能か確認する。
　 市が指定した避難所だけでなく、災害の危険のない親戚や友人・知人の家などへの避難も検討してく
ださい。
　 避難所が密集・密接状態になることを防ぐためにもぜひ検討をお願いします。

▼避難する際には健康状態を確認する。（必ず検温をお願いします。）
　 以下の症状がある場合は、かかりつけ医、もしくは津島保健所（☎26－4137）に相談してください。
　・息苦しさ（呼吸困難）、強いだるさ（倦怠感）、高熱などの強い症状はないか。
　・重症化しやすい方（高齢の方や基礎疾患などがある方）で発熱や咳などの軽い風邪の症状はないか。
　・上記以外の方で発熱や咳など比較的軽い風邪の症状が続いていないか。

▼避難所内での感染拡大を防止するため、避難所を開設した際は、市では以下
　の対応を行いますのでご協力お願いします。
　・自宅にて検温を行い、受付で体温を申告してください。
　・うがい、手洗い、咳エチケットを徹底する。
　・避難者同士の間隔をあける。
　・定期的に検温、室内の換気、消毒を行う。

※万が一、避難所内で発熱や咳などの症状が出た場合は、速やかに避難所担当に申告し、指示を受けて
　ください。

　・風で飛ばされる可能性のあるものは、早めに撤去したり、飛ばないように固定する。
　・屋根・窓・雨戸などを点検し、必要に応じて修理、補強する。
　・側溝や排水路は日頃から掃除して水はけを良くしておく。
　・家族で避難場所や避難所を確認しておく。
　・冠水や浸水などの恐れがある場所がないか、事前に確認しておく。
※「避難場所」とは、災害が発生したときに、命を守るために一時的に逃げる場所です。
　「避難所」とは、災害が発生し、居住の場所を確保することが困難な住民が一定期間生活する場所です。

　市が、災害の恐れがあり避難が必要と判断した場合は、避難情報（警戒レベル３以上）を発令し、防災
行政無線や広報車、携帯電話の緊急速報メール、安全・防災メール、市ホームページ、市公式 LINE、防
災情報ツイッターなどを通じて市民の皆さんにお伝えいたします。
　※避難情報（警戒レベル３以上）が発令される前でも、自主的に判断して、早めの避難を心がけましょう。

状況警戒レベル
（洪水・土砂災害） 市民の行動 避難行動を促す情報

警　戒
レベル5

警　戒
レベル4
警　戒
レベル3
警　戒
レベル2
警　戒
レベル1

災害が発生
または切迫

命の危険、
直ちに安全確保

災害発生の
恐れが高い

危険な場所から
全員避難

＜警戒レベル４までに必ず避難！＞

災害発生の
恐れがある

危険な場所から
高齢者らは避難

気象状況悪化
避難に備え、

ハザードマップにより
自らの避難行動を確認

緊急安全確保

避難指示

高齢者等避難

洪水注意報、
大雨注意報など

早期注意情報
（警報級の可能性）

今後気象状況
悪化の恐れ

最新情報に
注意するなど
災害への心構えを

高める

既に災害が発生している
状況です

安全・防災メール 市公式 LINE 防災情報ツイッター

ガラケー用 スマホ用

大雨・台風に備えて今すぐ確認を！特 集
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市では、地震発生後わずかな時間で浸水被害が生じる地域を「事前避難対象地域」として設定し、浸水
津波ハザードマップを作成しております。事前避難について理解し、事前避難が求められた場合の対応
についてご家族で話し合っておきましょう。

南海トラフとは、駿河湾から九州東方沖まで続く海底の溝（トラフ）で、非常に活発で大規模な地震発
生帯と言われています。南海トラフでは、過去に海溝型の巨大地震が繰り返し発生し、大きな被害をも
たらしてきました。

南海トラフの西側で「半割れ」現象が発生し、「南海トラフ地震臨時情報（巨
大地震警戒）」が発表された場合に、市は事前避難対象地域内の住民に事前避難を呼び掛け
ます！！

南海トラフでは、過去に想定震源域の東側と西側で、大規模地震が時間差で発生する事例があります。

事前避難について理解しましょう

▼南海トラフとは

▼南海トラフ地震臨時情報の種類と発表の流れ

▼南海トラフ地震臨時情報とは

異常な現象の種類
●半割れ ●一部割れ ●ゆっくりすべり

出典：内閣府　南海トラフ地震の多様な発生形態に備えた防災対応ガイドライン【第１版】

臨時情報の種類

キーワード

臨時情報発表の流れ

事前避難

南海トラフ西

東

キーワードが付与される条件

・南海トラフの想定震源域またはその周辺で M6.8 以上の地震が発生した場合
・通常とは異なるゆっくりすべりが発生した可能性がある場合

・巨大地震警戒、巨大地震注意のいずれにも当てはまらない場合

・南海トラフの想定震源域で M7.0 以上、M8.0 未満の地震が発生した場合
（一部割れケース）
・通常とは異なるゆっくりすべりが観測された場合
（ゆっくりすべりケース）

・南海トラフの想定震源域でM8.0 以上の地震が発生した場合（半割れケース）

そのため、南海トラフ地震の可能性が高まったと評価された場合に、「南海トラフ地震臨時情報」が発
表されます。この情報は、想定震源域内で異常な現象が観測された場合に、気象庁より発表されます。

巨大地震警戒

巨大地震注意

調 査 終 了

調 査 中

南海トラフ東側で大規模地震 (M８クラス ) が発生

西側は連動するのか？

南海トラフで地震 (M7クラス ) が発生

南海トラフの大規模地震の前震か？

跳ね上がり
(地震発生)

強くくっついて
いる境界

ひずみの変化

ゆっくりすべり

半割れ
が発生

一部割れ
が発生

南海トラフの想定震源域またはその周辺で
M6.8 程度以上の地震が発生

有識者による検討会を開催し起こった現象を評価

南海トラフの想定震源域のプレート境界面で
通常とは異なる

ゆっくりすべりが発生した可能性

ゆっくりすべり
を観測

左の条件を
満たさない
場合

評価の結果を
もとに情報を

発表

異常現象に
対する評価

異常現象を
観測

南海トラフ地震臨時情報
( 巨大地震警戒 )

南海トラフ地震臨時情報
( 巨大地震注意 )

南海トラフ地震
臨時情報
( 調査終了 )

必要なし防災対策をとる必要あり

気象庁が「南海トラフ地震臨時情報 ( 調査中 )」を発表

事前避難について理解しましょう
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地域外へ避難を !!

地震発生後 30 分以内に津波基準
水位が 30cm 以上となる地域
※津波基準水位は地震に伴う堤防
沈下の影響による、河川の水の流
入を含む

▼弥富市の事前避難対象地域

【事前避難対象地域外の親類・友人・知人宅などへ縁故避難】
・地震が発生した場合、市内のほぼ全域が浸水します
 事前避難対象地域外にお住まいの方も縁故避難を検討してください

【市が開設する１次および２次開設避難所へ避難】
・避難所は避難者による自主運営
・災害発生前のため、避難生活に必要な物品は各自で用意
備蓄品の持ち込みだけでなく、避難中や避難後にコンビニなどで購入することができます

▼事前避難が求められたら

「南海トラフ地震臨時情報（調査中）」を発表し、現象を検討した結果、西側部分での「半割れケ
ース」で対応をとる

▼事前避難発令の流れ

　一週間程度、安全な地域への避難が求められます！！

困難な場合は…

南海トラフの想定震源域またはその周辺で M6.8 程度以上の地震が発生

指定基準

地震が発生した場合は、通常どおりの避難行動を！！

気象庁が「南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）」を発表

▼注意事項
・「半割れ」は、必ず先に西側で発生するわけではありません
・臨時情報が発表されることなく地震が発生することもあります

事前避難対象地域の指定状況

※注意　地域内で少しでも浸水する場所がある場合、その地域全体を事前避難対象地域としております。

佐古木 一丁目、二丁目、三丁目

鯏浦町 用水上、下与太
小島町 全域

五之三
五明

全域
全域

善太町
上押萩
下押萩
海屋
竹田
神戸
馬ケ地
鮫ケ地

全域
全域
全域
全域
一丁目、二丁目、三丁目、四丁目、六丁目
六丁目、七丁目、八丁目、十丁目、北新田東ノ切
一丁目、二丁目
二丁目、四丁目

鍋田町
上野町
曙
富浜
東末広

全域
全域
全域
二丁目
五丁目、七丁目、八丁目、九丁目、南飛島リノ割

荷之上町
海老江

川田、中焼田、小新田
全域

十四山地区

地 区 名

栄 南 学 区

弥 生 学 区
白 鳥 学 区
学 区

桜 学 区

事前避難について理解しましょう
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歯科コーナー

保険年金課
コーナー

9:30 ～ 15:00
ところ：市役所 1 階・3 階保健センター

予約申し込み９月12日 (月)8:30～参加無料
※定員になり次第受け付けを終了します。※アルコール消毒など感染対策にご協力をお願いいたします。

糖尿病予防
教室

『糖尿病教室』
「糖尿病になりにくい、動脈硬化を起こしにくい食事」
～今流行の食べ物って効果があるの？～
講師：JA 愛知厚生連海南病院
　　　糖尿病・内分泌内科　代表部長
　　　医師　山守　越子　先生
　　　栄養管理室室長　
　　　管理栄養士　伊藤　名ぐみ　先生
時間：14:00 ～ 15:00
定員：30 人

『赤ちゃんのお口を育てよう』
～赤ちゃんのお口を診ます～
講師：安井歯科医院
　　　院長　安井  尚史  先生
時間：10:00 ～ 11:30
対象：0 歳児とその保護者
定員：12 組 (36 人 )
　　赤ちゃんのお口の育ち、特に食べる機能は
　自然にできるものではなく、学習によって
　獲得していきます。

己書コーナー
おのれしょ

『優しい気持ち
笑顔になれる己書作品展』
己書とは
　　～心のままに描く書・読める絵～
　　　　　　　　　　　　　　　　です。
己書を鑑賞して心を落ち着かせてみませんか
出展：日本己書道場弥富師範有志

運動コーナー

『体の動き、簡単チェック』
～気軽に体のチェックしませんか～
講師：あいち健康プラザ運動指導員
時間：10:00　10:40　11:20
　　　13:00　13:40
定員：各 20 人

『脳年齢測定』
『体組成測定』『血管年齢測定』
各種 PR：特定健診・国民年金基金など
ところ：1 階市民プラザ

予約・お問い合わせ先
弥富市　健康福祉部　健康推進課
〒498 ー 8501　前ケ須町南本田 335 番地
☎65－1111 ㈹　Fax：65 ー 4300
平日午前8時30分～午後 5時15分
( 土・日曜日、祝日除く )
新型コロナウイルス感染症などの拡大により
変更となる場合がございます。ご了承ください。

要予約

予約
優先

予約
不要

要予約

健康セミナー
やとみ

10 月2日
日2022 年

～やさしい笑顔 こころとからだを健康に～

必ずがん検診の精密検査を受けましょう！必ずがん検診の精密検査を受けましょう！
今年のがん検診は受けましたか

～毎年９月は「がん征圧月間」です～

胃がん・肺がん検診に比べ大腸がん検診の精密検査の
受診率は低い結果になっています。
特に大腸がん検診は精密検査を受けず、一次検診のみ

の状態の方が多いです。
大腸がんは早期に見つけ治療すれば 95％以上の人が治

る可能性があります。
毎年 1 回の大腸がん検診（便潜血検査）を続けましょう。

結果が陽性（＋）なら、必ず精密検査 ( 大腸内視鏡検査 ) を
受けてください。

定員に空きがありましたので、追加募集をします。ご希望の方は下記のとおり申し込んでください。
総合がん検診は、胃がん検診 ( バリウム検査のみ )・肺がん検診・大腸がん検診のセット検診です。
３種の検診を同時に受けられない方は、受けることができません。今年度同様の検診を個別検診や集団検

診で受けられた方、昨年度胃カメラ検査を受けられた方は受けることができません。

40 歳～79 歳の弥富市在住者（昭和 18 年 4 月 1 日～昭和 58 年 3 月 31 日生まれ）
※胃カメラ検査は定員に達したため胃バリウム検査のみになります。
　そのため、胃バリウム検査が実施できない 80 歳以上の方（昭和 18 年３月 31 日以前生まれ）や大腸憩室・腸閉
　塞・消化器穿孔の既往がある方は、二次募集を申し込むことはできません。個別がん検診で受診してください。

海南病院健康管理センターへ電話で予約してください。
55-7629（平日 14：00 ～ 15：30）
「令和４年度　がん検診等受診券・特定健診 / 後期高齢者健診受診券（国保・後期のみ）・保険証」をお手元にご用
意の上、予約してください。受診券がない場合は予約を受け付けできません。必ず準備の上、ご予約ください。

胃がん検診（バリウム検査）、肺がん検診（胸部 X 線検査）、大腸がん検診（便潜血検査２日法）、
腹部超音波検査
※弥富市国民健康保険、弥富市後期高齢者医療保険に加入の方は特定健診または後期高齢者健診がセットになり
　ます。
※子宮がん検診、乳がん検診、前立腺がん検診、その他市の補助のないオプションの検診については申込時に海
　南病院へお問い合わせください。

受けっぱな
しに

しないで！

総合がん検診の二次募集をします総合がん検診の二次募集をします海南病院で
の

総合がん検診（バリウム検査）　230 名
8,400 円

脳ドック　46 名　
弥富市国保・後期高齢者保険加入者 21,800 円（総合がん検診含む）
社会保険加入者 30,020 円（総合がん検診含む）

９月 16 日（金）～ 10 月 14 日（金）　※定員になり次第締め切ります。
令和４年 11 月１日（火）～令和５年１月 31 日（火）

対象

定員
金額

検診項目

申込期間
検診期間

申込方法

市役所健康推進課 ( 内線 316)

入場
自由
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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）

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)

26-1133
(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 8 月９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 回目接種を希望される基礎疾患を有する方・医療従事者などの申請について】

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回目接種から５カ月以上が経過した、①60歳以上の方、②18歳以上60歳未満で基礎疾患を有する方や
重症化リスクが高いと医師が認める方、医療従事者及び高齢者施設等の従事者が対象です。①の方については、個別に予診
票を送付します。②の方で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。

接種のご予約はWeb またはコールセンターでできます。

ひとりひとりが周囲の人の悩みに気付いて声をかけ、孤立や孤独を防ぐことが有効な自殺予防対策だと
考えられています。ひとりで悩まず、こころの悩みを相談しましょう。

気分が落ち込んだり、夜眠れないなどの症状はありませんか。こころの健康チェックをしてみましょう。
ストレスを抱えた状態が続くと、心身のバランスが崩れ、こころや体に変調をきたします。
こころや体に変調があれば、少しでも早く周囲の人や専門機関などに相談してください。

９月10日から16日は、自殺予防週間です９月10日から16日は、自殺予防週間です

※ご利用にあたって
利用料は無料です。( 通信料は、自己負担となります。) 個人情報の入力は一切不要です。
自己診断をするもので、医学的診断をするものではありません。結果に関わらず、心配なことが続くようでしたら、早めに
専門家にご相談されることをおすすめします。

「こころの体温計」は、パソコン・携帯電話から簡単な質問
に答えることで、自分自身やあなたの家族・大切な人のス
トレスや落ち込み度をチェックすることができます。 結果
とともに相談窓口などの情報が表示されます。

二次元バーコード、市ホームページから入れま
す。
http://fishbowlindex.jp/yatomi/demo/index.pl

こころの健康チェックスマホ・パソコンで簡単！

　市役所健康推進課（内線 314 ～ 318）

～ご応募お待ちしております～8020・7021表彰

8020・7021 表彰協力指定医療機関

52－3582
67－6480
65－5551
52－1567
68－2244

コヤマ歯科医院
さくら歯科医院
佐藤歯科医院
十四山歯科
すずき歯科

55－8814
67－5408
67－0876
65－0700
65－2500

たなか歯科クリニック
むらせ歯科

安井歯科医院
弥富デンタルクリニック
Y.C. デンタルクリニック

65－8148
65－3866
68－8188
65－0508
66－2220
67－1188

あおき歯科
伊藤歯科医院
大藤歯科医院
片岡歯科医院
加藤歯科医院
川瀬歯科医院

電話番号歯科医院名電話番号歯科医院名電話番号歯科医院名

表彰方法
①歯の検査後、歯科医院より市役所健康推進課へ推薦されます。
②表彰対象者には、２カ月程度で市役所健康推進課よりご案内が届きます。
③賞状および記念品は後日、歯科医院でお受け取りください。

9 月2日 ( 金 ) ～ 12月16日 ( 金 )検査実施期間

応募方法

対象となる方

７０２１表彰８０２０表彰
市に住民票のある昭和 18年 3月31日以前に生
まれた方（令和 5年 3月31日に80歳以上の方）
で、歯が 20本以上ある方
※過去に表彰された方は対象となりません。
(7021で表彰された方は対象となります )

市に住民票のある昭和 18 年 4 月1日～昭和 28
年 3 月 31 日までに生まれた方（令和 5 年 3 月
31 日に 70 歳から 79 歳までの方）で、歯が 21
本以上ある方
※過去に表彰された方は対象となりません。

８０２０・７０２１表彰協力指定医療機関に予約の上、受診してください。
　●無料で歯の検査を行います。 ●保険証など身分を確認できるものをお持ちください。
　●応募用紙は、協力指定医療機関にあります。

※協力指定医療機関とは、海部歯科医師会加入歯科医院のことです。
※かかりつけ歯科医院が上記の協力指定医療機関以外の方は、市役所健康推進課へお問い合わせください。      市役所健康推進課（内線 312）
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市役所保険年金課（内線 126・127）

有効期限は令和５年７月３１日です

自己負担割合は、主に以下の流れで判定します。
被保険者証がお手元に届きましたらご自身の負担割合を必ずご確認ください。

●自己負担割合が「２割」となる方には、負担を抑える配慮措置があります
　10 月１日から３年間（令和７年９月 30 日まで）は、自己負担割合が「２割」となる方の、急激な
自己負担額の増加を抑えるため、外来医療の負担増加額の上限が１カ月あたり最大 3,000 円まで
となります（入院の医療費は対象外）。
　配慮措置の適用で払い戻しとなる方は、高額療養費として事前に登録されている口座へ後日払
い戻します。
　高額療養費の口座を登録されていない方には、９月頃に愛知県後期高齢者医療広域連合から申
請書が郵送されます。

☎(0570)011-558
▼開設期間　７月 11 日（月）～ 12 月 28 日（水）　午前８時 45 分～午後５時 15 分
　※土・日曜日、祝日も開設しています。

10 月１日から、医療費の自己負担割合に「２割」が加わるため、被保険者証の一斉更新を行いま
す。

10 月からの自己負担割合の判定方法2

現役並み所得者（課税所得145万円以上で自己負担割合が３割の方）に該当するか

世帯内の後期高齢者医療被保険者のうち
課税所得が 28万円以上の方がいるか

世帯内に後期高齢者医療被保険者が
２人以上いるか

「年金収入＋その他の
合計所得金額」が
200万円以上か

世帯全員が

3 割
世帯全員が

１割 １割

200万円
未満

200万円
以上

320万円
未満

320万円
以上

２割

1人だけ 2人以上

いるいない

該当する 該当しない

世帯全員が

１割
世帯全員が

２割

「年金収入＋その他の
合計所得金額」が
320万円以上か

●後期高齢者医療被保険者証の送付
後期高齢者医療保険に加入している方が現在お持ちの

被保険者証の有効期限は９月 30 日（金）です。
10 月１日（土）から使用していただく被保険者証は、

９月中旬から順次、簡易書留郵便（転送不要）でお送りし
ます。郵便局の転送サービスをご利用されていても、転
送先へは配達されませんのでご注意ください。新しい被
保険者証の色は青色です。
配達時にご不在の場合は、郵便受けに「ご不在連絡票」

が入りますので、郵便局へ再配達の依頼をしていただく
か、直接受け取りに行ってください。郵便局での保管期
限（ご不在連絡票に記載されている期限）を過ぎると被保険者証は市役所へ返還されます。その場
合は、市役所保険年金課の窓口でお渡ししますので、ご本人が現在お持ちの被保険者証と写真付
きの身分証明書などの本人確認ができる書類を持ってお越しください。

●郵送ではなく市役所での受け取りをご希望される場合
電話などで事前にお申し出ください。
▼申出期間：９月１日（木）～ 13 日（火）（土・日曜日を除く。）
▼受取期間：９月 12 日（月）～ 30 日（金）（土・日曜日、祝日を除く。）
▼受取場所：市役所保険年金課（十四山支所ではお受け取りできません。）
▼持 ち 物：現在お持ちの被保険者証、写真付きの身分証明書など

　※本人以外の方が受け取りに来られる場合は、委任状が必要です。お申し出の際にご相談くだ
　さい。

●被保険者証は、有効期限を過ぎると使用できません
10 月１日（土）以降に医療機関などを受診するときは、

必ず新しい被保険者証を提示してください。
現在使用している赤茶色の被保険者証は、10 月以降に

ご自分で破棄していただくか、市役所保険年金課または
十四山支所へ返却してください。

後期高齢者医療制度のお知らせ後期高齢者医療制度のお知らせ

10 月から被保険者証（保険証）が変わります1

制度に関するご質問は、あいち後期高齢者医療コールセンターへお問い合わせください。
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申込方法

と き

と こ ろ
対 象 者

内 容

講 師

定 員
参 加 費

申込期限

そ の 他

　年金生活者支援給付金は、公的年金などの収入やその他の所得額が一定基準額以下の、年金受給者
の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。
　受け取りには請求書の提出が必要です。ご案内や事務手続きは、日本年金機構（年金事務所）が実施
します。

①新たに年金生活者支援給付金をお受け取りいただける方
　受け取りの対象になる方には、日本年金機構から９月頃から、請求可能な旨のお知らせを送付します。
　同封のはがき（年金生活者支援給付金請求書）に記入し提出してください。令和５年１月４日までに
　請求手続が完了しますと、令和 4 年 10 月分からさかのぼって受け取ることができます。
②年金を受給しはじめる方
　年金の請求手続きと併せて年金事務所または市区町村で請求手続きをしてください。

　　　日本年金機構や厚生労働省から、電話でお客様の家族構成や金融機関の口座番
　　　号・暗証番号をお聞きしたり、手数料などの金銭を求めることもありません。

あなた（ご家族）の
●かかりつけ医
（医師、歯科医、薬剤師）
●市役所介護高齢課
●市地域包括支援センター
（65-5521）
にご相談ください。

あなた（ご家族）を担当
している
●ケアマネジャー
●市地域包括支援センター
（65-5521）
にご相談ください。

あなた（ご家族）が入院さ
れている病院の
●担当医
●医療相談員
にご相談ください。

市では、高齢者が、住み慣れた地域でいつまでも安心して暮らし続
けることができるよう「在宅医療」と「介護」を一体的に提供できる体制
の構築を推進しています。そのような中で、「医療」と「介護」の関係者
をつなぐ目的で「海部医療圏在宅医療・介護連携支援センター（あまさ
ぽ）」が平成 30 年４月に海部地域７市町村の共同で設置されました。
「あまさぽ」は次のとおり、連携・支援をしていますので、ご自身が
当てはまる機関へ相談してください。

～住み慣れた自宅で暮らしたい～

あなた（ご家族）は現在、入院されていますか？

介護保険サービスを利用していますか？

支援連携

海部医療圏 在宅医療・介護連携支援センター（あまさぽ）

10 月 16 日（日）
14:00 ～ 15:30（受付開始：13:30 ～）
総合社会教育センター（公民館ホール）
どなたでもご参加いただけます。

山本　有厳　医師（山本医院）
森　香津子　看護師（津島市民病院）
青木　ひふみ　看護師（海南病院）

100 人（事前予約が必要です）
無料

電話または二次元バーコードから
お申し込みください。

10 月７日（金）
開催当日、緊急事態宣言または天候悪化で警報が発令された場合は、
12 月 18 日（日）に延期となります。

対象となる方
■老齢基礎年金を受給している方
　以下の要件を全て満たしている必要があります
　　　65 歳以上である
　　　世帯員全員の市町村民税が非課税となっている
　　　年金収入額とその他所得額の合計が約 88 万円以下である

■障害基礎年金・遺族基礎年金を
　受給している方
　以下の要件を満たしている必要があります
　　　前年の所得額が約 472 万円以下である

請求手続き

日本年金機構や厚生労働省を装った不審な電話や案内にご注意ください。

年金給付金 検索

市では、「わたしの終活」マイエンディングノートを作成しています。
ご自身やご家族のこと、もしものときのこと…。そのときのために、自

分が希望する医療や生活、ケアを前もって考え、周囲の信頼する人と話し
合って共有していきましょう。
市役所介護高齢課や市地域包括支援センター（海南病院内）、市地域包括

支援センター北相談窓口（総合福祉センター内）などで配布しています。

はい

はい

いいえ

いいえ

「ＡＣＰ（人生会議）を知っていますか？」
～自分らしい生き方を選択しましょう～

 在宅医療・介護連携推進事業　地域住民普及啓発講演会

命の危機が迫った状態になると、７割の方が自分の治療やケアにおける望みを
伝えられなくなると言われています。
もしもの時に、あなたやあなたの大切な方が後悔しない、させないためにも話
し合いを始めてみませんか。

市役所介護高齢課 ( 内線 175)

年金生活者支援給付金制度について

▶年金生活者支援給付金のご請求でお困りになったときには、お電話ください。
『給付金専用ダイヤル』：（0570）05－4092（ナビダイヤル）

請求手続きは
お早めに！

お知らせ

海部医療圏在宅医療・介護連携支援センター（あまさぽ）　☎58-5989（平日午前８時 30分～午後 5 時）・
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休休館日・運休行事予定カレンダー月9
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9 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
曜
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拡大防止のため、
平日夜間と土曜日の内科および小児科については、

当面の間、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

当番医療機関については、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。
※都合により変更されることがあります。
※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

6

20

13
休きんちゃんバス

休きんちゃんバス 休きんちゃんバス司法書士による相続に
関する登記手続（予約制）
（十四山総合福祉センター）
13:00～15:00
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
（総合福祉センター）
13:00～16:00
行政相談所（総合福祉センター）
13:00～16:00

消費生活相談（予約制）
（市役所）
13:30～16:00

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

２学期始業式（各小中学校）
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）
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

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

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
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

消費生活相談（予約制）
（市役所）
13:30～16:00

≪納期限≫
国民健康保険税　　　3期
後期高齢者医療保険料　3期
介護保険料　　　　　3期

こじま整形外科
(愛西市)
☎25－9911

奥村クリニック
(津島市)
☎22－2600

つつみ整形外科クリニック
(蟹江町)
☎97－0223

脳神経外科のぞみクリニック
(あま市)
☎443－5533

服部整形外科皮フ科
(弥富市)
☎65－1200

もりや整形外科
(あま市)
☎445－3711

※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」、「司法書士による相続に関する登記手続」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
きんちゃんバス

休図書館・歴史民俗資料館

2827

問「成年後見制度についての無料相談」および「弁護士による権利擁護や成年後見についての無料相談」
海部南部権利擁護センター　☎69－8181

弥富市職員を募集します弥富市職員を募集します

＊〔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。
（注意事項）
令和 4年７月 10日に第一次試験を実施した弥富市職員採用候補者試験と併願することはできません。

〇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。
〇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。
〇試験申込書などは本庁舎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、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。

職種項目 保育士 保育士 (＊社会人経験者 )

１　採用予定人員

２　受験資格

３　提出書類

４　欠格事項

５　試験日
６　応募受付期間

５人程度 

10 月 30日（日）
９月 26日（月）から 10月 14日（金）（土・日曜日、祝日を除く）

・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

・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

① 採用候補者試験申込書（指定様式）（写真貼付）
② 最終学校の成績証明書
③ 最終学校の卒業 (見込 ) 証明書
④ 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 

① 採用候補者試験申込書（指定様式）（写真貼付）
② 最終学校の卒業証明書
③ 保育士の資格を証する書類
④ 勤務証明書（指定様式）（※最終合格通知後に提出）

(１ ) 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
(２ ) 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

市役所児童課 (内線154)

勤務場所
募集の種類
勤務日

勤務時間

必要書類

賃金・手当など

その他
申込方法

敬老の日 秋分の日
「下水道の日」作品展（弥富まちなか交流館2階）

「下水道の日」作品展（弥富まちなか交流館2階）

「下水道の日」作品展（弥富まちなか交流館2階）

「下水道の日」作品展（弥富まちなか交流館2階）

「下水道の日」作品展
（弥富まちなか交流館2階）

「下水道の日」作品展
（弥富まちなか交流館2階）

「下水道の日」作品展
（弥富まちなか交流館2階）

「下水道の日」作品展
（弥富まちなか交流館2階）

〒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）

「下水道の日」作品展（弥富まちなか交流館2階）
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「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／東部子育て支援センター　　持ち物／母子手帳

月～金曜日　8:30 ～ 17:00

9 月 5 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。月～金曜日　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（土曜日は電話受け付けのみ）☎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

じどうかんであそぼう 

弥生児童館
☎65－8107

大藤児童館
☎68－4101

東部児童館
☎52－4611

9月17日（土）
10:30～11:00

9月10日（土）
10:30～11:00

9月3日（土）
10:30～11:00

9月24日（土）
10:30～11:00

9月10日（土）
①10:30～
9月17日（土）
②10:30～
定員各10名

9月10日（土）
①  9:30～
②10:45～
定員15名

9月10日（土）
①14:00～
9月17日（土）
②14:00～
定員15名

9月3日（土）
①10:30～
②13:30～
定員各10名

9月10日（土）
①13:30～ ②14:30～

定員各5名
9月17日（土）

①10:00～ ②11:00～
定員各5名

9月10日（土）
①14:00～
②15:00～
定員10名

9月10日（土）
10:30～11:00

9月10日（土）
10:30～11:00

9月24日（土）
14:00～16:00

9月10日（土）
14:00～16:00
10月8日（土）
14:00～16:00

9月21日（水）
16:00～

9月17日（土）
14:00～16:00

9月17日（土）
14:00～16:00

9月17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）

★敬老の日の
プレゼントづくり
（小学生対象）

★じどうかんであそぼう
（１歳児以上～未就学児対象）
※行事によっては対象年齢が変わりますので、
各児童館にお問い合わせください。

月1回土曜日
10:30～ 11:00

10 月 22 日（土）に行います。友達を誘って申し込みに来てね。
チケットの売り出しは、９月 24 日（土）～ 100 円必要（なくなり次第締め切ります。）
人形劇の整理券も配布します。（人形劇：10 月 29 日（土）会場：十四山スポーツセンター）

★児童館まつり

★各児童館共通　開館時間　9:30 ～ 18:00  　休 館  日　日曜日・祝日　

綱でいっぱい遊ぼう

保育
のひろば

十 四 山 保 育 所

子どもたちは、日々いろいろなことに心を動
かし興味を持ったり、チャレンジしたりしてい
ます。
その一つに綱引きがあります。こどもの日の

集いで保育士が綱引きをしたところ、さっそく
「やってみたい」と意欲満々。綱をしっかり握
り、引いたり引っ張られたりの面白さから繰り
返し遊んでいます。そして、勝ったうれしさや
負けた悔しさを友達と共有し、力を合わせるこ
との大切さを実感しています。

綱引きだけではなく、綱の上をバランスを取
りながら慎重に歩き、上手にできたときは笑顔
になり、落ちた時はもう一度チャレンジする姿
も見られます。また、うずまきジャンケンの線
の目印にするなど、綱を使っていろいろな遊び
を楽しんでいます。
これからも、子どもたちが興味や関心を持っ

たことに十分取り組んだり、工夫して遊びを広
げられるようにしていきたいと思います。

どっちが勝つかな？ジャンケン ポン！

力を合わせて
よーいしょ！
よーいしょ！

上手に歩けるよ　ゆっくり、ゆっくりね

がんばって勝つよ

タオルで
綱引き

うんとこ
しょ

どっこいし
ょ

※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　9月8日(木)～15日(木)【必着】
▼対 象 者　11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）

  石川 花音ちゃん（前ケ須町）
いし  かわ か   のん

たべるの大好き！

  加藤 優翔ちゃん（荷之上町）
か とう ゆう と

毎日笑顔をありがとう！

  武田 皐永ちゃん（前ケ須町）
たけ だ こうえい

笑顔が最高！大好きだよ☆

  伊藤 朱音ちゃん（前ケ須町）
い　とう あ　ん

2歳のお誕生日おめでとう♪

HAPPY B RTHDAY
子どもは宝 やとみのたから

3歳1歳

2歳2歳

Instagram

児童館だより 9月1日～10月10日
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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。

９月20日から26日は

人間と同じように動物にも命があり、生きていくための最低限の要求があります。人に飼育さ
れている動物は、自らの意思でその要求を満たすことはできません。飼い主はペットの要求を満
たし、健全に生活できるようにする責任があります。
５つの自由とは、動物が健全に安心して生きるための、国際的に認められている考え方です。

これを機会に、ペットの飼い方について見直してみましょう。

まだまだ暑い日が続きます。
犬や猫は密な毛に覆われており、汗腺が足の裏などにしかありません。汗をかかない動物の体温調節は、血流

の対流や呼吸による放熱がメインです。そのため、動物は体温調節が苦手で、特に暑さに弱いです。
ペットの熱中症に注意しましょう。

ペットを迎え、正しく飼い、そして見送る。飼い主の心構え次第で、ペットの生涯は大きく変わります。

市役所環境課（内線234）

５つの自由知っていますか？動物の「 　　　　」

熱中症ペットの　　　　 に注意しましょう

動物愛護週間です

 ペットの本能や習性に合った
行動ができるように、飼育場所

を工夫しましょう。

4
正常な行動がとれる自由

精神的な苦痛、過度のストレス
となる恐怖や不安を与えない

ようにしましょう。

5
恐怖・抑圧からの自由

ペットの種類・年齢・健康状態
に合った、適切で新鮮な餌や
水を与えるようにしましょう。

飢え・渇きからの自由
1

普段から健康管理を心掛け、
けがや病気の場合は、適切な
治療を受けさせましょう。

2
痛み・負傷・病気からの自由

強い日差し、雪や雨風を避け、
清潔、安全、快適な飼育場所

を用意しましょう。

3
 不快からの自由

予防方法

市長の部屋

弥富野鳥園

弥富野鳥園

「伊勢湾台風殉難の塔」から西尾張中央道を南
に進み、「鍋田」の交差点を左折すると伊勢湾岸
道路の南側に緑の広がる広大な公園があります。
名古屋港の周辺は水鳥を中心とした渡り鳥の

中継・休息地で、全国でも有数の野鳥の宝庫と
して知られています。弥富野鳥園は野鳥の保
護、調査、観察などをするために園内に野鳥が
生息しやすい環境を整備しています。
野鳥園では年間を通してさまざまな野鳥に出

会え、その中には絶滅危惧種の鳥や他の地域で
はなかなか見られない鳥も含まれます。園内に
飛来する個性豊かな野鳥は、未来に残したい自
然環境の豊かさの象徴となっています。

夏の蒸し暑さもだんだんと薄れ、朝晩は過ごしやすくなってきました。
９月１日は「防災の日」です。1923 年に関東大震災が発生した日でもあり、また、

台風が発生しやすいシーズンでもあることから、地震や風水害に備えるための日とし
て、1960 年に制定されました。
本市は、1959 年９月 26 日未曾有の高潮の被害を受けた「伊勢湾台風」以降、先人た

ちが幾多の水災害と闘い、強固な堤防を築き、排水機を整備したことにより、私たち
は安全に安心して暮らすことができています。
しかし、スーパー伊勢湾台風や南海トラフ地震が危惧される中、いま一度、携帯や

電話など通信網が混乱状態の時のご家族との連絡の取り方、避難場所、必要最低限す
ぐに持ち出せるものなど、この日を機にご家族で確認しておきましょう。
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“木曽川源流のまち”
との交流

7/2
〔土〕

7/6
〔水〕

7/6
〔水〕

長野県木曽郡木祖村で開催された「第 35 回やぶはら高原はくさいマラソン大会」の会場で、弥富市の魅力を知っていただくため金魚すくいを行いました。
子どもから大人までたくさんの方々に金魚すくいを楽しんでもらい、金魚すくいを通して弥富を PR することができました。

大規模な地震による津波または台風などによる洪

水・高潮などの災害が発生した場合もしくは発生する

恐れがある場合に、( 独 ) 水資源機構 木曽川用水総

合管理所 弥富管理所 管理棟の一部を「津波・高潮緊

急時避難場所」として市民などの受け入れを行うこと

ができるよう協定を締結しました。

「津波・高潮緊急時避難場所」
としての使用に関する
協定を締結しました

6/27
〔月〕

森津十丁目および荷之上町下り地内にて、市と市建設業協力会による防災訓練が行われました。この訓練は、集中豪雨などによる湛水被害に対する防災体制の確立や住民生活の被害を最小限にとどめることを目的に行われました。水中ポンプや操作盤、発電機を設置し、実際に排水訓練を行いました。また、北西部浄化センター（下水）では、発電機を用いた停電時における稼動訓練を行いました。

建設部防災訓練
7/13
〔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 火災の際の煙について「正しくない」のはどれでしょうか？
答えは下をご覧ください。

煙は１～２回
吸い込んだだけ
では問題はない。

1 煙は視界を妨げ、
避難の妨げになる。2

煙は空気より軽い。
床付近は新鮮な
空気が残っている。

3

①　煙は２呼吸ぐらいで意識不明になります。出入口は常に２カ所以上設けておきましょう。煙は有害ですから、煙が充満したら姿勢を低くし、タオルなどで口と鼻をふさいで避難しましょう。 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

全校一斉道徳のゲストティーチャーとして、陸上プロアスリートの

神野大地選手に来ていただきました。「後悔のない人生を送るため

に」という演題の講話に、生徒たちは、真剣な表情で聞き入ってい

ました。質問にも一つ一つ丁寧に答えていただき、生徒たちにとっ

て、自分の生き方について考える良い機会となりました。

愛知黎明高校の生徒が、市役所、

歴史民俗資料館、図書館などで職

場体験を行いました。写真は、人事

秘書課で職場体験をした生徒が、

歴史民俗資料館で職場体験をしてい

た生徒の姿を撮影したものです。生

徒たちは、初めてのことばかりで戸

惑いながらも、与えられた仕事を一

生懸命取り組んでいました。

愛知黎明高校
職場体験

弥富中学校
全校一斉道徳
（講演会）

神野大地選手の講演会
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歴史民俗資料館は、４月に弥富まちなか交流館
（旧図書館棟）１階にリニューアルオープンし、毎月
1,000 人を超える方にご来館いただいています。
中でも、金魚と文鳥の「ふれあいコーナー」は人気

が高く、関東・関西方面など遠方からもご来館いた
だいています。

資料館では毎月、品種の異なる金魚カードを
先着 200 枚無料で配布しています。９月は「青
文魚（セイブンギョ）」です。裏面には品種の特
徴などを紹介しています。

資料館では昭和時代のくらしに関する資料を
収集しています。昔なつかしい郷土の行事や風
景、学校生活の写真のほか、昭和の家電品、く
らしの道具なども集めていますので、お気軽に
お問い合わせ下さい。大切な写真はデータ化し
た後にお返しします。

「平和を考える」
弥富中学校　加賀琉聖

戦争から学んだこと

【被爆ピアノから】
　演奏会が開催される会場に入ると、１台のピアノが目に入った。それにはまだ生々しい傷が
目立ち、戦争の残酷さを暗示しているようだった。
　ピアノは、77年前の８月６日、広島市の住宅にあった。アメリカ軍が投下した原子爆弾は、
爆心地から半径２km圏内を焼き尽くし、ピアノは爆心地から1.8kmのところで被爆した。
　無慈悲な核兵器の被害にあっても、奇跡的に残った被爆ピアノの音色は、どこか切なさを
感じさせるようだったが、同時に平和の尊さをも優しく訴えているようだった。僕は、矢川さんの活動によって、多くの人が戦争
の恐ろしさを理解すること、このピアノが将来の世代に継承され、その音色を響かせることを願っている。
【平和記念資料館での学び】　
　広島平和記念資料館は、終戦から10年後の1955年に開館した。以来、あの日きのこ雲の下で起こっていたことを伝え続けてきた。
　いざ資料館に入ってみると、想像を上回る、思わず目を背けたくなるような資料がたくさんあった。焼け焦げた三輪車、ボロボ
ロになった衣類、針が止まって動かない時計。それら全てを通して、小さな展示ケースには収まりきらないくらいの辛さや悲しみ
が伝わってきて、僕はいたたまれない気持ちでいっぱいになった。しかし、起きてしまった事実を受け止めるしかなかった。
【平和学習を終えて】
　平和学習で学んだことで、平和に対する意識は格段に上がった。戦争を実際に経験された方のお話は、とても学びがあった。
「今の生活を当たり前だと思わないように」という言葉を聞き、食事ができる、勉強ができる、家族がいる、それら全てのことを当
たり前だと思わず、感謝の気持ちをもって生活していこうと思う。
　広島研修を通じて、さまざまな人の平和に対する願いや戦争の悲惨さについて知ることができた。今、平和な社会があるのは、
戦争を経験された方々が、戦争を語り継いでいるからだと思う。僕たちもこうした平和への思いのバトンを受け継ぎ、平和な世の
中を守っていかなければならないと思った。平和学習で知った戦争の事実と向き合い、今の僕たちには何ができるのかを考えてい
きたい。また、日本の平和だけでなく、世界の平和にも目を向けていきたい。

【戦争が私たちに伝えたもの】
「争いは何も生まない。」よく耳にする言葉である。私も最初はそう思っていた。人々が傷つけあい、最終的に残ったのはこの世
の地獄のような光景だった。何も生まないだけではなく、かけがえのないものをたくさん失った。
しかし、実際に広島へ行き、見聞きしたことで感じたことは、「辛い記憶」だけではなく、そこから今に至るまで苦しい思いをしな

がら立ち直ってきた「人の強さ」もあったのではないかと、研修を通して感じた。
【辛い記憶】

1945 年８月６日、午前８時 15分 47秒。広島に投下された原子爆弾は多くの犠牲者を生んだ。その中には、食べられること
なく真っ黒に焼け焦げた弁当を抱えて亡くなった子どもや爆発で傷ついたピアノもあった。また、その時生き残った人の中でも原
爆による大量の放射線を浴びてしまったことにより、数年後に原爆症として命を落としてしまった人も多くいた。
この出来事は、多くの人々の脳裏に「辛い記憶」として焼きつくことになった。

【再スタート】
だが、どうして「辛い記憶」として焼きつくことになったのか。全ては広島に原爆が落とされたからではないかと私は思う。そし

て、そもそも戦争が起きていなければ私はこの文章を書いていない。もちろん戦争など起きないことが一番よかったのだが、も
し、起きていなかったら今の自分たちの平和な生活へのありがたみに気付けなかったかもしれない。

焼け野原から再スタートをし、見事に復興した広島の町並みを見た。戦争を教訓として、未来に繋げた「人の強さ」を学ぶことができた。
【まとめ】

私はこの研修で、「どんなことからも学ぶことができる」ということに気が付いた。戦争は決し
て繰り返してはいけないけれど、私たちが普通の生活を送ることができていることに少なから
ず戦争から学んだことを生かすことができていると思うし、普段の生活でも、違う意見がぶつ
かり合うことで新しい考えが生まれたり、より仲良くなるきっかけになったりと、良い方向に向
かうこともあると思う。
戦争はもう二度と繰り返されてはならないし、これ以上人々の命や希望、夢が消えてほしく

はない。私たちは、それを学びとして未来に生かしていかなくてはいけないと強く思った。

修研島広
教育の広場

弥富中学校　伊藤　陽葵

歴史民俗資料館 教育の広場

金魚カードを配布しています

歴史民俗資料館（月曜日休館）

昭和の資料を集めています

歴史民俗資料館

企画展

▼と　き　10 月 23 日 ( 日 ) まで
　　　　　午前 9 時から午後５時

▼ところ　歴史民俗資料館

▼内　容　白文鳥発祥地、弥富の文鳥飼育の
　　　　　歴史や、文鳥にかかわる活動などを
　　　　　紹介しています。

「未来へ羽ばたく文鳥展」
ー弥富文鳥の150年と現在ー

いま
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　平日午前 9時～午後５時 45分

　

▼対象者　
　県内在住で介護に関心のある
　高校生以上の方
▼申込方法　
　市役所設置のチラシまたはあ
　いち介護サポーターバンク運
　営事務局ホームページ参照
　・　あいち介護サポーター
　バンク運営事務局
　☎（0800）200－4415　

伊勢湾台風と近年の水害に
学ぶ講演会を開催します！

◎近年の傾向
〇侵入盗
・認知件数は、平成 15 年の２万
　9,433 件をピークに減少傾向
　が継続しています。
・被害総数は全国ワースト１位　
　で、１件当たりの被害額が多
　額化の傾向にあります。
・組織的侵入盗グループが富裕層
　などを狙い撃ちした被害が多発
　していると考えられます。
〇自動車盗
・認知件数は、平成 15 年 9,865
　件をピークに減少傾向を示して
　いましたが、令和４年中は、レ
　クサスＬＸやランドクルーザー
　などの特定高級車を狙った被害
　が多発しています。
・組織的自動車盗グループが海外
　輸出などを目的に特定の高級車
　を狙って犯行を繰り返している
　と考えられています。
◎こんな時には、すぐ 110 番
　次の事例などは、不審者の顔
や服装、車などの特徴を覚えて、
できるだけ早く、110 番通報し
てください。
・見慣れない人が住宅街を徘徊し
　ている。
・留守の隣家で物音がする。
・近所の飼い犬が異常な吠え方を
　している。
・見知らぬ車がエンジンをかけた
　まま、いつまでも停まっている。
・バールを持ったまま車に乗り込
　んで、急発進していった。
・シャッター付きのガレージに人
　が集まり頻繁に出掛けている。
・深夜に閉店しているはずの店の
　中に人影が見える。
　蟹 江 警 察 署　☎95－0110　
　市役所市民協働課（内線 432）

　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

　近年大規模な水害が多発して
おり、今まで以上に地域防災力
の重要性が高まっています。
　そこで、弥富市が 63 年前に経
験した伊勢湾台風（高潮災害）と
近年の事例に学ぶ「伊勢湾ゼロ
メートル防災フォーラム 2022」
の講演会を開催します。
▼と　き　９月 25 日（日）　
午後１時 30 分～４時 30 分
▼ところ　　
総合社会教育センター　
中央公民館ホール
▼内　容　　
①伊勢湾台風（高潮災害）の原因、
　対策と避難行動
②災害の現場取材から見えた体
　験と教訓
▼主　催　弥富防災・ゼロの会
▼後　援　弥富市防災課
▼その他
講演会での質問や災害に関す
る意見を募集しています。
下記の二次元バーコードより
ご応募ください。

　市役所防災課（内線 483）
弥富市防災情報共有サイト（弥
富防災・ゼロの会）

　https://yatomi-bousai.info/

 

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

　

　認知症を正しく理解し、認知
症になっても希望を持って日常
生活を過ごせるよう、コロナ禍
における認知症の諸問題にも触
れながら、認知症の正しい理解
と対応をテーマに専門医が講演
します。
▼と　き
10 月 15 日（土）午後１時 30
分～３時（受付開始　午後１時）

▼ところ　
七宝病院　管理棟　会議室

▼内　容　
認知症の正しい理解と対応
～コロナ禍における認知症の
諸問題とその影響～

▼講　師　
覚前　淳氏
（愛知県認知症疾患医療セン
ター七宝病院　センター長）

▼定　員　
50 人

※新型コロナウイルス感染症の
感染状況によって、人数を制
限させていただきます。

▼申込開始日　
９月５日（月）

▼申込方法　
電話で受け付けています。

※定員になり次第締め切ります。
　・　愛知県認知症疾患医療セ
ンター七宝病院（あま市七宝
町下田矢倉下 1432 番地）
☎（052）443－7900　
平日　午前８時30分～午後５時

アルコールに関する悩みを抱
えていませんか？
精神科医師と専門の相談員が

お話を伺います。
▼と　き
９月 15 日（木）
午後 1 時 30 分～３時 30 分

▼ところ　
津島保健所（津島市橘町四丁
目 50 番地２）

▼対象者　
アルコールが原因の健康問題
に悩む本人または家族

▼申込方法　
９月 12 日（月）までに下記へ
ご連絡ください（予約制・定
員２組）
津島保健所　健康支援課
☎26－4137

　

　総務省統計局では、10 月１日
現在で就業構造基本調査を実施
します。
　この調査は、日本の就業・不
就業の実態を明らかにすること
を目的として、統計法に基づき
実施する、国の重要な統計調査
です。調査結果は、雇用政策、
経済政策など、国や地方公共団
体における各種行政施策の企画・
立案のための基礎資料として活
用されます。
　調査をお願いする世帯には、
９月上旬から調査員が伺います
ので、調査の趣旨をご理解いた
だき、ご回答をお願いします。
※「かたり調査」にご注意ください！
就業構造基本調査を装った不審
な訪問者や不審な電話・電子メー
ルなどに注意してください。不
審だと感じたときは、市役所市
民協働課までご連絡ください。

　市役所市民協働課（内線 432）

現在、第十一回特別弔慰金（額
面 25 万円、５年償還の記名国債）
の請求を受け付けています。
期限を過ぎると、第十一回特

別弔慰金を受ける権利がなくな
りますので、対象となる方はお
早めにご請求ください。
▼請求窓口
市役所福祉課
▼請求期限
令和５年３月 31 日（金）まで

　市役所福祉課（内線 165）

　交通事故などの第三者（自分
以外の人）によるケガや病気に
ついては、届け出により国民健
康保険で治療を受けることがで
きます。保険証を使って治療を
受ける時は、必ず届け出を提出
してください。相手のいない事
故（自損事故など）の場合も、

届け出が必要です。
　なお、自損事故で飲酒運転や
無免許運転などの悪質な交通法
令違反の場合は、給付対象には
なりません。
　この届け出を怠ると、国保税
で賄われている国保が損害を受
けますので、速やかに届け出て
ください。　
▼届出方法　
次の書類と保険証、マイナン
バーカードまたは通知カード、
本人確認ができる書類を持参
の上、市役所保険年金課へ届
け出てください。

①第三者行為による被害届
②事故発生状況報告書
③交通事故証明書
④念書（兼同意書）
※治療終了、転院、示談をする
　ときはお知らせください。
※負傷原因について尋ねる場合
　があります。
　市役所保険年金課　
　（内線 122・123）

　

　
　市内犯罪発生状況（令和４年
６月）暫定値
 

10 月の法の日週間に合わせ、
司法書士による法律相談が開催
されます。
▼とき・ところ　
①10 月１日（土）午前 10 時～
　正午、午後１時～３時　
　十四山総合福祉センター（弥
　富市子宝六丁目 80）
②10 月８日（土）午前 10 時～
　正午、午後１時～３時
　津島市生涯学習センター（津
　島市莪原町椋木５）
▼相談内容　
土地や建物の相続、遺言、売買、
贈与などに関すること
株式会社設立や増資などの会
社や法人に関すること
供託手続き、訴訟書類の作成
に関すること

※法律相談については 140 万円
　以下の民事紛争に限ります。
▼相談員
愛知県司法書士会会員
▼その他
予約が必要です。

　・　愛知県司法書士会　
　☎（052）683－6686

今年度の日本赤十字社弥富市
地区社資は、314 万 8,591 円（令
和４年７月 15 日現在）となりま
した。皆さまのご理解とご協力
に厚くお礼申し上げます。この
社資は、全額日本赤十字社へ納
付させていただきます。
今後とも、赤十字の使命と事

業にご理解のほどよろしくお願
いいたします。

「マイナンバーカードの申請は
したけど、まだ受け取っていな
い」という方はいませんか？マ
イナンバーカードの交付準備が
できた方に、マイナンバーカー
ドの交付についてのご案内（交
付通知書が同封された封書）を
送付しています。

交付通知書が届きましたら、
事前に電話で受取日を予約し、
交付場所へお越しください。交
付通知書がお手元にない方、も
しくは、申請から２カ月以上経
過してもご案内が届かない方は、
市民課へお問い合わせください。
　市役所市民課（内線 145・146）

　奇数月に開催しているフリー
スペース『なごみの会』につき
ましては、新型コロナウイルス
感染拡大防止に十分配慮した上
で、以前より 1 時間短縮して開
催する予定です。「こころが疲れ
ている」「不安になっている」な
ど精神的に疲れている方や「誰
かに話を聞いて欲しい！」「居場
所を作りたい」と考えている方、
ゆっくりとした時間を過ごして
みませんか。
▼と　き　９月 24 日（土）
午後１時 30 分～２時 30 分
▼ところ
総合福祉センター２階研修室

＊雰囲気が分からない方や参加を
　迷っている方はお電話ください。
▼主　催　市社会福祉協議会
▼協　力　　
精神保健福祉ボランティア　
『きんぎょ草』
暴風警報発令時には中止とさ
せていただきます。

　市社会福祉協議会　
　☎65－3724

「自分のお店を開きたい」「会

社を経営したい」、そんな夢あふ
れる方の創業を応援します！
創業を予定している方・創業

後間もない方なら、どなたでも
ご参加いただけます。
▼と　き　10 月 1 日（土）
　午後 1 時～ 4 時 30 分
▼ところ　愛西市商工会
　（愛西市諏訪町郷東 73－1）
▼対象者　
創業を予定している方、創業・
経営に興味のある方、創業し
て間もない方
▼定　員　20 人（先着順）
▼参加費　無料
▼内　容　
創業の基礎知識とビジネスプ
ランの立て方、創業者に聞く
創業体験談、創業に関する保
証制度・融資施策・支援制度
の紹介
▼共　催
愛西市、弥富市、あま市、愛
西市商工会、弥富市商工会、
あま市商工会、愛知県信用保
証協会
▼申込方法
下記ＵＲＬより必要事項を入力
してお申し込みください。
https://select-type.com/e
v/?ev=yLNjvMnoGnU

　愛知県信用保証協会　
　☎（052）454－0520
　愛西市商工会　
　☎24－6122

介護に興味・関心があり勉強
してみたい方や介護事業所で働
いてみたい方を対象とした、基
礎講座（3 時間）＋入門講座（6
時間 ×3 日）の演習を交えた入
門的な研修を実施します。研修
終了後は、あいち介護サポーター
バンクに登録し、条件が合致し
た場合に介護事業所で就業いた
だくことも可能です。

就業構造基本調査のお知らせ
～安心して働ける明日へ～

第十一回特別弔慰金の
請求はお済みですか？

交通事故などによる傷病で
国民健康保険を使ったら届け出を

あなたの声が　犯罪を防ぎ　
犯人の逮捕につながります　
見かけない人や車　
不審と思えば迷わず通報

2022

9
「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。
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２回目１回目日　程

蟹江警察署からのお知らせ

第８回 認知症講演会のご案内

アルコール専門相談

十四山スポーツセンター
トレーニング講習会９月の予定

お知らせします
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侵入盗
特殊詐欺
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車上ねらい
部品ねらい
自転車盗
自販機ねらい
ひったくり

強盗

前年比Ｒ3年6月Ｒ4年6月

▼と　き
（基礎講座）11 月 8 日（火）
午後１時 30 分～４時 30 分
（入門講座）11 月 22 日（火）・
29 日（火）・12 月 6 日（火）
午前９時30分～午後４時30分

※いずれかの講座のみ受講も可。
▼ところ　
津島市文化会館（津島市藤浪
町三丁目 89 番地 10）
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　平日午前 9時～午後５時 45分

　

▼対象者　
　県内在住で介護に関心のある
　高校生以上の方
▼申込方法　
　市役所設置のチラシまたはあ
　いち介護サポーターバンク運
　営事務局ホームページ参照
　・　あいち介護サポーター
　バンク運営事務局
　☎（0800）200－4415　

◎近年の傾向
〇侵入盗
・認知件数は、平成 15 年の２万
　9,433 件をピークに減少傾向
　が継続しています。
・被害総数は全国ワースト１位　
　で、１件当たりの被害額が多
　額化の傾向にあります。
・組織的侵入盗グループが富裕層
　などを狙い撃ちした被害が多発
　していると考えられます。
〇自動車盗
・認知件数は、平成 15 年 9,865
　件をピークに減少傾向を示して
　いましたが、令和４年中は、レ
　クサスＬＸやランドクルーザー
　などの特定高級車を狙った被害
　が多発しています。
・組織的自動車盗グループが海外
　輸出などを目的に特定の高級車
　を狙って犯行を繰り返している
　と考えられています。
◎こんな時には、すぐ 110 番
　次の事例などは、不審者の顔
や服装、車などの特徴を覚えて、
できるだけ早く、110 番通報し
てください。
・見慣れない人が住宅街を徘徊し
　ている。
・留守の隣家で物音がする。
・近所の飼い犬が異常な吠え方を
　している。
・見知らぬ車がエンジンをかけた
　まま、いつまでも停まっている。
・バールを持ったまま車に乗り込
　んで、急発進していった。
・シャッター付きのガレージに人
　が集まり頻繁に出掛けている。
・深夜に閉店しているはずの店の
　中に人影が見える。
　蟹 江 警 察 署　☎95－0110　
　市役所市民協働課（内線 432）

　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

　近年大規模な水害が多発して
おり、今まで以上に地域防災力
の重要性が高まっています。
　そこで、弥富市が 63 年前に経
験した伊勢湾台風（高潮災害）と
近年の事例に学ぶ「伊勢湾ゼロ
メートル防災フォーラム 2022」
の講演会を開催します。
▼と　き　９月 25 日（日）　
午後１時 30 分～４時 30 分
▼ところ　　
総合社会教育センター　
中央公民館ホール
▼内　容　　
①伊勢湾台風（高潮災害）の原因、
　対策と避難行動
②災害の現場取材から見えた体
　験と教訓
▼主　催　弥富防災・ゼロの会
▼後　援　弥富市防災課
▼その他
講演会での質問や災害に関す
る意見を募集しています。
下記の二次元バーコードより
ご応募ください。

　市役所防災課（内線 483）
弥富市防災情報共有サイト（弥
富防災・ゼロの会）

　https://yatomi-bousai.info/

 

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

　

　認知症を正しく理解し、認知
症になっても希望を持って日常
生活を過ごせるよう、コロナ禍
における認知症の諸問題にも触
れながら、認知症の正しい理解
と対応をテーマに専門医が講演
します。
▼と　き
10 月 15 日（土）午後１時 30
分～３時（受付開始　午後１時）

▼ところ　
七宝病院　管理棟　会議室

▼内　容　
認知症の正しい理解と対応
～コロナ禍における認知症の
諸問題とその影響～

▼講　師　
覚前　淳氏
（愛知県認知症疾患医療セン
ター七宝病院　センター長）

▼定　員　
50 人

※新型コロナウイルス感染症の
感染状況によって、人数を制
限させていただきます。

▼申込開始日　
９月５日（月）

▼申込方法　
電話で受け付けています。

※定員になり次第締め切ります。
　・　愛知県認知症疾患医療セ
ンター七宝病院（あま市七宝
町下田矢倉下 1432 番地）
☎（052）443－7900　
平日　午前８時30分～午後５時

アルコールに関する悩みを抱
えていませんか？
精神科医師と専門の相談員が

お話を伺います。
▼と　き
９月 15 日（木）
午後 1 時 30 分～３時 30 分

▼ところ　
津島保健所（津島市橘町四丁
目 50 番地２）

▼対象者　
アルコールが原因の健康問題
に悩む本人または家族

▼申込方法　
９月 12 日（月）までに下記へ
ご連絡ください（予約制・定
員２組）
津島保健所　健康支援課
☎26－4137

　

　総務省統計局では、10 月１日
現在で就業構造基本調査を実施
します。
　この調査は、日本の就業・不
就業の実態を明らかにすること
を目的として、統計法に基づき
実施する、国の重要な統計調査
です。調査結果は、雇用政策、
経済政策など、国や地方公共団
体における各種行政施策の企画・
立案のための基礎資料として活
用されます。
　調査をお願いする世帯には、
９月上旬から調査員が伺います
ので、調査の趣旨をご理解いた
だき、ご回答をお願いします。
※「かたり調査」にご注意ください！
就業構造基本調査を装った不審
な訪問者や不審な電話・電子メー
ルなどに注意してください。不
審だと感じたときは、市役所市
民協働課までご連絡ください。

　市役所市民協働課（内線 432）

現在、第十一回特別弔慰金（額
面 25 万円、５年償還の記名国債）
の請求を受け付けています。
期限を過ぎると、第十一回特

別弔慰金を受ける権利がなくな
りますので、対象となる方はお
早めにご請求ください。
▼請求窓口
市役所福祉課
▼請求期限
令和５年３月 31 日（金）まで

　市役所福祉課（内線 165）

　交通事故などの第三者（自分
以外の人）によるケガや病気に
ついては、届け出により国民健
康保険で治療を受けることがで
きます。保険証を使って治療を
受ける時は、必ず届け出を提出
してください。相手のいない事
故（自損事故など）の場合も、

届け出が必要です。
　なお、自損事故で飲酒運転や
無免許運転などの悪質な交通法
令違反の場合は、給付対象には
なりません。
　この届け出を怠ると、国保税
で賄われている国保が損害を受
けますので、速やかに届け出て
ください。　
▼届出方法　
次の書類と保険証、マイナン
バーカードまたは通知カード、
本人確認ができる書類を持参
の上、市役所保険年金課へ届
け出てください。

①第三者行為による被害届
②事故発生状況報告書
③交通事故証明書
④念書（兼同意書）
※治療終了、転院、示談をする
　ときはお知らせください。
※負傷原因について尋ねる場合
　があります。
　市役所保険年金課　
　（内線 122・123）

　

　
　市内犯罪発生状況（令和４年
６月）暫定値
 

10 月の法の日週間に合わせ、
司法書士による法律相談が開催
されます。
▼とき・ところ　
①10 月１日（土）午前 10 時～
　正午、午後１時～３時　
　十四山総合福祉センター（弥
　富市子宝六丁目 80）
②10 月８日（土）午前 10 時～
　正午、午後１時～３時
　津島市生涯学習センター（津
　島市莪原町椋木５）
▼相談内容　
土地や建物の相続、遺言、売買、
贈与などに関すること
株式会社設立や増資などの会
社や法人に関すること
供託手続き、訴訟書類の作成
に関すること

※法律相談については 140 万円
　以下の民事紛争に限ります。
▼相談員
愛知県司法書士会会員
▼その他
予約が必要です。

　・　愛知県司法書士会　
　☎（052）683－6686

今年度の日本赤十字社弥富市
地区社資は、314 万 8,591 円（令
和４年７月 15 日現在）となりま
した。皆さまのご理解とご協力
に厚くお礼申し上げます。この
社資は、全額日本赤十字社へ納
付させていただきます。
今後とも、赤十字の使命と事

業にご理解のほどよろしくお願
いいたします。

「マイナンバーカードの申請は
したけど、まだ受け取っていな
い」という方はいませんか？マ
イナンバーカードの交付準備が
できた方に、マイナンバーカー
ドの交付についてのご案内（交
付通知書が同封された封書）を
送付しています。

交付通知書が届きましたら、
事前に電話で受取日を予約し、
交付場所へお越しください。交
付通知書がお手元にない方、も
しくは、申請から２カ月以上経
過してもご案内が届かない方は、
市民課へお問い合わせください。
　市役所市民課（内線 145・146）

　奇数月に開催しているフリー
スペース『なごみの会』につき
ましては、新型コロナウイルス
感染拡大防止に十分配慮した上
で、以前より 1 時間短縮して開
催する予定です。「こころが疲れ
ている」「不安になっている」な
ど精神的に疲れている方や「誰
かに話を聞いて欲しい！」「居場
所を作りたい」と考えている方、
ゆっくりとした時間を過ごして
みませんか。
▼と　き　９月 24 日（土）
午後１時 30 分～２時 30 分
▼ところ
総合福祉センター２階研修室

＊雰囲気が分からない方や参加を
　迷っている方はお電話ください。
▼主　催　市社会福祉協議会
▼協　力　　
精神保健福祉ボランティア　
『きんぎょ草』
暴風警報発令時には中止とさ
せていただきます。

　市社会福祉協議会　
　☎65－3724

「自分のお店を開きたい」「会

社を経営したい」、そんな夢あふ
れる方の創業を応援します！
創業を予定している方・創業

後間もない方なら、どなたでも
ご参加いただけます。
▼と　き　10 月 1 日（土）
　午後 1 時～ 4 時 30 分
▼ところ　愛西市商工会
　（愛西市諏訪町郷東 73－1）
▼対象者　
創業を予定している方、創業・
経営に興味のある方、創業し
て間もない方
▼定　員　20 人（先着順）
▼参加費　無料
▼内　容　
創業の基礎知識とビジネスプ
ランの立て方、創業者に聞く
創業体験談、創業に関する保
証制度・融資施策・支援制度
の紹介
▼共　催
愛西市、弥富市、あま市、愛
西市商工会、弥富市商工会、
あま市商工会、愛知県信用保
証協会
▼申込方法
下記ＵＲＬより必要事項を入力
してお申し込みください。
https://select-type.com/e
v/?ev=yLNjvMnoGnU

　愛知県信用保証協会　
　☎（052）454－0520
　愛西市商工会　
　☎24－6122

介護に興味・関心があり勉強
してみたい方や介護事業所で働
いてみたい方を対象とした、基
礎講座（3 時間）＋入門講座（6
時間 ×3 日）の演習を交えた入
門的な研修を実施します。研修
終了後は、あいち介護サポーター
バンクに登録し、条件が合致し
た場合に介護事業所で就業いた
だくことも可能です。

フリースペース『なごみの
会』の開催について

「創業支援セミナー」を開催します
～あなたの夢を実現しよう～

マイナンバーカードの
受け取りを忘れていませんか？

司法書士無料法律相談

令和４年度日本赤十字社社資報告

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。

募集します

介護に関する入門的
研修の受講者募集

　市では、令和６年度を初年度とする第２次弥富市総合計画後期基本計画の策定に向けて、市民
ワークショップを開催します。
　弥富市の未来を創るため、参加者の皆さんで自由に意見を交換していただきます。
　多くの皆さんのご参加をお待ちしております。

最大２万円分のマイナポイン
トがもらえるマイナンバー
カードの申請期限は９月末ま
でです。
この機会にぜひマイナンバー

カードを取得してください！

市民ワークショップ「弥富・みらい創造」の
参加者を募集します

市民ワークショップ「弥富・みらい創造」の
参加者を募集します

▼と　き　
　第１回　10 月 21 日（金）午後７時～９時　　第２回　11 月４日（金）午後７時～９時
　第３回　11 月 25 日（金）午後７時～９時　　第４回　12 月 16 日（金）午後７時～９時
▼会　場　市役所　３階　大会議室
▼募集人員　25 人程度（応募者多数の場合は抽選を行い、全ての方に結果を通知します。）
▼対象者　市内在住・在勤・在学の 18 歳以上の方（※高校生を除く）
▼応募方法　
　以下の方法のいずれか
　① Web（右の入力フォームより手続き）
　② 郵送・持参またはメール（指定の応募用紙により手続き）
※応募用紙は、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、市役所企画政
　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。
▼応募締切　９月 26 日（月）必着
▼その他
・参加者として決定した方には、改めて詳細をお知らせします。
・報酬・交通費などの支給はありません。
・新型コロナウイルス感染症の状況に応じて、開催方法などを変更する場合があります。

こちらから
アクセス
できます▶

有料広告

▼と　き
（基礎講座）11 月 8 日（火）
午後１時 30 分～４時 30 分
（入門講座）11 月 22 日（火）・
29 日（火）・12 月 6 日（火）
午前９時30分～午後４時30分

※いずれかの講座のみ受講も可。
▼ところ　
津島市文化会館（津島市藤浪
町三丁目 89 番地 10）

　・　市役所企画政策課（内線 452・454）

マイナポイント
第2弾実施中！！
マイナポイント
第2弾実施中！！
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9/1～10/10
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

禁猟区
石田　衣良／著

金曜日のヤマアラシ
蓼内　明子／編

任侠楽団
今野　敏／著

図 書 名 筆 者 名 など

●鷹の系譜 堂場　瞬一
●居場所がないのがつらいです 高橋　源一郎
●366 日世界の大自然 円城寺　守
●世界の研究者が調べた
　すごすぎる実験の図鑑 カンゼン
●東海高校・中学校
　カヅラカタ歌劇団の奇跡 鈴木　隆祐
●うまれてくるよ海のなか 高久　至
●ウン小話 湯澤　規子

■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。

市役所図書館☎65－1117

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

9月16日（金）
～

10月9日（日）

9月11日（日）
～

10月2日（日）

高校生以上
無料

高校生以上
無料

在住・在勤・在学

在住・在勤・在学

総合社会教育センター
（アリーナ）

富浜緑地
テニスコート

10月16日(日)

10月16日(日)
【予備日】
11月6日（日）

第17回
市バレーボール大会
（一般9人制女子）

第17回
市テニス大会

9月15日（木）
～

10月15日（土）
小学生以上

無料在住・在勤・在学総合社会教育センター
（アリーナ）

10月22日(土)
【予備日】

10月23日（日）

第17回
市ソフトテニス室内大会
（小・中学生の部）
（一般・壮年の部）

9月17日（土）
～

10月12日（水）
9月17日（土）

～
10月12日（水）

高校生以上
無料

高校生以上
無料

在住・在勤・在学

在住・在勤・在学

文化広場
市民グランド

南部コミュニティ
センター

10月28日(金)
【予備日】

10月29日（土）

10月30日(日)

第17回
市ゲートボール大会

第17回
市インディアカ大会

9月23日（金・祝）
～

10月23日（日）
中学生以上

無料在住・在勤・在学
文化広場

市民グランド・
南部コミグランド

【1日目】
11月13日(日)
【2日目】

11月20日（日）
【予備日】

11月27日（日）

第17回
市スローピッチ
ソフトボール大会

9月30日（金）
～

10月30日（日）
小学生
無料在住・在学境港多目的

グランド12月4日(日)第17回
市少年サッカー大会

～
9月11日（日）

5,000円
当日徴収在住・在勤鈴鹿カンツリークラブ10月5日(水)第17回

市ゴルフ大会

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 ( 総合社会教育センター備え付け ) に記入の上、お申し込みください。
▼受付時間　【火～土曜日】午前９時～午後９時　【日曜日、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）

スポーツ大会に参加しませんか

全国大会出場おめでとう！（敬称略）

ふくとみ

はまぐち

さかぐち

たけうち かい  と

たくみ

▼IBKO　第14回全日本
　空手道選手権大会
　【型団体戦一般の部】
５月15日（日）
【横浜武道館】

坂口　巧（又八）

だん や

▼第７回 全日本中学女子
　軟式野球大会
８月18日（木）～24日（水）
【わかさスタジアム京都】

　福冨　なずな（東中地）

『学習室』を
ご利用ください

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。

『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。

図書館は
夜７時まで
開館中です！

９月 10 日の下水道の日にちなみ、
小中学生が作成した下水道に関する
ポスターと書道作品を展示します。

▼とき
９月１日（木）～ 29 日（木）
月曜日を除く
▼ところ
弥富まちなか交流館２階

■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。

■よ つ ば 読 書 会 あなたも参加してみませんか？
▼と　き 9 月 10日 ( 土 )　午前 10 時～正午
▼ところ 図書館
▼テキスト「たゆたえども沈まず」(原田　マハ /著 )
☆一冊の本をみんなで読み、意見を述べ合いながら、
　読書の領域を広げていきましょう !!!

市役所下水道課（内線 284）

「下水道の日」作品展を開催します
▼マルハングループ
　インビテーション大倉カップ
　第48回全日本選手権大会
７月22日（金）～27日（水）
【江戸川区球場】

　竹内　海人（佐古木）

▼第42回 全日本
　バレーボール小学生大会
８月９日（火）～12日（金）
【東京体育館】

浜口　暖矢（平島）
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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)

9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

26日（月）

6日(火)

15日（木）

21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、市ホームページや電話でお知らせいたします。

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3月生まれのお子さんに
個別通知します。28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(対外、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。

詳しくは市ホーム
ページ、市役所健
康推進課へお問い
合わせください。

特定不妊治療費助成
一般不妊治療費助成

アピアランスケア支援事業

内　容助成等

※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。

●個別がん（胃・肺・大腸・前立腺・子宮・乳がん）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、保険証、検診料
▼申込期間　10月24日(月)まで　※海南病院は10月14日（金）まで
※胃がん検診の内視鏡検査は、２年に１度の隔年受診です。今年度受けると、翌年度は胃がん検診（内視鏡検査、バリウム検査とも）を受
けることはできません。

※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４月出生児

令和3年12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

9 月号 その481

（海部歯科医師会）

がん検診

知られざる歯科技工士のお仕事

※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。　

　「結核」とは結核菌によって主に肺に炎症が起きる病気
です。咳、痰、微熱が長引いたら結核かもしれません。
　全国で1日に約40人が発病し、約4時間に1人が結核で
死亡している重大な感染症です。
　結核と診断されても6カ月から9カ月間毎日複数の薬を
きちんと飲めば治ります。さらに、他の人にうつす可能性
を低くします。
　健康的な生活が免疫力を高め、結核の予防につながり
ます。
　長引く咳は赤信号！早く見つけることが重要です。症状
がなくても、定期的に健診を受けましょう。
※65歳以上の方は、肺がん検診が結核検診を兼ねていますの
で、ぜひ受診してください。

9月24日から30日は、
「結核予防週間」です。

～第174回～

　・　市役所健康推進課（内線314・316）

医療職の国家資格は意外と多く22職種あります。その中で歯
科系は３職種で、歯科医師、歯科衛生士、歯科技工士です。

患者さんと向かい合う歯科医師、歯科衛生士と違って歯科技工
士は、残念ながら今一つ知られていないようです。
歯科医院で歯型を取り、後日できてくるもの、詰め物、被せ物、
ブリッジ、入れ歯、マウスピース、矯正装置などを製作している人
が歯科技工士です。
就業歯科医師は現在約10万人、歯科衛生士は14～15万人に

対し歯科技工士は3万5千人ほどです。正直なところ将来的に不
足が危惧されています。
歯科医院の状況は平成の30年ほどでずいぶん変化してきまし

たが、一般的な目線では同じような感じに見えるかもしれません。
実は歯科技工士の仕事はそれ以上に進歩しているのです。以前

は手作業の部分が多くを占めていました。今も手先の技術は重要
ですが、扱う機材が大きく進歩し一部では3Dスキャナを使用し、
パソコン上で形態をデザインし、3Dプリンターで製作する技工物
もあります。動画サイトで検索すると分かりやすいかも知れませ
ん。
歯科技工士になるには、専門学校が主体ですが短大や４年制大

学過程もあり国家試験に合格する必要があります。従来男性が多
い職種でしたが、今は女性も増えています。実はフレックスに勤務
しやすい職種で結婚後も続けることが可能です。
あなたも歯科技工士になってお口の健康に関わってみませんか？

せき たん びねつ

がんの治療による脱毛や乳房切除に対するアピアランスケア用品（医療用ウィッグ・乳房補整具）購入費用の補助をします。

備　考

●集団健診（バス検診）

　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＞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。
　▼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　12月以降の日程や料金・注意事項は、広報やとみ６月号・8ページや市ホームページなどでご確認ください。
　　　　　　　最新の空き状況や予約に関しては、市役所健康推進課までお問い合わせください。
　　　　　　　○：空きあり　△：残りわずか　×：満員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （令和４年８月19日現在）

9月22日(木)
9月25日(日)
10月6日(木)
10月8日(土)
10月22日(土)
11月2日(水)
11月9日(水)

〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇

△
△
△

〇

○
○
〇

○

○
○
○
〇

〇

○
○
○

○

△

〇
〇

△

○
○

△

〇

胃がん
リスク

骨粗
鬆症

○
〇
○
○
○
○
○

○
〇
○
○
○
○
○

無料
肝炎

乳
がん

子宮
がん

前立腺
がん

大腸
がん

肺
がん

胃
がん

30代・特定
後期高齢者
健診日程
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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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