
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
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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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