
民生委員・児童委員の活動
こんなことも



問い合わせ先（市外局番 0567）

（令和4年9月1日現在）

人口　43,927人（+21）
男　　22,051人（+29）
女　　21,876人（ー8）
世帯　18,573　（+40）

やとみ秋まつり

民生委員・児童委員の活動　こんなことも
名古屋家裁　調停制度発足100 周年広報企画
申請受付中　弥富市結婚新生活支援補助金
ここからアップ教室
『やとみ♡ふく婚パーティー』開催します
高齢者インフルエンザ予防接種について
子ども及び妊婦インフルエンザ予防接種費用助成のお知らせ
新型コロナウイルスワクチン予防接種のご案内
消費税のインボイス制度説明会のご案内
水質事故の未然防止にご協力をお願いします
まちの話題
やとみ歴史探訪
市長の部屋
行事予定カレンダー
子どもは宝　やとみのたから
来て見て遊んで　栄南児童館
SUKUSUKUPLAZA

弥富中学校
広島研修
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）
TKE 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　　　　　　　３期
国民健康保険税　　　　４期
後期高齢者医療保険料　４期
下水道等使用料　　　　８・９月分
《納期限：10月 31日 ( 月 )》

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

9 月 7 日（水）市内全小中学校で新米給食会が行われました。
弥富地域の稲作農家の団体から食育と食農教育の一環として、
今年とれたばかりの地元産新米（コシヒカリ）という品種の新米
をご提供いただきました。弥生小学校では前を向いての黙食を
取り入れていますが、児童が新米の美味しさに思わず笑顔にな
っている姿を見ることができました。感謝の気持ちを込めてお
いしく”いただきます”。

　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し
ます。

マスク着用のお願い
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民生委員・児童委員の活動  こんなことも特集

民生委員・児童委員、主任児童委員は、担当する地域の生活上の心配事や、医療・介護・子育て
の不安などの身近な相談相手であり、相談内容が解決できるよう必要な支援へのつなぎ役です。

震災の記憶と教訓を伝える「目に見える証」とし
て 2019 年３月10 日に、気仙沼向洋高校跡地に
建設されました。13ｍを超す大津波に襲われな
がら、迅速避難で誰一人犠牲にならなかったと案
内された語り部の方の話にまさに奇跡であったと
思いました。

被害の大きかった石巻市南浜地区に追
悼と鎮魂の場として 2020 年３月 28 日
に開園しました。
震災の記憶を伝え“がんばろう”とする
思いを表すかのように、奇跡の花「あい
りちゃん」が咲いていました。

 調停制度は、裁判官と民間から選ばれた調停委員が、紛争当事者からお話を聞き、サポートを行いな
がら、話し合いで問題の解決を図っていく裁判手続の一つであり、これまで、一般市民の良識を反映させ
ながら柔軟に紛争を解決する手続として、訴訟手続と並んで極めて重要な役割を担ってきました。本年（令
和４年）は、その調停制度が発足して 100 周年の節目の年に当たります。
名古屋家庭裁判所では、これを記念して、４月から令和５年３月までの間、調停制度の理解を深めてい
ただくため、次の広報企画を実施しています。ぜひ、ご利用ください！

３月 25 日、鷲野明美氏（日本福祉大教授）による勉強会を開
きました。
福祉支援が行き届かなかったために、罪を犯した高齢者・障
がい者の状況聞き、『刑事司法と福祉の連携』による罪に問われ
た人たちへの社会復帰、支援のことを学び、民生委員にでき
ることは何かを再認識する機会になりました。

５月12 日、3 年目となる啓発イベントを市役所で開催し、私たちの活動内容を伝えるパネ
ル展示を 5月末まで行いました。今回は主任児童委員の活動紹介、手渡しの広報誌「あんき
たより」も展示しました。市民の皆さんに、私たちの活動を知っていただく機会となったのでは
ないでしょうか。
私たちは 12 月に一斉改選を迎えますが、人と人とのつながりを大切に、福祉のバトンをつ
なげてまいります。

気仙沼市東日本大震災遺構・伝承館 石巻南浜津波復興祈念公園
視察研修

４階が壊れた校舎と３階まで流されてきた車

講演会　「求められる地域の力」

民生委員・児童委員の日　活動強化週間　＆　一斉改選

家庭裁判所で学ぶ家事調停制度

職場、地域の集まり、学校などへの
講師派遣

※事前の申し込みが必要です！

※事前の申し込みが必要です！

調停制度発足100 周年
広報用キャラクター
上から『メガネアイ』
『オオミミアイ』『ハナシアイ』
三匹合せて『アイアイアイ』

『家事調停って何だろう？』

名古屋
家庭裁判所
Webサイト

〒460-0001　名古屋市中区三の丸一丁目７番地1
名古屋家庭裁判所事務局総務課庶務係
☎（052）223－0994
https://www.courts.go.jp/nagoya-f

♠と き
♠対象者
♠内 容

火～木曜日 ( 祝日、年末年始の期間を除く)
10人程度の団体
庁舎見学をしながら、調停手続の流れ ( 申立
て、期日、成立など )、関係職種の役割など
を説明（１～２時間程度）

♠と き
♠対象者

♠内 容

平日（年末年始の期間を除く）
職場、地域の集まり、学校などで開催される研
修、打ち合わせ、授業など（参加者10人以上）
裁判所職員が赴き、調停手続の流れ、関係職
種の役割などを説明（１～２時間程度）
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専用申込フォーム

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

ここからアップ教室
～こころとからだの免疫力を上げよう～
「ここからアップ教室」を今年度も実施します。
コロナ禍の生活で運動不足やストレスが溜まっていませんか？
こころとからだの免疫力を上げて、コロナ禍を健康に過ごすためのコツを一緒に学びましょう。

40歳から 74歳までの
弥富市民
10 月 ３ 日（月）から 10 月
21日（金）までに
市役所健康推進課へ電話で
お申し込みください。
16人まで　
市役所３階　保健センター
受け付け　午前 9時～
開始時間　午前 9時 15分
終了時間　午前11時15分頃

対象者

申込方法

定員

筆記用具、ヨガマットまたはバスタオル、動きやすい服装で参加ください。
※お申し込みされた方へ事前にご案内を送付しますのでご覧ください。
1回のみでも参加できますが、４回参加できる方を優先します。
消毒や換気など感染予防に留意しながら実施します。参加される際はご協力をお願いします。

持ち物

ご注意

ところ
とき

講師：管理栄養士
　　　伊藤 摩美先生
講師：健康推進課歯科衛生士

・免疫力アップのための食
　事（講話）
・歯周病予防（講話）

・日常ながら運動①（正しい
　ウォーキングフォームなど）
・がん検診について

・不安、緊張を和らげるた
　めのリラックス法
・COPD（慢性閉塞性肺疾
　患）とは
・日常ながら運動②（ストレ
　ッチ＆筋トレなど）
・検診結果の見方

講師：健康運動指導士　
　　　木村 照代先生
講師：健康推進課保健師

講師：臨床心理士
　　　谷川 智子先生
講師：健康推進課保健師

講師：健康運動指導士
　　　木村 照代先生
講師：健康推進課保健師

内容 内容

第
１
回

第
２
回

第
３
回

第
4
回

10月
27日（木）

11月
７日（月）

12月
５日（月）

11月
21日（月）

市役所健康推進課（保健センター）　成人保健グループ（内線 316）・

きょう　しつ

①令和４年１月１日から令和５年２月 28 日までの間に婚姻届を提出し受理された夫婦
②新居となる住宅が弥富市内にあり、その住宅に夫婦ともに住民票がある
③夫婦ともに婚姻日における年齢が 39 歳以下
④夫婦の年間所得合計 ( 令和３年１月１日～令和３年 12 月 31日分 ) が 400 万円未満
　※その他条件を全て満たす必要がありますので、対象となる世帯・経費および申請に
　　必要な書類など詳細は市ホームページをご覧ください。

申請
受付中 弥富市結婚新生活支援補助金

補助金額
1 世帯あたり上限20万円

市役所市民協働課（内線 432）

申請期限は、令和５年２月28 日までです。
ただし、予算額に達した時点で受け付けを終了します。

対象となる世帯

新生活のスタートを応援します！ 開催

11 月 11 日（金）

男性  2,000円　 女性  1,000円　※当日現金支払い
男女とも9人程度

市総合福祉センター　２階　研修室

結婚相談の案内 登録されている方で1組ご成婚されました！

午後１時～３時 45 分頃
（午後０時 30 分～受付開始）

今回は、UVレジンを用いたアクセサリ－づくりとレク ( ボッチャ) で交流を深めます。
※このイベントは、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、やむを得ず中止または変更となる場合があります。

11月23日（水・祝)と き

と き
ところ
対象者

定 員

ところ

対象者

参加費

申込期限

申込方法

市社会福祉協議会では独
身男女の

素敵な出会いを応援する
ため、

婚活パーティーを開催し
ます。

☎65－8105　　65－8002　　https://www.shakyo.or.jp/hp/1069/
・ 市社会福祉協議会　〒498－0021　鯏浦町上本田 95 番地１

年齢…おおむね 25 歳以上 40 歳代までの独身の方
男性…市内在住の方または弥富市結婚相談所に
　　　  登録されている方
女性…結婚後、弥富市に定住する意思のある方

　毎月１回無料の結婚相談を行っています。
　結婚を希望される方に、気軽に相談できる場や出会いの場を提供します。相談は秘密を厳守
し、誠意を持って対応しますので、安心してご利用・ご相談ください。

毎月第２水曜日　午後１時～４時
総合福祉センター
結婚を希望する満 20 歳以上の独身の方

その他 相談は無料（予約制）

※参加希望者多数の場合、
　抽選となります。結果は郵送します。

参加申込書に必要事項を記入し、持参、ＦＡＸまたは郵送でお申し込み
ください。「あいこんナビ (https://www.aiconnavi.jp)」または「やと
みふく婚パーティー専用申込フォーム (https://forms.gle/GY4bGXy
QrY4W3Fsm8)」からも申し込みが可能です。
※申込書は、市社会福祉協議会および市役所（1階市民プラザ・４階市
　民協働課窓口）、または両ホームページからダウンロードできます。

　当日は感染症対策として、検温の実施、マスクの着用、手指消毒の徹底をお
願いしております。さらに、会場の換気、こまめな消毒を実施し、その他感染
症対策を講じて実施いたします。

　　　市社会福祉協議会
〒498－0021　鯏浦町上本田 95 番地１
☎65－8105　　65－8002

・

やとみ
ふく婚パーティー
やとみ

ふく婚パーティー します

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

素敵な
出会いを！
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▼助成の対象となる予防接種期間
　10 月１日（土）～令和５年１月 31 日（火）
　※助成対象者のうち１歳未満のお子さんの場合は、１歳に達した日からとなります。
▼助 成 の 方 法 ：１回の接種費用のうち 1,000 円を助成します。
　　　　　　　　予防接種費用から助成額 1,000 円を差し引いた額を医療機関へお支払いください。
▼実施医療機関：「子ども及び妊婦インフルエンザ予防接種費用助成券」に記載されている一覧表（市内
　　　　　　　　の指定医療機関）をご確認ください。
　　　　　　　   ※予約開始時期、接種期間が異なりますので事前に医療機関にお問い合わせの上、
　　　　　　　　　予約をお願いします。
　　　　　　　　※やむを得ず実施医療機関以外で接種を受けた場合は、接種後に償還払いの申請が必
　　　　　　　　　要です。詳細は市ホームページをご覧ください。 
▼予防接種当日の持ち物
　 ・子ども及び妊婦インフルエンザ予防接種費用助成券　
　　※対象の方に９月下旬に郵送しました。
　・母子健康手帳　・接種費用　・健康保険証　・子ども医療費受給者証など
●助成券を紛失された方や、９月以降に転入された方は市役所健康推進課へご連絡ください。

　 市役所健康推進課（内線 312）

お子さんや妊婦の方のインフルエンザ発症や重症化を予防することを目的にインフルエンザ予防接種
に係る費用の一部を助成します。対象の方には、９月下旬に「子ども及び妊婦インフルエンザ予防接種
費用助成券」を郵送しました。
▼助成対象者と接種回数、助成額
予防接種を受ける日において、弥富市に住民登録がある以下の方

対象者 接種回数 助成額
①平成 22 年４月２日生まれ～令和３年 12 月 31 日生まれ
（満１歳～小学生６年生）
②平成 19 年４月２日生まれ～平成 22 年４月１日生まれ
（中学校１年生～中学校３年生）
③妊婦
母子健康手帳の交付を受けた方で、接種当日に妊娠中の者

２回

１回

１回目 1,000 円
２回目 1,000 円

1,000 円

市ホームページ

高齢者インフルエンザ予防接種を実施します。各戸配布しました「高齢者インフルエンザ予防接種を受
ける方へ」をよくお読みの上、接種してください。
▼対象者
　接種日に満 65 歳以上の方
満 60 歳以上 65 歳未満の方で、心臓、腎臓、呼吸器に障がいのある方（身体障害者手帳１級程度）ま
たはヒト免疫不全ウイルスにより免疫機能に障がいのある方（事前に申請が必要です。）
▼接種期間
　10 月 15 日（土）～ 令和５年１月 31 日（火）
▼予約受付
　10 月１日（土）より指定医療機関へ直接ご予約してください。
▼接種料金
　1,200 円〔令和 4 年度に限り、県の補助により無料〕
生活保護世帯の方は、無料で接種を受けることができます。（事前に申請が必要です。）

　 市役所健康推進課（内線 312）

高齢者インフルエンザ予防接種について

子ども及び妊婦インフルエンザ予防接種費用助成のお知らせ

予約・　 市ワクチン接種コールセンター☎66ー 0097（平日 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。
※年齢にかかわらず、1.2 回目のワクチン接種を希望される方は従来型ワクチンでの接種となります。

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

※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 9 月14 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

ワクチンの開始時期について

対象者は初回接種を完了した12 歳以上の全ての方です。前回のコロナワクチン接種から5カ月以上※が経過した方が
対象となります。※令和４年９月14 日時点

10 月 3 日から接種を開始します。

【オミクロン株対応２価ワクチン接種について】

【５歳から 11 歳の方の小児用ワクチン接種 3 回目の接種をご希望の方】

3 月 2日までに 3 回目を接種した12 歳以上の方へは 9月 20 日に発送しております。
以降の方については順次発送の準備が出来次第送付しております。詳しくはホームページをご覧
ください。お手元に 3 回目、4 回目の接種券がある方は、そちらをお使いください。

2 回目の接種後 5カ月以上経過した 5歳から１１歳の方が対象となります。
接種するワクチンは小児用ワクチン（従来型）となります。
対象の方へは、予診票を順次送付していきます。2 回目接種より 6カ月が経過しても予診票が届か
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。
※初回接種を小児ワクチンで接種し、12 歳を迎えた方について、3 回目の追加接種はオミクロン株
対応ワクチンでの接種となります。

予診票の送付について

５歳から11歳までのお子さんを対象に、市内の個別医療機関で1回目・2 回目の接種を実施して
おります。５歳を迎えられた方には、誕生月の翌月上旬に予診票、ご案内を個別に送付します。
※５歳を迎えた方で早く接種を希望される方は市役所健康推進課へご相談ください。
※１回目接種の３週間後の同じ曜日・時間に２回目接種となりますので、必ず予定を空けておいてください。
　1回目のみ必ず予約が必要です。２回目は不要です。

【５歳から 11 歳までの小児用ワクチン接種をご希望の方】

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。
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令和５年 10月１日から、インボイス制度が実施されます。
事業者の皆さんには、インボイス制度について理解を深めていただき、インボイス制度の実施に向けて
必要な準備を進めていただくため、インボイス制度説明会を開催しますので、ぜひご参加ください。

河川などの公共用水域に油や薬品、異常排水などが流入する水質事故が、例年数
多く発生しています。水質事故が発生すると、魚が死んだり、取水に影響するなど、
場合によっては大きな被害をもたらす可能性があります。
水質事故は、発生させた原因者の責任です。原因者は、事故の影響がなくなるま
で措置を行う必要があるとともに、事故措置にかかった費用の負担や被害に対する
賠償を求められることもあります。
水質事故は、普段から事故を想定した対策を行うことで、未然に防ぐことができ
ます。水質事故が発生しないよう、未然防止にご協力をお願いします。

・ドラム缶運搬中の転倒などによる油流出。
・給油中トラブルによる油流出　（※給油ポンプ異常など）
・不適切な油保管　（※廃油タンクへの雨水混入による流出など）
・設備の分解点検作業中の油漏れ
・薬品類の不適正処分　（※知らずに流すなど）
・負荷変動などでの排水処理トラブルによる異常水の流出

管轄する県民事務所など、または政令市の環境担当課にご連絡ください。
※水質汚濁防止法における政令市（名古屋市、豊橋市、岡崎市、一宮市、
春日井市、豊田市）

水質事故を起こしてしまったと
きには、直ちに流出防止のため
の「応急措置」と「事故の連絡」を
行ってください。

インボイス制度について、詳しい
情報などはこちらをご覧くださ
い。

説明会開催日程などの最新情報は
こちらをご覧ください。

〇会場収容人数の都合上、事前予約制としますので、事前に問い合わせ先まで申し込みをお願いしま
す。
〇新型コロナウイルス感染症など拡大状況によっては、中止または延期する場合がございますので、
あらかじめご了承ください。
〇感染症拡大防止の観点から、マスクの着用、手指消毒などのご協力をお願いいたします。
〇代表電話にお問い合わせいただく際は、自動音声案内にしたがって、「２」を選択してください。
〇駐車場の施設が限られていますので、車でのご来場はご遠慮ください。

要事前予約
参加無料

インボイス制度説明会の内容に加えて、消費税の基本的な仕組みなどについて説明します。

●インボイス制度説明会にご参加いただく方へ

令和５年１月 13日（金）
14:00 ～ 15:30

日　　時 定　員 問 い 合 わ せ 先開 催 場 所
10月 21日（金）
14:00 ～ 15:30

津島税務署
津島市良王町二丁目 31番地１
別館２階　大会議室

津島税務署　法人課税第一部門
☎26-2161（代表）
（内線 612）

11月 15日（火）
14:00 ～ 15:30

12 月６日（火）
14:00 ～ 15:30

20 人

20人

20人

20人

令和５年１月 13日（金）
10:00 ～ 11:00

日　　時 定　員 問 い 合 わ せ 先開 催 場 所
10月 21日（金）
10:00 ～ 11:00 

津島税務署
津島市良王町二丁目 31番地１
別館２階　大会議室

津島税務署　法人課税第一部門
☎26-2161（代表）
（内線 612）

11月 15日（火）
10:00 ～ 11:00

12 月６日（火）
10:00 ～ 11:00

20 人

20人

20人

20人

インボイス制度説明会（消費税の仕組みから知りたい方向け）

インボイス制度の概要、売手・買手側の注意点、登録申請の方法などについて説明します。
インボイス制度説明会

●インボイス制度特設サイト

津島税務署

●説明会開催日程など

魚類へい死

油流出

●代表的な原因について

＜必要な対策＞
（１） 日常からリスク（事故）を想定した、保管の方法と作業手順の確認
（２） 施設改善工事や移転工事を発注する際は、作業手順や確認事項を工事業者に徹底

◇発生源を止める

◇流下を防ぐ
　（オイルフェンスなど）

◇回収する
　（吸着マットなど）

愛知県環境局環境政策部水大気環境課　水・土壌規制グループ　☎（052）954-6222

工場または事業場の所在地

豊川市、蒲郡市、田原市
東三河総局　県民環境部　環境保全課
〒440-8515 豊橋市八町通 5-4
☎（0532）35-6112

東三河総局
新城設楽振興事務所　環境保全課
〒441-1365 新城市字石名号 20-1
☎（0536）23-2117

津島市、愛西市、弥富市、あま市、大治町
蟹江町、飛島村

環境保全第二グループ
☎（0564）27-2876

海部県民事務所　環境保全課
〒496-8531 津島市西柳原町 1-14
☎24-2131

西三河県民事務所　豊田加茂環境保全課
〒471-8503 豊田市元城町 4-45
☎（0565）32-7494

連絡先、郵便番号、住所、電話番号

新城市、設楽町、東栄町、豊根村

犬山市、江南市、稲沢市、岩倉市、清須市
北名古屋市、豊山町、大口町、扶桑町

尾張県民事務所　環境保全課
〒460-8512 名古屋市中区三の丸 2-6-1
環境保全第一グループ
☎（052）961-7254

瀬戸市、小牧市、尾張旭市、豊明市
日進市、長久手市、東郷町

環境保全第二グループ
☎（052）961-7255

半田市、常滑市、東海市、大府市、知多市
阿久比町、東浦町、南知多町、美浜町
武豊町

知多県民事務所　環境保全課
〒475-8501 半田市出口町 1-36
☎（0569）21-8111( 代表 )

西尾市、幸田町

西三河県民事務所　環境保全課
〒444-8551 岡崎市明大寺本町 1-4
環境保全第一グループ
☎（0564）27-2875

碧南市、刈谷市、安城市、知立市、高浜市

みよし市

水質事故の未然防止に
　　　ご協力をお願いします

事業者の皆さんへ

消費税のインボイス制度
説明会のご案内

●応急措置の実施について ●水質事故発生時の連絡先について

水質事故をなくそう
！
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子ども会による
きんちゃんバス
乗車体験

8/4
〔木〕

８/５
〔金〕

7/22
〔金〕

7/28
〔木〕

蟹江警察署では、８月１日から実
施される「夏の安全な

まちづくり県民運動」に合わせ、
著名な現役最高齢競走

馬「ヒカルアヤノヒメ号」を一日警
察馬に委嘱し、井上哲

氏（名古屋競馬場調教師）および
尾崎章生氏（騎手）を一

日警察官に委嘱して、同競馬場
内において防犯広報啓

発キャンペーンを開催しました。

愛知県競馬組合などの協力によ
り作成されたヒカルア

ヤノヒメ号の特殊詐欺被害防止啓
発ポスター、防犯リー

フレットなどを一日警察官ととも
に来場者へ配付しなが

ら、犯罪被害防止を呼び掛けまし
た。

現役最高齢馬ヒカルアヤノヒメ号
を

一日警察馬に委嘱するなどした

防犯キャンペーンが開催されまし
た

8/1
〔月〕

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 災害時、避難するときの重要な情報の集め方で正しいのはどれでしょうか
答えは下をご覧ください。

自分の判断で
行動する1

近所のうわさなど、
人から聞いた情報を
集める

2 ラジオなどの
情報などを聞く3

③　災害時は、本当か嘘か分からないようなさまざまな情報が錯綜します。デマに流されることなく、ラジオや政府の公式災害関連ツイッターなどで正しい情報を集めましょう。いざというときのために非常用のラジオなどを用意しておきましょう。 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

中部国際空港にて親子で参加でき
るサマースクールを開催しました

。

海外から危険なものが持ちこまれ
ないよう税関で活躍する麻薬探

知犬な

どのお仕事や元航空管制官の田
中秀和氏から飛行機や空港の豆

知識につ

いて楽しく学び、セントレアへの
親しみや理解を深めました。

きんちゃんバス利用
促進事業の一環で、潮
風子ども会の子どもた
ちが、きんちゃんバス
への乗車を体験しまし
た。きんちゃんバス無
料お試し乗車券を利用
し、南部コミュニティセ
ンターから弥富市役所
まで行き、歴史民俗資
料館を見学しました。

このイベントは、子どもたちに市の特産品である「弥富金魚」に親しんでもらい、その魅力を知ってもらうためのものです。
子どもたちは、さまざまな大きさや色の金魚に興味津々で、とても楽しそうに金魚すくいをしていました。初めて紙のポイで金魚すくいに挑戦し、見事すくえた子どもたちは、とても嬉しそうでした。

セントレア
親子サマースクール
～夏休みの思い出～

市内保育所で行われた
やとみ金魚すくい

十四山スポーツセンターにて弥富
市子ども会大会を開

催しました。
第１部の式典では、市内の子ど

も会を代表し，４つの

子ども会と２名の育成者の方が
表彰を受けられました。

第２部ではレクリエーションとして
、参加した子ども全員

でパラスポーツの『ボッチャ』を体
験し、とても盛り上がっ

ていました。当日は、育成者や
学生ボランティアなど、

大会関係者の皆さんの協力のも
と無事に開催することが

できました。

第14回弥富市子ども会大会を
開催しました

７/２
〔土〕
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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。 休休館日・運休行事予定カレンダー月10

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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令和4年10 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

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

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・大治町は市外局番が 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 心配ごと相談所
（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
行政相談所
（十四山総合福祉センター）
13:00～16:00

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

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）
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

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
消費生活相談
（予約制）（市役所）
13:30～16:00

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

≪納期限≫
市県民税　　　　　　　　３期
国民健康保険税　　　　　４期
後期高齢者医療保険料　　４期
下水道等使用料　　　８・９月分

小林クリニック
(あま市)
☎444－4500

しらはま整形外科皮膚科クリニック
(津島市)
☎32－3001

はせ川外科
(津島市)
☎24－3370

奥村整形外科
(大治町)
☎445－5667

休きんちゃんバス

彦坂外科
(津島市)
☎25－8355

※手話通訳者の設置　毎週水曜日（市役所福祉課）9：00～12：00

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

スポーツの日

八穂地蔵
は っ ぽ

八穂地蔵

鍋田町の集落の北東のはずれのお堂に、このお地
蔵さんが安置されています。
江戸時代の終わり頃、現在の鍋田町あたりに八穂

新田が開発されました。しかし、度重なる水害や安
政の大地震での堤防の破損により多くの犠牲者が出
て、長らく海に沈んだままになりました。
それから約 20 年後、近くの漁師により海の中か

らお地蔵さんが引き上げられ、「八穂地蔵」と呼ばれ富
島に安置されました。八穂新田の跡地は戦後に鍋田
干拓として造成され、このお地蔵さんは伊勢湾台風
復旧後の昭和 38年に鍋田に戻り安置されることにな
りました。

10月に入り、秋めいてまいりました。
皆様におかれましては、ますますご健勝のこととお喜び申し上げます。
読書やスポーツの秋などといいますが、私はもっぱら食欲の秋です。 
秋は美味しいものばかりで、つい食べ過ぎてしまい“肥ゆる秋”です。 
 
さて、10月の和名は「神無月（かんなづき）」です。
縁結びで有名な出雲大社では、全国の神々が集まって、恋愛だけではなく良縁や人間関係などに

ついて話し合っていると言われています。
また、会議の場ではほかにも来年の天候や農作物の出来などについての協議も行われていると考

えられています。
このように、1年のことを話し合う月とされ、各地で神様不在となるためにそう呼ばれています。

( 諸説あり )

また、「神無月の間、近くの神社に参拝しても意味がないの？」と私も思ったことがあるのですが、
神様の留守を守る「留守神様」がいらっしゃるので参拝しても問題はないようです。ご参考までに。

結びに、皆様におかれましても実り多き秋となりますことを、心よりお祈り申し上げます。
｠

市長の部屋

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。

　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。

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

浅井外科
(あま市)
☎441－8002

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
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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／ひので子育て支援センター　　持ち物／母子手帳

月～金曜日　8:30 ～ 17:00

10 月 28 日（金）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

弥生児童館
☎65－8107

大藤児童館
☎68－4101

東部児童館
☎52－4611

10月はお休みになります

10月29日（土）
14:00～16:00

10月8日（土）
14:00～16:00

10月19日（水）
16:00～17:00

10月15日（土）
14:00～16:00

10月15日（土）
14:00～16:00

10月15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）

★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

10 月 29 日（土）10:30 ～　会場 :TKE スポーツセンター　柔剣道場（十四山スポーツセンター）
※整理券が必要です。（なくなり次第締め切ります。）

10 月 22 日（土）　※チケット（100 円）が必要です。（なくなり次第締め切ります。）
★児童館まつり

★人形劇

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

栄南児童館は、周囲が農村公園、防災センター、南部コ
ミュニティーセンター、田んぼに囲まれたのどかな所で、
児童クラブと併設しているため、クラブの子どもたちと遊
ぶのを楽しみに来る子が多くいます。
コロナ禍で密にならないように、また子どもたちは屋外
で遊ぶのが大好きなので、今年度は戸外遊びに取り組んで
います。体を鍛えたり、友だちとの関わり方、ルールを守
る、達成感、満足感など遊びを通して身につくことがたく
さんあり、子どもたちにとっては大切な遊びです。

児童館では、ミニ菜園があり、今年もさつま芋が大きく育つこ
とを楽しみに植えました。さつま芋の収穫が終わると引き続き何
を植えるか子どもたちと話し合って進めていきたいと考えていま
す。また、綿の木を見て「綿ってどう咲くの？」と聞かれ、綿の中
の種がどうなるのか知らせたいこともあり、綿も育てています。
部屋では「今月は何かなぁ～」と毎月の工作を楽しみにしている
子どもたちもいます。他に卓球、カードゲーム、ボードゲームな
ども大好きで友だちと楽しく遊ぶ姿も見られます。
児童館周辺は、大きな車も走っていますので、気をつけて遊び
に来てくださいね。

※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　10月6日(木)～13日(木)【必着】
▼対 象 者　12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）

HAPPY B RTHDAY
子どもは宝 やとみのたから

大久保 律ちゃん（平島町）
いつも笑顔をありがとう

おお く ぼ りつ
2歳

貝沼 知紀ちゃん（西蜆）
僕が笑えばみんなが笑う¥¥

かい ぬま とも のり
2歳

竹田 穂乃香ちゃん（鯏浦町）
歌と踊るの大好き☆祝２歳！！！

たけ だ ほ の か
2歳

長谷川 紗菜ちゃん（平島町）
生まれてきてくれてありがとう★

は せ がわ さ な
3歳

山田 真凛ちゃん（平島町）
山田家のアイドルまぁちゃんです

やま だ ま りん
3歳

田中 真凜ちゃん（鯏浦町）
食いしん坊おてんばガール♥

た なか ま りん
1歳

片岡 煌晴ちゃん（五之三）
１歳おめでとう☆！

かた おか こう せい
1歳

Instagram

児童館だより 10月1日～11月10日

児 童児 童 館館栄 南栄 南

定員80人定員80人定員150人定員80人定員130人

定員20人定員20人定員50人定員15人定員20人定員40人
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 『原爆投下により引き起こされたこと』
弥富北中学校　廣間　遥翔

修研島広
教育の広場

弥富中学校
本校は、校訓「大和（たいわ）」のもと、｢心豊かで自ら学び、心身ともにたくましい生徒の
育成」を教育目標に掲げ、特に「豊かな心の育成」に重きを置き、道徳教育を教育活動の
大きな柱の一つとして職員が一丸となって教育活動を行っています。

３年生は６月に２泊３日で東京方面に行きました。さまざまな活動を通してクラスの仲間との絆を
深め、江戸文化体験では、世界に１点ものとなる自分の作品を作りました。

今年で５年目を迎えた「全校一斉道徳」　午前中、全校で同じ教材を使って授業を行い、午後
は、その教材につながるテーマで、ゲストティーチャーから話を聞き、道徳的価値観をより深める
ことを意図しています。本年度は、マラソンプロアスリートの神野大地選手をゲストティーチャー
としてお招きしました。

私たちは、実際に広島へ行き、自らの目で見たり聞いたりすることで、資料で調べること以上の体験がで
きたと思う。資料館では、原爆被害を伝える写真のあまりの凄惨さに思わず目を背けたくなった。だれもが
経験できるものではない広島研修で得たことを、これからの平和学習につなげていきたい。
【なぜ水を飲んだ被爆者は亡くなってしまったのか】
被爆して体に大きなダメージを負った人は、体も心も限界の状
況であった。その状態で水を飲むと、安心して緊張が解け、亡
くなってしまったそうである。最初に「水を飲ませてはいけない」
と聞いたときに、間違った情報が広まっていたのではないかと考
えた。しかし、水を飲むことが死の引き金になるほど極限の状態
に追い込まれていたことを知り、原爆による被害の悲惨さを感じ
た。
【原爆による後障がい】
被爆の後障がいの一つに、ケロイドがあげられる。ケロイドは皮膚の細胞が異常に増え、痛みやかゆみ

を伴う障がいのことである。さらに、この障がいを負った人々は、身体的苦痛だけでなく、差別による精神
的苦痛とも戦わなければならなかった。これらの事実は、後世に語り継がなければならない、原爆が恐ろし
いものであることを裏付ける証拠であると感じた。

『原爆（戦争）の恐ろしさ』

広島研修に行く前、私は原爆の恐ろしさや悲惨さを甘く見ていた。しかし、資料館で写真や展示品を見
ると、事実は想像していたものとは比べものにならないほどひどいことを知った。今回の研修では、教室で
は学びきれないことをたくさん学ぶことができ、二度と戦争が起こらないようにしなければならないと、強く
思えるようになった。次の世代も同じような考えを持てるようにするためにも、広島研修は今後も続いてい
くべき活動だと思った。
【本物のしげるくん弁当を見て】
資料館に展示してあったしげるくん弁当は、お弁当の形は分かっても、
中身は土のように見えるものだった。自分が実際に食べたお弁当が、しげ
るくんが食べる予定だったものだとするならば、今回食べたことには意味
があると思った。
【原爆投下から９年後、急に病におそわれた佐々木禎子さん】
禎子さんは、２歳のときに被爆し、それから９年間元気に暮らしていた。

ある時、体がだるいと感じ始めた禎子さんは何度も検査を受け白血病と診
断された。苦しい闘病生活の中、鶴を折り、周りの人に心配させないよう
に元気にふるまっていた禎子さんだったが、その後亡くなってしまった。禎
子さんのように、被爆した人はいつ病気を発症してもおかしくない状況で
生きていたと思うと、原爆の恐ろしさをより強く感じた。

１年生は５月に名古屋城・名古屋港水族館に出かけました。出身小学校が異なる生徒で班を作
り、クイズラリーや施設の見学といった活動を通して交流を深めました。

【全校一斉での道徳授業】　
ゲストティーチャー神野大地選手から
実際にお話を聞きました。
生徒は、神野選手の姿から今後の自

分の生き方について考えました。

【各クラスでの道徳授業】
２年生の道徳教科書にある『箱根駅伝
に挑む』をもとに、各クラスで授業を行
い、テーマについて考えました。

教育の広場

弥富北中学校　山下　唯愛
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▼休止期間
　10 月 11 日（火）～ 15 日（土）
　いこいの里　☎69－1600

トレーニング室をご利用いた
だくには、初回に無料のトレー
ニング講習会（器具説明など）
を受講いただく必要があります。
なお、小学生以下のご利用はで
きません。
また、新型コロナウイルス感
染症拡大防止のため、各種制限
や注意事項がありますので、ご
利用する際は、必ず「感染症対
策特設サイト」にてご確認いた
だくか、直接お問い合わせくだ
さい。
▼利用料
　大人 300 円・中学生 150 円
①10：00～②14：30～③18：30～

※講習は 1 時間半程かかります。
※予定は変更になる場合があり
ます。
※運動のできる服装と上履きを
お持ちください。
※初回は予約が必要です。
　TKE スポーツセンター
　☎52－2110

　（一般）
　10 月１日（土）～令和５年１
　月６日（金）
　・　
自衛隊愛知地方協力本部　
一宮地域事務所
一宮市大江二丁目１番地 18
ワキタビル２階

　☎（0586）73－7522

▼訓練期間
令和５年１月 11 日（水）～６
月 27 日（火）（６カ月）

▼選　考
筆記試験、面接（12月８日（木））

▼対　象 　
公共職業安定所（ハローワー
ク）で求職登録をしており、
訓練受講が必要と認められ、
自動車運転免許（普通自動車
以上）を取得している人。

▼定　員 　
20 人

▼受講料 　
無料（ただし教科書、作業服
代などは負担）

▼申し込み
10 月 ３ 日（月）か ら 11 月
30 日（水）までに、入所願書（ハ
ローワークで配布）に必要事
項を記入し、居住地を管轄す
るハローワークに提出してく
ださい。

▼その他
説明会をポリテクセンター名
古屋港で 10 月 19 日（水）、
11 月９日（水）、16 日（水）
の午前９時 30 分から実施（予
約不要）

　ポリテクセンター名古屋港
　名古屋市港区潮凪町 3 番地　
　☎（052）381－2775

今年も 10 月１日より、赤い羽
根共同募金が始まります。期間
中は、市内にて募金活動を実施
させていただいております。集
まった募金は、市内で行われる
さまざまな福祉活動や、災害時
の被災者支援活動にも使われま
す。今年も、皆さんのご支援、
よろしくお願いします。
　市共同募金委員会
〒498－0021
鯏浦町上本田 95 番地１

　☎65－8105
　　65－8002

▼と　き　
　11 月６日（日）
▼内　容　
名古屋・熱田神宮から三重・
伊勢神宮までの 106.8km で
「第 54 回全日本大学駅伝対校
選手権大会」が開催されます。
当日は国道 23 号線などで交通
規制を実施します。また、新
型コロナウイルス感染症拡大
防止のため、沿道での観戦や
応援はマスクを着用し、周囲
の人との距離を十分とった上
で発声はお控えください。詳
しくは、大会ホームページを
ご覧ください。

　全日本大学駅伝事務局
☎（052)222－5926

市民文化展の作品を募集しま
す。なお、作品はお一人様一点
とさせていただきます。
▼申込期限　10 月 16 日（日）
▼文化展開催期間　
11 月３日（木・祝）・５日（土）・
６日（日）
午前９時～午後５時（ただし、
最終日は午後３時まで）

▼搬入・搬出日時　
出品申し込みをされた方に個
別にご連絡します。

　市役所生涯学習課（総合社会
教育センター）

東日本大震災を始めとして、
近年大規模な自然災害が多発し
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、地域防災の中心的な役
割を担う「防災リーダー」の養
成講座を開催します。
▼と　き
12 月 10 日（土）
午前９時 30分～午後４時 30分
▼ところ
飛島村役場２階　第３会議室
海部郡飛島村竹之郷三丁目１
番地　
☎97－3461
▼受講対象者
次の全てを満たす者

（1） 満 15 歳以上の方
（2） 津島市、愛西市、弥富市、　
　　あま市、大治町、蟹江町、　
　　飛島村のいずれかの市町村
　　に在住・在勤・在学の方
（3）講座受講後も防災活動に意
　　欲的に取り組んでいただけ
　　る方
▼定　員
　20 人程度（応募者多数の場合
　は抽選）
▼内　容
・災害時のライフラインについて

・家具固定について
・災害時における救命処置に
　ついて
・避難所での病気予防・スト
　レスについて
※講座内容は予告なく変更す
　る場合があります。あらかじ
　めご了承ください。

▼受講料
　無料
▼申し込み方法
市役所防災課の窓口、または
電話での申し込みとなります。

▼申込期限　10 月 28 日（金）
　市役所防災課（内線 483）

川と海のクリーン大作戦の参
加者を募集します
▼と　き
10 月 23 日（日）午前８時か
ら１時間程度（少雨決行）

▼集合場所
小島町（尾張大橋上流付近）

▼実施場所
木曽川左岸河川敷地内

▼内　容
河川敷地内のごみ拾い

▼その他
動きやすい服装と運動靴など
を着用してください

　・　市役所土木課（内線 274）

　
令和４年度海部南部水道企業
団職員採用候補者試験（令和５
年度採用）を次のとおり実施し
ます。
▼募集職種・人員
　一般事務職　１人程度

地などを通行しているときを
除き、ハイビームにして、歩
行者などを少しでも早く発見
するようにしましょう。ただ
し、対向車と行き交うときや、
他の車の直後を通行している
ときは、前照灯を減光するか、
ロービームに切り替えなけれ
ばなりません。

〇交通量の多い市街地の道路な
どでは、前照灯をロービーム
に切り替えて運転しましょう。
また、対向車のライトがまぶ
しいときは、視点をやや左前
方に移して、目がくらまない
ようにしましょう。

〇見通しの悪い交差点やカーブ
などの手前では、前照灯を上
向きにするか点滅させて、他
の車や歩行者に交差点への接
近を知らせましょう。

　蟹江警察署　☎95－0110　
　市役所市民協働課（内線 432）

木の葉も日ー日と色づいてま
いりました。先日まで青々とし
ていた空地の雑草も枯れて乾燥
し、燃えやすくなって火災の発
生しやすい状況になります。
今年も消防署では、10 月中頃

から管内全域を巡回して火災危
険のある枯れ草の調査を実施し
ています。乾燥した枯れ草は、
たばこの投げ捨てやたき火など、
ちょっとした小さな火種から燃
え広がって大きな火災になる恐
れがあります。枯れ草がある土
地を所有、管理されている方は
枯れ草の除去を早めにお願いし
ます。
また、火災予防上危険と思わ

れる空き家の調査も同様に実施
しています。放置された空き家
から出火した例もあり、放火さ
れない環境作りにご協力お願い
します。
　海部南部消防組合
海部郡飛島村大宝五丁目182
番地
☎52－0119

フォームからお申し込みくだ
さい。

　愛知県労働福祉課
　☎（052）954－6360

市内犯罪発生状況（令和４年
７月）暫定値

◎ライト・オン運動の推進
　平成 14 年度から愛知県が推進
している夕暮れ時の前照灯早め
点灯運動で、日没時刻のおおむ
ね１時間前に前照灯の点灯を促
す運動です。（雨天・曇天の視界
不良時は昼間でも点灯）
　薄暮時には事故が多く発生し
ますので、早めのライトを点灯
し、自分の車の存在を知らせる
ようにしましょう。
【前照灯早め点灯時刻の目安】

◎夜間における「ハイビーム」
の活用
視認性の悪い夜間における交

通死亡事故など重大な事故の発
生は後を絶ちません。
そこで、夜間におけるドライ

バーの視認性を向上させ、歩行
者などとの交通事故を防止する
ため、対向車や先行車がいない
場合は、前照灯を上向き（ハイ
ビーム）にして適切に活用しま
しょう。
〇前照灯は、交通量の多い市街

▼ところ　
　海南こどもの国　多目的ホール
▼対象者　
　幼児・小学生
▼本事業は、弥富市地域づくり
　補助金の対象事業です。
　おはなしの会「ゆめうさぎ」　
　担当：山口
☎65－6081

ハローワーク津島は、採用に
意欲的な地元企業 26 社（予定）
が参加する、「海部・津島合同就
職フェア」を開催します。
就職氷河期世代の方、令和５

年３月に高校を卒業する方で就
職を希望する方も含め、就職・
転職を目指し就職活動中の方が
対象です。
当日は、新型コロナウイルス

感染症感染防止対策を実施いた
します。マスク着用、検温、換
気および消毒にご協力をお願い
します。
▼と　き
11 月 11 日（金）
午後１時 30 分～４時（午後１
時開場）

▼ところ
津島市文化会館大ホール
津島市藤浪町三丁目 89 番地
10

　ハローワーク津島
企業支援・専門援助部門
☎43－3911

　職業相談部門　☎26－3159

離婚した場合、お二人の婚姻
期間について、厚生年金の支給
額の計算の基となる報酬額を分
割して、年金額をお二人で分割
できます。
原則として離婚後２年以内に

手続きを行っていただく必要が
あるので、お早めに、中村年金
事務所（最寄りの年金事務所）
までご相談ください。
　中村年金事務所お客様相談室
☎（052）453－7200（自動音

いわれる国々ではいくつものこ
とばを話すひとたちがたくさん
います。いくつものことばを話
すことは、本当はそんなにむず
かしいことではないのでは？そ
のことを、講座で話を聞いてい
ただき、ワークショップで実際
に体験していただいて、言語の
習得、人間の可能性、国際交流
のこれからについて、一緒に考
えましょう。
講座＆ワークショップの 2 回

シリーズ。
▼と　き　
●講　座
①10月 27日（木）
　午後７時～８時 30分
②10月 29日（土）
　午前 10時～ 11時 30分

●ワークショップ
①11月 10日（木）
　午後７時～８時 30分
②11月 12日（土）
　午前 10時～ 11時 30分
③11月 19日（土）
　午前 10時～ 11時 30分

▼ところ　
総合社会教育センター３階　
第１、第２和室
▼対象者　
主に子育て中の家族および一
般社会人

▼主　催　
一般財団法人言語交流研究所
ヒッポファミリークラブ

▼後　援　
弥富市、弥富市教育委員会

▼備　考　
参 加 費 無 料、オ ン ラ イ ン
（Zoom）併用
▼定　員　
会場 30 人、オンライン参加
30 人

　・　一般財団法人言語交流研
　究所ヒッポファミリークラブ
　☎（0120）557－761

▼と　き　
10 月 22 日（土）午前 11 時、
午後１時 30 分（2 回上演）

新型コロナウイルス感染症な
どによる不測の事態の際には、
中止にさせていただく場合が
あります。

　愛知県行政書士会
☎（052）931－4068

津島調停協会による無料相談
を実施します。
▼と　き　
10 月 17 日（月）午前 10 時
～午後３時（受け付けは午前
９時 50 分～午後２時 30 分）

▼ところ　
津島市文化会館
津島市藤浪町三丁目 89 番地 10

▼相談内容　
交通事故による損害賠償、金
銭の貸し借り、土地や建物に
関するトラブルや民事上の紛
争など。（離婚、相続など、家
庭内や親族間の問題は取り扱
いません）

▼相談員　
津島簡易裁判所民事調停委員

▼その他　
相談は、無料で秘密は守られ
ます。（予約不要）
なお、離婚、相続など、家庭
内や親族間の問題に関する家
庭裁判所の手続については、
名古屋家庭裁判所の家事手続
案内をご利用ください。

　津島簡易裁判所内津島調停協会
　☎26－2746

世界中にはいろんなことばを
話す人がいます。多言語地域と

声案内「1」の後「2」を押して
ください）

令和４年 10 月１日施行の雇用
保険法の改正により、育児休業
給付金が変わります。
①産後８週以内に取得できる「産
後パパ育休」を対象とする「出
生時育児休業給付金」の創設。

②１歳未満の子の育児休業の分
割取得を受給対象に。

③１歳以後の夫婦交代での育児
休業取得を受給対象に。

　詳しくはハローワーク津島ま
でお問い合わせください。
　ハローワーク津島
　雇用保険課　☎26－3158

ワーク・ライフ・バランスへ
の理解促進を図るため、専門家
による基調講演や、推進企業を
交えたパネルディスカッション
を実施します。
▼と　き　
11 月 15 日（火）
午後１時 30 分～４時（開場：
午後１時）

▼ところ　
ウインクあいち 1202 会議室
名古屋市中村区名駅四丁目４
番地 38

※オンライン（Zoom）でも開催
▼対象者　
企業経営者、管理職、労働者
など

▼定　員　
会場：50 人
オンライン：50 人※先着順

▼費　用　
無料（オンライン参加の通信
料は自己負担）

▼申し込み方法　
11 月９日（水）までに Web

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

愛知県では、毎年 10 月を「ク
リーン排水推進月間」および「浄
化槽強調月間」と定め、家庭で
の生活排水対策や浄化槽の適正
管理などを呼びかけています。
生活排水対策は、一人一人の
取り組みが鍵となります。水環
境に優しい取り組みを続けてい
きましょう。
▼身近な生活排水対策
・食べ残し、飲み残しを減らす
・三角コーナーや水切りネット
で汚れを取り除く
・使用済み油は新聞紙などに吸
わせて可燃ごみとして捨てる
・食器や鍋は目立つ汚れを新聞
紙などで拭き取ってから洗う
・洗剤は適量を使う
▼浄化槽の適正な管理
浄化槽を管理する方は、法令
により保守点検・清掃を実施
し、法定検査を受けなければ
なりません。浄化槽を適正に
維持管理し、大切に使用しま
しょう。
▼法定検査申込先
　（一社）愛知県浄化槽協会　
　☎（052）481－7160
　市役所環境課（内線 232・233）

愛知県では県民の生活環境の
保全等に関する条例第 77 条に基
づき、アイドリング（駐停車中
にエンジンをかけたままにする
こと）が原則禁止となっており
ます。
人との待ち合わせや家庭での
荷降ろしなどで車を駐停車する
ときは、エンジンを止めましょ
う。アイドリングは大気汚染や
騒音など近隣の生活環境に影響
を及ぼす可能性もあります。

▼と　き　
11 月３日（木・祝）・５日（土）・
６日（日）　
午前９時～午後５時（ただし、
最終日は午後３時まで）

▼ところ　
　総合社会教育センター
※ご来場の際にはマスクの着用
をお願いします。

　市役所生涯学習課
　（総合社会教育センター）

▼と　き
　11 月５日（土）
　午前 9 時 30 分～
▼ところ　
総合社会教育センター

▼出演団体　
文化協会に所属している洋楽、
邦楽、舞踊部門の各団体

※ご来場の際にはマスクの着用
をお願いします。

　市役所生涯学習課
　（総合社会教育センター）

　海南こどもの国にて献血活動
を行います。皆さんのご協力を
お願いします。
▼と　き
11 月５日（土）午前 10 時～
11 時 30 分、午後１時～４時

▼ところ
　海南こどもの国
　市役所健康推進課（内線 318）

市内における農業被害を軽減
することを目的として、実施計
画表のとおり有害鳥獣（鳥類）
駆除を実施します。下記のこと
を順守し実施しますので、ご理
解ご協力のほどよろしくお願い
します。
（1） 駆除業務は、海部南部猟友
　　会へ委託します。
（2） 駆除業務は、有資格者にお
　　いて安全かつ適切に実施し

▼対象者
私立高校生の保護者または私
立高校生本人（勤労学生に限
る）で、次の要件を満たす方
①本年 10 月１日から引き続き市
内に住所を有する方
②私立高校の全日制課程・定時
制課程・専修学校の高等課程、
外国人学校の高等課程に準ず
る学校に在籍している方
③本年度の愛知県私立高校授業
料軽減制度による軽減決定ま
たは私立高校奨学資金制度の
貸付決定を受けている方（愛
知県以外の私立高校および外
国人学校の高等課程に準ずる
学校に通学の方はお尋ねくだ
さい）※授業料が全額免除・軽
減になった方を除く
▼補助金の額
私立高校生１人につき年額
10,000 円以内
▼申請方法
申請書に、在籍する高校が発
行した「令和４年度愛知県私
立高校授業料軽減決定通知」
または「私立高校奨学資金貸
与決定通知書」を添付してく
ださい。通知書が発行されな
い学校については、申請時に
申し出てください。また、保
護者名義の預金通帳など口座
振込先を確認できるものを持
参してください。※決定通知書
はコピー可能ですが、返却で
きません。
▼申請期間
11 月１日（火）～ 12 月 20
日（火）

　　ます。
（3） 民家の近隣および人通りの
　　多い場所では実施しません。 
（4） 農地内における捕獲許可指
　　定鳥類のみ駆除を実施しま
　　す。
（5） 駆除は、散弾銃および空気
　　銃（上之割地区、五斗山地
　　区は空砲のみ）を適切に使
　　用し、空薬きょうは回収し
　　ます。
（6） 地域から要請がある場合は、
　　実施計画表の予定以外にも
　　駆除を実施することがあり
　　ます。
（7） その他、駆除における安全
　　管理を徹底します。

　市役所産業振興課
　（内線 252・253）

男性と女性が、職場で、学校で、
地域で、家庭で、それぞれの個
性と能力を発揮できる「男女共
同参画社会」を実現するために
は、政府や地方公共団体だけで
なく、市民の皆さん一人一人の
取り組みが必要です。
この機会に、私たちの周りの

男女のパートナーシップについ
て、考えてみませんか。
また市では「男女ともに輝け

るまちづくりをめざして」を基
本理念として、男女が性別にか
かわりなく、一人一人が持つ個
性と能力を十分に発揮し、自ら
の意思によってあらゆる分野に

参画し、喜びも責任も分かち合
う男女共同参画社会の形成に向
けて取り組んでいます。その一
環として、毎年 10 月の男女共同
参画月間に併せて、未来を担う
市内の小中学生に、男女共同参
画について考えてもらうことを
目的に、ポスター制作を行って
もらい、各校の代表作品を展示
しています。
▼と　き
10 月１日（土）～ 16 日（日）
（月曜日を除く）
▼ところ
　弥富まちなか交流館　
　2 階　市民ギャラリー
市役所市民協働課（内線 434）

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

ステム（※Ｊアラート）を用い
たものです。
▼訓練実施日時
11 月２日（水）午前 10 時頃

▼訓練で行う放送試験
市内 90 箇所に設置されている
防災行政無線から次のように
一斉に放送されます。

○放送内容
＜上りチャイム音＞
「こちらは、広報やとみです。
只今から訓練放送を行いま
す。」
｛＜緊急地震速報チャイム音＞
＋「緊急地震速報。大地震（お
おじしん）です。大地震です。
これは訓練放送です。」｝×３回
「こちらは、広報やとみです。
これで訓練放送を終わりま
す。」
＜下りチャイム音＞

▼申請方法　
市役所学校教育課または十四
山支所、鍋田支所に提出して
ください。
　市役所学校教育課（内線 414）

医療機関などで医療費の一部
負担金の支払いが困難になった
場合、一部負担金の減免または
徴収猶予を一定期間受けられる
制度です。
▼対象となる場合
①震災・風水害・火災などの災
害により、死亡した・障がい
者になった・資産に大きな損
害を受けたとき
②干ばつ・冷害・霜害などによ
り農産物が不作で収入が著し
く減少したとき
③事業・業務の休廃止、失業な
どにより収入が著しく減少し
たとき
④上記事由に類する事由があっ
たとき
▼対象となる方
　次の要件を満たす方
・資産、能力の活用を図っても
生活を維持できない方
・原則、国民健康保険税を滞納
していない方
▼その他
・原則、減免などを受ける場合
は事前に申請が必要です。
・上記の要件に該当する方でも、
世帯の所得状況や他の要件に
よって該当しない場合があり
ます。減免期間や減免額など、
詳細については市役所保険年
金課までご相談ください。
　市役所保険年金課
　（内線 122・123）

いこいの里では、海部地区環
境事務組合の施設点検整備のた
め給湯ができません。このため、
次の期間においてお風呂がご利
用できませんので、ご理解、ご
協力をお願いします。なお、卓
球室などはご利用いただけます。

地球温暖化防止、大気汚染防
止、騒音防止の観点からアイド
リング・ストップにご協力いた
だきますようお願いします。
　市役所環境課（内線 234）

柔軟剤などの香りで頭痛や吐き
気がするという相談があります。
自分にとって快適な香りでも、
不快に感じる人がいることをご
理解ください。
使用量の目安などを参考に、
周囲にもご配慮いただきながら
ご使用ください。
　市役所環境課（内線 234）

▼と　き　
11 月 26 日（土）
午前９時 30 分～ 11 時 30 分
▼ところ　
総合社会教育センター１階　
公民館ホール
▼講　師　
遠山　佳治（名古屋女子大学）
▼内　容　　
八丁味噌、たまり醤油、尾張
大根、名古屋コーチン・・・
東西の食文化圏に挟まれ、東
海地域である愛知県で独特な
食文化を育んだ要因は何だっ
たのか？
風土と歴史の観点で解説します。
▼対　象　
愛知県内にお住まいの方
▼募集定員　100 人（先着）
▼受講料　無料
▼申込期間
10 月 12 日（水）～ 11 月 20
日（日）午前９時～午後５時
月曜日、祝日の翌日は休館日
のため受け付け不可。
▼申し込み方法　
総合社会教育センターにて申
し込み（電話でも可）
▼主　催　
公益財団法人愛知県教育・ス
ポーツ振興財団 愛知県生涯学

習推進センター、弥富市教育
委員会
▼共　催　愛知県教育委員会
▼後　援　名古屋女子大学
　・　総合社会教育センター

「行政相談」をご存じですか？
総務省では国や特殊法人など
の業務について、苦情や要望な
どを受け付ける「行政相談」を
行っています。
この行政相談制度を皆さんに
知っていただき、利用していた
だくため、今年度は、10 月 17
日（月）から 23 日（日）までの
１週間を「行政相談週間」と定
めています。
年 金、保 険、税 金、登 記、環
境衛生、消費者保護、交通安全、
道路、窓口サービスなどについ
て、苦情や要望などがありまし
たら、お気軽にご相談ください。
相談は、無料で秘密は守られ
ます。（予約不要）
▼と　き・ところ　
毎月第４水曜日（11 月は第４
木曜日、12 月は第３水曜日）
午後１時～４時／総合福祉セン
ター
偶数月の第３水曜日午後１時～
４時／十四山総合福祉センター
　市役所総務課（内線 446）

行政書士による無料相談会を
開催します。
▼と　き　
10 月 15 日（土）午前 10 時
～正午、午後 1 時～ 3 時
▼ところ　
津島市生涯学習センター
第 2 会議室

▼相談内容　
遺言・相続、農地転用・開発
申請など許認可手続、戸籍手
続、内容証明、会社定款、入
管関係
▼相談員　
愛知県行政書士会海部支部会員
▼その他　
費用無料、予約不要　天災、

私立高等学校などの授業料
補助金申請のお知らせ

国民健康保険医療費の
一部負担金減免制度

有害鳥獣（鳥類）駆除の
実施について

10 月は愛知県が定める
「男女共同参画月間」です。

防災行政無線（同報無線）を
用いた訓練を行います

TKE スポーツセンター
トレーニング講習会 10 月の予定
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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。
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２日
７日
８日
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23日
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29日
30日

２回目１回目日　程

第 31回市民文化展について

いこいの里のお風呂休止について

第 31回洋邦楽舞発表会について

献血にご協力ください。

お知らせします

鎌島、松名、鍋田

竹田、神戸、海屋、鍋田

稲元、西末広、東末広、鍋田

7日

20日

10日

18日

９日

20日

11月

12月

10月

地　　区実施予定年月日

稲元、西末広、東末広、鍋
田、上之割、五斗山、東亜
鉄鋼周辺（坂中地、馬ケ
地、鮫ケ地、子宝、西蜆）

鎌島、松名、西末広、東末
広、鍋田、上之割、五斗山、
東亜鉄鋼周辺（坂中地、馬ケ
地、鮫ケ地、子宝、西蜆）

竹田、神戸、海屋、鍋田、
上之割、五斗山、東亜鉄鋼
周辺（坂中地、馬ケ地、鮫
ケ地、子宝、西蜆）

▼試験日
①第１次試験　11 月６日（日）
②第２次試験　12 月上旬予定

▼募集要項・申込書の配布
海部南部水道企業団総務課で
配布します。なお、海部南部
水道企業団ホームページから
も入手できます。

▼募集期間
10 月３日（月）～ 18 日（火）
午前８時 30分～午後５時 15分
※郵送の場合も 10 月 18 日（火）
必着

※土・日曜日、祝日を除く
　・
　海部南部水道企業団　総務課
愛西市西條町大池 180 番地

　☎32－3111

▼募集項目
自衛官候補生、防衛大学校学
生（一般）、陸上自衛隊高等工
科学校生徒（推薦）（一般）

▼資　格
・自衛官候補生
採用予定月の１日現在、18 歳
以上 33 歳未満の者
・防衛大学校学生（一般）
高卒者（見込み含む）または
高専 3 年次修了者（見込み含
む）、令和５年４月１日現在、
18 歳以上 21 歳未満の者
・陸上自衛隊高等工科学校生徒
　（推薦）（一般）
中卒（見込み含む）、令和５年
４月１日現在、15 歳以上 17
歳未満の男子
推薦試験の要件は、成績優秀
かつ生徒会活動などに顕著な
実績を修め、学校長が推薦で
きる者

▼受付期間
・自衛官候補生
　年間を通じて受け付け
・防衛大学校学生（一般）
　10 月 26 日（水）まで
・陸上自衛隊高等工科学校生徒
　（推薦）
　10 月１日（土）～ 12 月２日
　（金）
・陸上自衛隊高等工科学校生徒　

10 月は、「里親月間」です。
里親とは、さまざまな事情に

よって自分の家庭で暮らせなく
なった子どもたちを、自分の家
庭に迎え入れて、温かい愛情と
理解を持って養育してくださる
方のことです。
愛知県では、里親になってく

ださる方を募集しています。
詳しくは、愛知県海部児童・

障害者相談センターにお問い合
わせください。
　愛知県海部児童・障害者相談
　センター　☎25－8118

愛知障害者職業能力開発校で
は令和５年１月および４月入校
の訓練生を募集しています。
▼募集する科
①IT スキル科、②OA ビジネス
科、③CAD 設計科、④総合実務
科（知的障がい者対象）、⑤就
業支援科（精神障がい者・発
達障がい者対象）

▼入校月・期間
①～④４月・１年、⑤１月・３カ月
▼応募期間
　11 月 16 日（水）まで
▼選考方法
　筆記試験および面接試験
▼選考日
　12 月９日（金）①、②、③、⑤の
　科目
　12 月 11 日（日）④の科目
　愛知障害者職業能力開発校
豊川市一宮町上新切 33番地 14

　☎（0533）93－2102
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▼休止期間
　10 月 11 日（火）～ 15 日（土）
　いこいの里　☎69－1600

トレーニング室をご利用いた
だくには、初回に無料のトレー
ニング講習会（器具説明など）
を受講いただく必要があります。
なお、小学生以下のご利用はで
きません。
また、新型コロナウイルス感
染症拡大防止のため、各種制限
や注意事項がありますので、ご
利用する際は、必ず「感染症対
策特設サイト」にてご確認いた
だくか、直接お問い合わせくだ
さい。
▼利用料
　大人 300 円・中学生 150 円
①10：00～②14：30～③18：30～

※講習は 1 時間半程かかります。
※予定は変更になる場合があり
ます。
※運動のできる服装と上履きを
お持ちください。
※初回は予約が必要です。
　TKE スポーツセンター
　☎52－2110

　（一般）
　10 月１日（土）～令和５年１
　月６日（金）
　・　
自衛隊愛知地方協力本部　
一宮地域事務所
一宮市大江二丁目１番地 18
ワキタビル２階

　☎（0586）73－7522

▼訓練期間
令和５年１月 11 日（水）～６
月 27 日（火）（６カ月）

▼選　考
筆記試験、面接（12月８日（木））

▼対　象 　
公共職業安定所（ハローワー
ク）で求職登録をしており、
訓練受講が必要と認められ、
自動車運転免許（普通自動車
以上）を取得している人。

▼定　員 　
20 人

▼受講料 　
無料（ただし教科書、作業服
代などは負担）

▼申し込み
10 月 ３ 日（月）か ら 11 月
30 日（水）までに、入所願書（ハ
ローワークで配布）に必要事
項を記入し、居住地を管轄す
るハローワークに提出してく
ださい。

▼その他
説明会をポリテクセンター名
古屋港で 10 月 19 日（水）、
11 月９日（水）、16 日（水）
の午前９時 30 分から実施（予
約不要）

　ポリテクセンター名古屋港
　名古屋市港区潮凪町 3 番地　
　☎（052）381－2775

今年も 10 月１日より、赤い羽
根共同募金が始まります。期間
中は、市内にて募金活動を実施
させていただいております。集
まった募金は、市内で行われる
さまざまな福祉活動や、災害時
の被災者支援活動にも使われま
す。今年も、皆さんのご支援、
よろしくお願いします。
　市共同募金委員会
〒498－0021
鯏浦町上本田 95 番地１

　☎65－8105
　　65－8002

▼と　き　
　11 月６日（日）
▼内　容　
名古屋・熱田神宮から三重・
伊勢神宮までの 106.8km で
「第 54 回全日本大学駅伝対校
選手権大会」が開催されます。
当日は国道 23 号線などで交通
規制を実施します。また、新
型コロナウイルス感染症拡大
防止のため、沿道での観戦や
応援はマスクを着用し、周囲
の人との距離を十分とった上
で発声はお控えください。詳
しくは、大会ホームページを
ご覧ください。

　全日本大学駅伝事務局
☎（052)222－5926

市民文化展の作品を募集しま
す。なお、作品はお一人様一点
とさせていただきます。
▼申込期限　10 月 16 日（日）
▼文化展開催期間　
11 月３日（木・祝）・５日（土）・
６日（日）
午前９時～午後５時（ただし、
最終日は午後３時まで）

▼搬入・搬出日時　
出品申し込みをされた方に個
別にご連絡します。

　市役所生涯学習課（総合社会
教育センター）

東日本大震災を始めとして、
近年大規模な自然災害が多発し
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、地域防災の中心的な役
割を担う「防災リーダー」の養
成講座を開催します。
▼と　き
12 月 10 日（土）
午前９時 30分～午後４時 30分
▼ところ
飛島村役場２階　第３会議室
海部郡飛島村竹之郷三丁目１
番地　
☎97－3461
▼受講対象者
次の全てを満たす者

（1） 満 15 歳以上の方
（2） 津島市、愛西市、弥富市、　
　　あま市、大治町、蟹江町、　
　　飛島村のいずれかの市町村
　　に在住・在勤・在学の方
（3）講座受講後も防災活動に意
　　欲的に取り組んでいただけ
　　る方
▼定　員
　20 人程度（応募者多数の場合
　は抽選）
▼内　容
・災害時のライフラインについて

・家具固定について
・災害時における救命処置に
　ついて
・避難所での病気予防・スト
　レスについて
※講座内容は予告なく変更す
　る場合があります。あらかじ
　めご了承ください。

▼受講料
　無料
▼申し込み方法
市役所防災課の窓口、または
電話での申し込みとなります。

▼申込期限　10 月 28 日（金）
　市役所防災課（内線 483）

川と海のクリーン大作戦の参
加者を募集します
▼と　き
10 月 23 日（日）午前８時か
ら１時間程度（少雨決行）

▼集合場所
小島町（尾張大橋上流付近）

▼実施場所
木曽川左岸河川敷地内

▼内　容
河川敷地内のごみ拾い

▼その他
動きやすい服装と運動靴など
を着用してください

　・　市役所土木課（内線 274）

　
令和４年度海部南部水道企業
団職員採用候補者試験（令和５
年度採用）を次のとおり実施し
ます。
▼募集職種・人員
　一般事務職　１人程度

地などを通行しているときを
除き、ハイビームにして、歩
行者などを少しでも早く発見
するようにしましょう。ただ
し、対向車と行き交うときや、
他の車の直後を通行している
ときは、前照灯を減光するか、
ロービームに切り替えなけれ
ばなりません。
〇交通量の多い市街地の道路な
どでは、前照灯をロービーム
に切り替えて運転しましょう。
また、対向車のライトがまぶ
しいときは、視点をやや左前
方に移して、目がくらまない
ようにしましょう。
〇見通しの悪い交差点やカーブ
などの手前では、前照灯を上
向きにするか点滅させて、他
の車や歩行者に交差点への接
近を知らせましょう。
　蟹江警察署　☎95－0110　
　市役所市民協働課（内線 432）

木の葉も日ー日と色づいてま
いりました。先日まで青々とし
ていた空地の雑草も枯れて乾燥
し、燃えやすくなって火災の発
生しやすい状況になります。
今年も消防署では、10 月中頃
から管内全域を巡回して火災危
険のある枯れ草の調査を実施し
ています。乾燥した枯れ草は、
たばこの投げ捨てやたき火など、
ちょっとした小さな火種から燃
え広がって大きな火災になる恐
れがあります。枯れ草がある土
地を所有、管理されている方は
枯れ草の除去を早めにお願いし
ます。
また、火災予防上危険と思わ
れる空き家の調査も同様に実施
しています。放置された空き家
から出火した例もあり、放火さ
れない環境作りにご協力お願い
します。
　海部南部消防組合
海部郡飛島村大宝五丁目182
番地
☎52－0119

フォームからお申し込みくだ
さい。
　愛知県労働福祉課
　☎（052）954－6360

市内犯罪発生状況（令和４年
７月）暫定値

◎ライト・オン運動の推進
　平成 14 年度から愛知県が推進
している夕暮れ時の前照灯早め
点灯運動で、日没時刻のおおむ
ね１時間前に前照灯の点灯を促
す運動です。（雨天・曇天の視界
不良時は昼間でも点灯）
　薄暮時には事故が多く発生し
ますので、早めのライトを点灯
し、自分の車の存在を知らせる
ようにしましょう。
【前照灯早め点灯時刻の目安】

◎夜間における「ハイビーム」
の活用
視認性の悪い夜間における交
通死亡事故など重大な事故の発
生は後を絶ちません。
そこで、夜間におけるドライ
バーの視認性を向上させ、歩行
者などとの交通事故を防止する
ため、対向車や先行車がいない
場合は、前照灯を上向き（ハイ
ビーム）にして適切に活用しま
しょう。
〇前照灯は、交通量の多い市街

▼ところ　
　海南こどもの国　多目的ホール
▼対象者　
　幼児・小学生
▼本事業は、弥富市地域づくり
　補助金の対象事業です。
　おはなしの会「ゆめうさぎ」　
　担当：山口
☎65－6081

ハローワーク津島は、採用に
意欲的な地元企業 26 社（予定）
が参加する、「海部・津島合同就
職フェア」を開催します。
就職氷河期世代の方、令和５

年３月に高校を卒業する方で就
職を希望する方も含め、就職・
転職を目指し就職活動中の方が
対象です。
当日は、新型コロナウイルス

感染症感染防止対策を実施いた
します。マスク着用、検温、換
気および消毒にご協力をお願い
します。
▼と　き
11 月 11 日（金）
午後１時 30 分～４時（午後１
時開場）

▼ところ
津島市文化会館大ホール
津島市藤浪町三丁目 89 番地
10

　ハローワーク津島
企業支援・専門援助部門
☎43－3911

　職業相談部門　☎26－3159

離婚した場合、お二人の婚姻
期間について、厚生年金の支給
額の計算の基となる報酬額を分
割して、年金額をお二人で分割
できます。
原則として離婚後２年以内に

手続きを行っていただく必要が
あるので、お早めに、中村年金
事務所（最寄りの年金事務所）
までご相談ください。
　中村年金事務所お客様相談室
☎（052）453－7200（自動音

いわれる国々ではいくつものこ
とばを話すひとたちがたくさん
います。いくつものことばを話
すことは、本当はそんなにむず
かしいことではないのでは？そ
のことを、講座で話を聞いてい
ただき、ワークショップで実際
に体験していただいて、言語の
習得、人間の可能性、国際交流
のこれからについて、一緒に考
えましょう。
講座＆ワークショップの 2 回

シリーズ。
▼と　き　
●講　座
①10月 27日（木）
　午後７時～８時 30分
②10月 29日（土）
　午前 10時～ 11時 30分

●ワークショップ
①11月 10日（木）
　午後７時～８時 30分
②11月 12日（土）
　午前 10時～ 11時 30分
③11月 19日（土）
　午前 10時～ 11時 30分

▼ところ　
総合社会教育センター３階　
第１、第２和室
▼対象者　
主に子育て中の家族および一
般社会人

▼主　催　
一般財団法人言語交流研究所
ヒッポファミリークラブ

▼後　援　
弥富市、弥富市教育委員会

▼備　考　
参 加 費 無 料、オ ン ラ イ ン
（Zoom）併用
▼定　員　
会場 30 人、オンライン参加
30 人

　・　一般財団法人言語交流研
　究所ヒッポファミリークラブ
　☎（0120）557－761

▼と　き　
10 月 22 日（土）午前 11 時、
午後１時 30 分（2 回上演）

新型コロナウイルス感染症な
どによる不測の事態の際には、
中止にさせていただく場合が
あります。

　愛知県行政書士会
☎（052）931－4068

津島調停協会による無料相談
を実施します。
▼と　き　
10 月 17 日（月）午前 10 時
～午後３時（受け付けは午前
９時 50 分～午後２時 30 分）

▼ところ　
津島市文化会館
津島市藤浪町三丁目 89 番地 10

▼相談内容　
交通事故による損害賠償、金
銭の貸し借り、土地や建物に
関するトラブルや民事上の紛
争など。（離婚、相続など、家
庭内や親族間の問題は取り扱
いません）

▼相談員　
津島簡易裁判所民事調停委員

▼その他　
相談は、無料で秘密は守られ
ます。（予約不要）
なお、離婚、相続など、家庭
内や親族間の問題に関する家
庭裁判所の手続については、
名古屋家庭裁判所の家事手続
案内をご利用ください。

　津島簡易裁判所内津島調停協会
　☎26－2746

世界中にはいろんなことばを
話す人がいます。多言語地域と

その香り困っている
人がいるかも？

声案内「1」の後「2」を押して
ください）

令和４年 10 月１日施行の雇用
保険法の改正により、育児休業
給付金が変わります。
①産後８週以内に取得できる「産
後パパ育休」を対象とする「出
生時育児休業給付金」の創設。
②１歳未満の子の育児休業の分
割取得を受給対象に。
③１歳以後の夫婦交代での育児
休業取得を受給対象に。
　詳しくはハローワーク津島ま
でお問い合わせください。
　ハローワーク津島
　雇用保険課　☎26－3158

ワーク・ライフ・バランスへ
の理解促進を図るため、専門家
による基調講演や、推進企業を
交えたパネルディスカッション
を実施します。
▼と　き　
11 月 15 日（火）
午後１時 30 分～４時（開場：
午後１時）
▼ところ　
ウインクあいち 1202 会議室
名古屋市中村区名駅四丁目４
番地 38
※オンライン（Zoom）でも開催
▼対象者　
企業経営者、管理職、労働者
など
▼定　員　
会場：50 人
オンライン：50 人※先着順
▼費　用　
無料（オンライン参加の通信
料は自己負担）
▼申し込み方法　
11 月９日（水）までに Web

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

愛知県では、毎年 10 月を「ク
リーン排水推進月間」および「浄
化槽強調月間」と定め、家庭で
の生活排水対策や浄化槽の適正
管理などを呼びかけています。
生活排水対策は、一人一人の
取り組みが鍵となります。水環
境に優しい取り組みを続けてい
きましょう。
▼身近な生活排水対策
・食べ残し、飲み残しを減らす
・三角コーナーや水切りネット
で汚れを取り除く
・使用済み油は新聞紙などに吸
わせて可燃ごみとして捨てる
・食器や鍋は目立つ汚れを新聞
紙などで拭き取ってから洗う
・洗剤は適量を使う
▼浄化槽の適正な管理
浄化槽を管理する方は、法令
により保守点検・清掃を実施
し、法定検査を受けなければ
なりません。浄化槽を適正に
維持管理し、大切に使用しま
しょう。
▼法定検査申込先
　（一社）愛知県浄化槽協会　
　☎（052）481－7160
　市役所環境課（内線 232・233）

愛知県では県民の生活環境の
保全等に関する条例第 77 条に基
づき、アイドリング（駐停車中
にエンジンをかけたままにする
こと）が原則禁止となっており
ます。
人との待ち合わせや家庭での
荷降ろしなどで車を駐停車する
ときは、エンジンを止めましょ
う。アイドリングは大気汚染や
騒音など近隣の生活環境に影響
を及ぼす可能性もあります。

絵本をペープサートで＆
しゃぼん玉あそび

「海部・津島合同就職フェア」
開催のお知らせ

▼と　き　
11 月３日（木・祝）・５日（土）・
６日（日）　
午前９時～午後５時（ただし、
最終日は午後３時まで）

▼ところ　
　総合社会教育センター
※ご来場の際にはマスクの着用
をお願いします。

　市役所生涯学習課
　（総合社会教育センター）

▼と　き
　11 月５日（土）
　午前 9 時 30 分～
▼ところ　
総合社会教育センター

▼出演団体　
文化協会に所属している洋楽、
邦楽、舞踊部門の各団体

※ご来場の際にはマスクの着用
をお願いします。

　市役所生涯学習課
　（総合社会教育センター）

　海南こどもの国にて献血活動
を行います。皆さんのご協力を
お願いします。
▼と　き
11 月５日（土）午前 10 時～
11 時 30 分、午後１時～４時

▼ところ
　海南こどもの国
　市役所健康推進課（内線 318）

市内における農業被害を軽減
することを目的として、実施計
画表のとおり有害鳥獣（鳥類）
駆除を実施します。下記のこと
を順守し実施しますので、ご理
解ご協力のほどよろしくお願い
します。
（1） 駆除業務は、海部南部猟友
　　会へ委託します。
（2） 駆除業務は、有資格者にお
　　いて安全かつ適切に実施し

▼対象者
私立高校生の保護者または私
立高校生本人（勤労学生に限
る）で、次の要件を満たす方
①本年 10 月１日から引き続き市
内に住所を有する方
②私立高校の全日制課程・定時
制課程・専修学校の高等課程、
外国人学校の高等課程に準ず
る学校に在籍している方
③本年度の愛知県私立高校授業
料軽減制度による軽減決定ま
たは私立高校奨学資金制度の
貸付決定を受けている方（愛
知県以外の私立高校および外
国人学校の高等課程に準ずる
学校に通学の方はお尋ねくだ
さい）※授業料が全額免除・軽
減になった方を除く
▼補助金の額
私立高校生１人につき年額
10,000 円以内
▼申請方法
申請書に、在籍する高校が発
行した「令和４年度愛知県私
立高校授業料軽減決定通知」
または「私立高校奨学資金貸
与決定通知書」を添付してく
ださい。通知書が発行されな
い学校については、申請時に
申し出てください。また、保
護者名義の預金通帳など口座
振込先を確認できるものを持
参してください。※決定通知書
はコピー可能ですが、返却で
きません。
▼申請期間
11 月１日（火）～ 12 月 20
日（火）

　　ます。
（3） 民家の近隣および人通りの
　　多い場所では実施しません。 
（4） 農地内における捕獲許可指
　　定鳥類のみ駆除を実施しま
　　す。
（5） 駆除は、散弾銃および空気
　　銃（上之割地区、五斗山地
　　区は空砲のみ）を適切に使
　　用し、空薬きょうは回収し
　　ます。
（6） 地域から要請がある場合は、
　　実施計画表の予定以外にも
　　駆除を実施することがあり
　　ます。
（7） その他、駆除における安全
　　管理を徹底します。

　市役所産業振興課
　（内線 252・253）

男性と女性が、職場で、学校で、
地域で、家庭で、それぞれの個
性と能力を発揮できる「男女共
同参画社会」を実現するために
は、政府や地方公共団体だけで
なく、市民の皆さん一人一人の
取り組みが必要です。
この機会に、私たちの周りの

男女のパートナーシップについ
て、考えてみませんか。
また市では「男女ともに輝け

るまちづくりをめざして」を基
本理念として、男女が性別にか
かわりなく、一人一人が持つ個
性と能力を十分に発揮し、自ら
の意思によってあらゆる分野に

参画し、喜びも責任も分かち合
う男女共同参画社会の形成に向
けて取り組んでいます。その一
環として、毎年 10 月の男女共同
参画月間に併せて、未来を担う
市内の小中学生に、男女共同参
画について考えてもらうことを
目的に、ポスター制作を行って
もらい、各校の代表作品を展示
しています。
▼と　き
10 月１日（土）～ 16 日（日）
（月曜日を除く）
▼ところ
　弥富まちなか交流館　
　2 階　市民ギャラリー
市役所市民協働課（内線 434）

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

ステム（※Ｊアラート）を用い
たものです。
▼訓練実施日時
11 月２日（水）午前 10 時頃

▼訓練で行う放送試験
市内 90 箇所に設置されている
防災行政無線から次のように
一斉に放送されます。

○放送内容
＜上りチャイム音＞
「こちらは、広報やとみです。
只今から訓練放送を行いま
す。」
｛＜緊急地震速報チャイム音＞
＋「緊急地震速報。大地震（お
おじしん）です。大地震です。
これは訓練放送です。」｝×３回
「こちらは、広報やとみです。
これで訓練放送を終わりま
す。」
＜下りチャイム音＞

▼申請方法　
市役所学校教育課または十四
山支所、鍋田支所に提出して
ください。
　市役所学校教育課（内線 414）

医療機関などで医療費の一部
負担金の支払いが困難になった
場合、一部負担金の減免または
徴収猶予を一定期間受けられる
制度です。
▼対象となる場合
①震災・風水害・火災などの災
害により、死亡した・障がい
者になった・資産に大きな損
害を受けたとき
②干ばつ・冷害・霜害などによ
り農産物が不作で収入が著し
く減少したとき
③事業・業務の休廃止、失業な
どにより収入が著しく減少し
たとき
④上記事由に類する事由があっ
たとき
▼対象となる方
　次の要件を満たす方
・資産、能力の活用を図っても
生活を維持できない方
・原則、国民健康保険税を滞納
していない方
▼その他
・原則、減免などを受ける場合
は事前に申請が必要です。
・上記の要件に該当する方でも、
世帯の所得状況や他の要件に
よって該当しない場合があり
ます。減免期間や減免額など、
詳細については市役所保険年
金課までご相談ください。
　市役所保険年金課
　（内線 122・123）

いこいの里では、海部地区環
境事務組合の施設点検整備のた
め給湯ができません。このため、
次の期間においてお風呂がご利
用できませんので、ご理解、ご
協力をお願いします。なお、卓
球室などはご利用いただけます。

地球温暖化防止、大気汚染防
止、騒音防止の観点からアイド
リング・ストップにご協力いた
だきますようお願いします。
　市役所環境課（内線 234）

柔軟剤などの香りで頭痛や吐き
気がするという相談があります。
自分にとって快適な香りでも、
不快に感じる人がいることをご
理解ください。
使用量の目安などを参考に、
周囲にもご配慮いただきながら
ご使用ください。
　市役所環境課（内線 234）

▼と　き　
11 月 26 日（土）
午前９時 30 分～ 11 時 30 分
▼ところ　
総合社会教育センター１階　
公民館ホール
▼講　師　
遠山　佳治（名古屋女子大学）
▼内　容　　
八丁味噌、たまり醤油、尾張
大根、名古屋コーチン・・・
東西の食文化圏に挟まれ、東
海地域である愛知県で独特な
食文化を育んだ要因は何だっ
たのか？
風土と歴史の観点で解説します。
▼対　象　
愛知県内にお住まいの方
▼募集定員　100 人（先着）
▼受講料　無料
▼申込期間
10 月 12 日（水）～ 11 月 20
日（日）午前９時～午後５時
月曜日、祝日の翌日は休館日
のため受け付け不可。
▼申し込み方法　
総合社会教育センターにて申
し込み（電話でも可）
▼主　催　
公益財団法人愛知県教育・ス
ポーツ振興財団 愛知県生涯学

習推進センター、弥富市教育
委員会
▼共　催　愛知県教育委員会
▼後　援　名古屋女子大学
　・　総合社会教育センター

「行政相談」をご存じですか？
総務省では国や特殊法人など
の業務について、苦情や要望な
どを受け付ける「行政相談」を
行っています。
この行政相談制度を皆さんに
知っていただき、利用していた
だくため、今年度は、10 月 17
日（月）から 23 日（日）までの
１週間を「行政相談週間」と定
めています。
年 金、保 険、税 金、登 記、環
境衛生、消費者保護、交通安全、
道路、窓口サービスなどについ
て、苦情や要望などがありまし
たら、お気軽にご相談ください。
相談は、無料で秘密は守られ
ます。（予約不要）
▼と　き・ところ　
毎月第４水曜日（11 月は第４
木曜日、12 月は第３水曜日）
午後１時～４時／総合福祉セン
ター
偶数月の第３水曜日午後１時～
４時／十四山総合福祉センター
　市役所総務課（内線 446）

行政書士による無料相談会を
開催します。
▼と　き　
10 月 15 日（土）午前 10 時
～正午、午後 1 時～ 3 時
▼ところ　
津島市生涯学習センター
第 2 会議室
▼相談内容　
遺言・相続、農地転用・開発
申請など許認可手続、戸籍手
続、内容証明、会社定款、入
管関係
▼相談員　
愛知県行政書士会海部支部会員
▼その他　
費用無料、予約不要　天災、

10 月は「クリーン排水推進月間」
および「浄化槽強調月間」です

令和４年度生涯学習地域連携講座
風土と歴史からみた
『愛知の食文化の特質』を探る！

講座＆ワークショップ
「７カ国語で話そう」
ーいろんなことばにふれると英語も
楽しい、そして世界が広がるー

アイドリング・ストップに
ご協力ください。 離婚時の年金分割制度について

ご利用ください「行政相談」

無料調停相談

行政書士無料相談会

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。

▼試験日
①第１次試験　11 月６日（日）
②第２次試験　12 月上旬予定

▼募集要項・申込書の配布
海部南部水道企業団総務課で
配布します。なお、海部南部
水道企業団ホームページから
も入手できます。

▼募集期間
10 月３日（月）～ 18 日（火）
午前８時 30分～午後５時 15分
※郵送の場合も 10 月 18 日（火）
必着

※土・日曜日、祝日を除く
　・
　海部南部水道企業団　総務課
愛西市西條町大池 180 番地

　☎32－3111

▼募集項目
自衛官候補生、防衛大学校学
生（一般）、陸上自衛隊高等工
科学校生徒（推薦）（一般）

▼資　格
・自衛官候補生
採用予定月の１日現在、18 歳
以上 33 歳未満の者
・防衛大学校学生（一般）
高卒者（見込み含む）または
高専 3 年次修了者（見込み含
む）、令和５年４月１日現在、
18 歳以上 21 歳未満の者
・陸上自衛隊高等工科学校生徒
　（推薦）（一般）
中卒（見込み含む）、令和５年
４月１日現在、15 歳以上 17
歳未満の男子
推薦試験の要件は、成績優秀
かつ生徒会活動などに顕著な
実績を修め、学校長が推薦で
きる者

▼受付期間
・自衛官候補生
　年間を通じて受け付け
・防衛大学校学生（一般）
　10 月 26 日（水）まで
・陸上自衛隊高等工科学校生徒
　（推薦）
　10 月１日（土）～ 12 月２日
　（金）
・陸上自衛隊高等工科学校生徒　

10 月は、「里親月間」です。
里親とは、さまざまな事情に

よって自分の家庭で暮らせなく
なった子どもたちを、自分の家
庭に迎え入れて、温かい愛情と
理解を持って養育してくださる
方のことです。
愛知県では、里親になってく

ださる方を募集しています。
詳しくは、愛知県海部児童・

障害者相談センターにお問い合
わせください。
　愛知県海部児童・障害者相談
　センター　☎25－8118

愛知障害者職業能力開発校で
は令和５年１月および４月入校
の訓練生を募集しています。
▼募集する科
①IT スキル科、②OA ビジネス
科、③CAD 設計科、④総合実務
科（知的障がい者対象）、⑤就
業支援科（精神障がい者・発
達障がい者対象）

▼入校月・期間
①～④４月・１年、⑤１月・３カ月
▼応募期間
　11 月 16 日（水）まで
▼選考方法
　筆記試験および面接試験
▼選考日
　12 月９日（金）①、②、③、⑤の
　科目
　12 月 11 日（日）④の科目
　愛知障害者職業能力開発校
豊川市一宮町上新切 33番地 14

　☎（0533）93－2102
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▼休止期間
　10 月 11 日（火）～ 15 日（土）
　いこいの里　☎69－1600

トレーニング室をご利用いた
だくには、初回に無料のトレー
ニング講習会（器具説明など）
を受講いただく必要があります。
なお、小学生以下のご利用はで
きません。
また、新型コロナウイルス感

染症拡大防止のため、各種制限
や注意事項がありますので、ご
利用する際は、必ず「感染症対
策特設サイト」にてご確認いた
だくか、直接お問い合わせくだ
さい。
▼利用料
　大人 300 円・中学生 150 円
①10：00～②14：30～③18：30～

※講習は 1 時間半程かかります。
※予定は変更になる場合があり
ます。

※運動のできる服装と上履きを
お持ちください。

※初回は予約が必要です。
　TKE スポーツセンター
　☎52－2110

　（一般）
　10 月１日（土）～令和５年１
　月６日（金）
　・　
自衛隊愛知地方協力本部　
一宮地域事務所
一宮市大江二丁目１番地 18
ワキタビル２階
　☎（0586）73－7522

▼訓練期間
令和５年１月 11 日（水）～６
月 27 日（火）（６カ月）
▼選　考
筆記試験、面接（12月８日（木））
▼対　象 　
公共職業安定所（ハローワー
ク）で求職登録をしており、
訓練受講が必要と認められ、
自動車運転免許（普通自動車
以上）を取得している人。
▼定　員 　
20 人
▼受講料 　
無料（ただし教科書、作業服
代などは負担）
▼申し込み
10 月 ３ 日（月）か ら 11 月
30 日（水）までに、入所願書（ハ
ローワークで配布）に必要事
項を記入し、居住地を管轄す
るハローワークに提出してく
ださい。
▼その他
説明会をポリテクセンター名
古屋港で 10 月 19 日（水）、
11 月９日（水）、16 日（水）
の午前９時 30 分から実施（予
約不要）
　ポリテクセンター名古屋港
　名古屋市港区潮凪町 3 番地　
　☎（052）381－2775

今年も 10 月１日より、赤い羽
根共同募金が始まります。期間
中は、市内にて募金活動を実施
させていただいております。集
まった募金は、市内で行われる
さまざまな福祉活動や、災害時
の被災者支援活動にも使われま
す。今年も、皆さんのご支援、
よろしくお願いします。
　市共同募金委員会
〒498－0021
鯏浦町上本田 95 番地１

　☎65－8105
　　65－8002

▼と　き　
　11 月６日（日）
▼内　容　
名古屋・熱田神宮から三重・
伊勢神宮までの 106.8km で
「第 54 回全日本大学駅伝対校
選手権大会」が開催されます。
当日は国道 23 号線などで交通
規制を実施します。また、新
型コロナウイルス感染症拡大
防止のため、沿道での観戦や
応援はマスクを着用し、周囲
の人との距離を十分とった上
で発声はお控えください。詳
しくは、大会ホームページを
ご覧ください。

　全日本大学駅伝事務局
☎（052)222－5926

市民文化展の作品を募集しま
す。なお、作品はお一人様一点
とさせていただきます。
▼申込期限　10 月 16 日（日）
▼文化展開催期間　
11 月３日（木・祝）・５日（土）・
６日（日）
午前９時～午後５時（ただし、
最終日は午後３時まで）
▼搬入・搬出日時　
出品申し込みをされた方に個
別にご連絡します。

　市役所生涯学習課（総合社会
教育センター）

東日本大震災を始めとして、
近年大規模な自然災害が多発し
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、地域防災の中心的な役
割を担う「防災リーダー」の養
成講座を開催します。
▼と　き
12 月 10 日（土）
午前９時 30分～午後４時 30分
▼ところ
飛島村役場２階　第３会議室
海部郡飛島村竹之郷三丁目１
番地　
☎97－3461

▼受講対象者
次の全てを満たす者

（1） 満 15 歳以上の方
（2） 津島市、愛西市、弥富市、　
　　あま市、大治町、蟹江町、　
　　飛島村のいずれかの市町村
　　に在住・在勤・在学の方
（3）講座受講後も防災活動に意
　　欲的に取り組んでいただけ
　　る方
▼定　員
　20 人程度（応募者多数の場合
　は抽選）
▼内　容
・災害時のライフラインについて

・家具固定について
・災害時における救命処置に
　ついて
・避難所での病気予防・スト
　レスについて
※講座内容は予告なく変更す
　る場合があります。あらかじ
　めご了承ください。

▼受講料
　無料
▼申し込み方法
市役所防災課の窓口、または
電話での申し込みとなります。

▼申込期限　10 月 28 日（金）
　市役所防災課（内線 483）

川と海のクリーン大作戦の参
加者を募集します
▼と　き
10 月 23 日（日）午前８時か
ら１時間程度（少雨決行）

▼集合場所
小島町（尾張大橋上流付近）

▼実施場所
木曽川左岸河川敷地内

▼内　容
河川敷地内のごみ拾い

▼その他
動きやすい服装と運動靴など
を着用してください

　・　市役所土木課（内線 274）

　
令和４年度海部南部水道企業
団職員採用候補者試験（令和５
年度採用）を次のとおり実施し
ます。
▼募集職種・人員
　一般事務職　１人程度

地などを通行しているときを
除き、ハイビームにして、歩
行者などを少しでも早く発見
するようにしましょう。ただ
し、対向車と行き交うときや、
他の車の直後を通行している
ときは、前照灯を減光するか、
ロービームに切り替えなけれ
ばなりません。
〇交通量の多い市街地の道路な
どでは、前照灯をロービーム
に切り替えて運転しましょう。
また、対向車のライトがまぶ
しいときは、視点をやや左前
方に移して、目がくらまない
ようにしましょう。
〇見通しの悪い交差点やカーブ
などの手前では、前照灯を上
向きにするか点滅させて、他
の車や歩行者に交差点への接
近を知らせましょう。
　蟹江警察署　☎95－0110　
　市役所市民協働課（内線 432）

木の葉も日ー日と色づいてま
いりました。先日まで青々とし
ていた空地の雑草も枯れて乾燥
し、燃えやすくなって火災の発
生しやすい状況になります。
今年も消防署では、10 月中頃
から管内全域を巡回して火災危
険のある枯れ草の調査を実施し
ています。乾燥した枯れ草は、
たばこの投げ捨てやたき火など、
ちょっとした小さな火種から燃
え広がって大きな火災になる恐
れがあります。枯れ草がある土
地を所有、管理されている方は
枯れ草の除去を早めにお願いし
ます。
また、火災予防上危険と思わ
れる空き家の調査も同様に実施
しています。放置された空き家
から出火した例もあり、放火さ
れない環境作りにご協力お願い
します。
　海部南部消防組合
海部郡飛島村大宝五丁目182
番地
☎52－0119

フォームからお申し込みくだ
さい。
　愛知県労働福祉課
　☎（052）954－6360

市内犯罪発生状況（令和４年
７月）暫定値

◎ライト・オン運動の推進
　平成 14 年度から愛知県が推進
している夕暮れ時の前照灯早め
点灯運動で、日没時刻のおおむ
ね１時間前に前照灯の点灯を促
す運動です。（雨天・曇天の視界
不良時は昼間でも点灯）
　薄暮時には事故が多く発生し
ますので、早めのライトを点灯
し、自分の車の存在を知らせる
ようにしましょう。
【前照灯早め点灯時刻の目安】

◎夜間における「ハイビーム」
の活用
視認性の悪い夜間における交
通死亡事故など重大な事故の発
生は後を絶ちません。
そこで、夜間におけるドライ
バーの視認性を向上させ、歩行
者などとの交通事故を防止する
ため、対向車や先行車がいない
場合は、前照灯を上向き（ハイ
ビーム）にして適切に活用しま
しょう。
〇前照灯は、交通量の多い市街

▼ところ　
　海南こどもの国　多目的ホール
▼対象者　
　幼児・小学生
▼本事業は、弥富市地域づくり
　補助金の対象事業です。
　おはなしの会「ゆめうさぎ」　
　担当：山口
☎65－6081

ハローワーク津島は、採用に
意欲的な地元企業 26 社（予定）
が参加する、「海部・津島合同就
職フェア」を開催します。
就職氷河期世代の方、令和５

年３月に高校を卒業する方で就
職を希望する方も含め、就職・
転職を目指し就職活動中の方が
対象です。
当日は、新型コロナウイルス

感染症感染防止対策を実施いた
します。マスク着用、検温、換
気および消毒にご協力をお願い
します。
▼と　き
11 月 11 日（金）
午後１時 30 分～４時（午後１
時開場）

▼ところ
津島市文化会館大ホール
津島市藤浪町三丁目 89 番地
10

　ハローワーク津島
企業支援・専門援助部門
☎43－3911

　職業相談部門　☎26－3159

離婚した場合、お二人の婚姻
期間について、厚生年金の支給
額の計算の基となる報酬額を分
割して、年金額をお二人で分割
できます。
原則として離婚後２年以内に
手続きを行っていただく必要が
あるので、お早めに、中村年金
事務所（最寄りの年金事務所）
までご相談ください。
　中村年金事務所お客様相談室
☎（052）453－7200（自動音

いわれる国々ではいくつものこ
とばを話すひとたちがたくさん
います。いくつものことばを話
すことは、本当はそんなにむず
かしいことではないのでは？そ
のことを、講座で話を聞いてい
ただき、ワークショップで実際
に体験していただいて、言語の
習得、人間の可能性、国際交流
のこれからについて、一緒に考
えましょう。
講座＆ワークショップの 2 回

シリーズ。
▼と　き　
●講　座
①10月 27日（木）
　午後７時～８時 30分
②10月 29日（土）
　午前 10時～ 11時 30分

●ワークショップ
①11月 10日（木）
　午後７時～８時 30分
②11月 12日（土）
　午前 10時～ 11時 30分
③11月 19日（土）
　午前 10時～ 11時 30分

▼ところ　
総合社会教育センター３階　
第１、第２和室
▼対象者　
主に子育て中の家族および一
般社会人

▼主　催　
一般財団法人言語交流研究所
ヒッポファミリークラブ

▼後　援　
弥富市、弥富市教育委員会

▼備　考　
参 加 費 無 料、オ ン ラ イ ン
（Zoom）併用
▼定　員　
会場 30 人、オンライン参加
30 人

　・　一般財団法人言語交流研
　究所ヒッポファミリークラブ
　☎（0120）557－761

▼と　き　
10 月 22 日（土）午前 11 時、
午後１時 30 分（2 回上演）

新型コロナウイルス感染症な
どによる不測の事態の際には、
中止にさせていただく場合が
あります。

　愛知県行政書士会
☎（052）931－4068

津島調停協会による無料相談
を実施します。
▼と　き　
10 月 17 日（月）午前 10 時
～午後３時（受け付けは午前
９時 50 分～午後２時 30 分）

▼ところ　
津島市文化会館
津島市藤浪町三丁目 89 番地 10

▼相談内容　
交通事故による損害賠償、金
銭の貸し借り、土地や建物に
関するトラブルや民事上の紛
争など。（離婚、相続など、家
庭内や親族間の問題は取り扱
いません）

▼相談員　
津島簡易裁判所民事調停委員

▼その他　
相談は、無料で秘密は守られ
ます。（予約不要）
なお、離婚、相続など、家庭
内や親族間の問題に関する家
庭裁判所の手続については、
名古屋家庭裁判所の家事手続
案内をご利用ください。

　津島簡易裁判所内津島調停協会
　☎26－2746

世界中にはいろんなことばを
話す人がいます。多言語地域と

声案内「1」の後「2」を押して
ください）

令和４年 10 月１日施行の雇用
保険法の改正により、育児休業
給付金が変わります。
①産後８週以内に取得できる「産
後パパ育休」を対象とする「出
生時育児休業給付金」の創設。
②１歳未満の子の育児休業の分
割取得を受給対象に。
③１歳以後の夫婦交代での育児
休業取得を受給対象に。
　詳しくはハローワーク津島ま
でお問い合わせください。
　ハローワーク津島
　雇用保険課　☎26－3158

ワーク・ライフ・バランスへ
の理解促進を図るため、専門家
による基調講演や、推進企業を
交えたパネルディスカッション
を実施します。
▼と　き　
11 月 15 日（火）
午後１時 30 分～４時（開場：
午後１時）
▼ところ　
ウインクあいち 1202 会議室
名古屋市中村区名駅四丁目４
番地 38
※オンライン（Zoom）でも開催
▼対象者　
企業経営者、管理職、労働者
など
▼定　員　
会場：50 人
オンライン：50 人※先着順
▼費　用　
無料（オンライン参加の通信
料は自己負担）
▼申し込み方法　
11 月９日（水）までに Web

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

愛知県では、毎年 10 月を「ク
リーン排水推進月間」および「浄
化槽強調月間」と定め、家庭で
の生活排水対策や浄化槽の適正
管理などを呼びかけています。
生活排水対策は、一人一人の
取り組みが鍵となります。水環
境に優しい取り組みを続けてい
きましょう。
▼身近な生活排水対策
・食べ残し、飲み残しを減らす
・三角コーナーや水切りネット
で汚れを取り除く
・使用済み油は新聞紙などに吸
わせて可燃ごみとして捨てる
・食器や鍋は目立つ汚れを新聞
紙などで拭き取ってから洗う
・洗剤は適量を使う
▼浄化槽の適正な管理
浄化槽を管理する方は、法令
により保守点検・清掃を実施
し、法定検査を受けなければ
なりません。浄化槽を適正に
維持管理し、大切に使用しま
しょう。
▼法定検査申込先
　（一社）愛知県浄化槽協会　
　☎（052）481－7160
　市役所環境課（内線 232・233）

愛知県では県民の生活環境の
保全等に関する条例第 77 条に基
づき、アイドリング（駐停車中
にエンジンをかけたままにする
こと）が原則禁止となっており
ます。
人との待ち合わせや家庭での
荷降ろしなどで車を駐停車する
ときは、エンジンを止めましょ
う。アイドリングは大気汚染や
騒音など近隣の生活環境に影響
を及ぼす可能性もあります。

『赤い羽根共同募金』
が始まります

「第１回タウンミーティング」
開催のお知らせ

▼と　き　
11 月３日（木・祝）・５日（土）・
６日（日）　
午前９時～午後５時（ただし、
最終日は午後３時まで）

▼ところ　
　総合社会教育センター
※ご来場の際にはマスクの着用
をお願いします。

　市役所生涯学習課
　（総合社会教育センター）

▼と　き
　11 月５日（土）
　午前 9 時 30 分～
▼ところ　
総合社会教育センター

▼出演団体　
文化協会に所属している洋楽、
邦楽、舞踊部門の各団体

※ご来場の際にはマスクの着用
をお願いします。

　市役所生涯学習課
　（総合社会教育センター）

　海南こどもの国にて献血活動
を行います。皆さんのご協力を
お願いします。
▼と　き
11 月５日（土）午前 10 時～
11 時 30 分、午後１時～４時

▼ところ
　海南こどもの国
　市役所健康推進課（内線 318）

市内における農業被害を軽減
することを目的として、実施計
画表のとおり有害鳥獣（鳥類）
駆除を実施します。下記のこと
を順守し実施しますので、ご理
解ご協力のほどよろしくお願い
します。
（1） 駆除業務は、海部南部猟友
　　会へ委託します。
（2） 駆除業務は、有資格者にお
　　いて安全かつ適切に実施し

▼対象者
私立高校生の保護者または私
立高校生本人（勤労学生に限
る）で、次の要件を満たす方

①本年 10 月１日から引き続き市
内に住所を有する方

②私立高校の全日制課程・定時
制課程・専修学校の高等課程、
外国人学校の高等課程に準ず
る学校に在籍している方

③本年度の愛知県私立高校授業
料軽減制度による軽減決定ま
たは私立高校奨学資金制度の
貸付決定を受けている方（愛
知県以外の私立高校および外
国人学校の高等課程に準ずる
学校に通学の方はお尋ねくだ
さい）※授業料が全額免除・軽
減になった方を除く

▼補助金の額
私立高校生１人につき年額
10,000 円以内

▼申請方法
申請書に、在籍する高校が発
行した「令和４年度愛知県私
立高校授業料軽減決定通知」
または「私立高校奨学資金貸
与決定通知書」を添付してく
ださい。通知書が発行されな
い学校については、申請時に
申し出てください。また、保
護者名義の預金通帳など口座
振込先を確認できるものを持
参してください。※決定通知書
はコピー可能ですが、返却で
きません。

▼申請期間
11 月１日（火）～ 12 月 20
日（火）

　　ます。
（3） 民家の近隣および人通りの
　　多い場所では実施しません。 
（4） 農地内における捕獲許可指
　　定鳥類のみ駆除を実施しま
　　す。
（5） 駆除は、散弾銃および空気
　　銃（上之割地区、五斗山地
　　区は空砲のみ）を適切に使
　　用し、空薬きょうは回収し
　　ます。
（6） 地域から要請がある場合は、
　　実施計画表の予定以外にも
　　駆除を実施することがあり
　　ます。
（7） その他、駆除における安全
　　管理を徹底します。

　市役所産業振興課
　（内線 252・253）

男性と女性が、職場で、学校で、
地域で、家庭で、それぞれの個
性と能力を発揮できる「男女共
同参画社会」を実現するために
は、政府や地方公共団体だけで
なく、市民の皆さん一人一人の
取り組みが必要です。
この機会に、私たちの周りの

男女のパートナーシップについ
て、考えてみませんか。
また市では「男女ともに輝け

るまちづくりをめざして」を基
本理念として、男女が性別にか
かわりなく、一人一人が持つ個
性と能力を十分に発揮し、自ら
の意思によってあらゆる分野に

参画し、喜びも責任も分かち合
う男女共同参画社会の形成に向
けて取り組んでいます。その一
環として、毎年 10 月の男女共同
参画月間に併せて、未来を担う
市内の小中学生に、男女共同参
画について考えてもらうことを
目的に、ポスター制作を行って
もらい、各校の代表作品を展示
しています。
▼と　き
10 月１日（土）～ 16 日（日）
（月曜日を除く）
▼ところ
　弥富まちなか交流館　
　2 階　市民ギャラリー
市役所市民協働課（内線 434）

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

ステム（※Ｊアラート）を用い
たものです。
▼訓練実施日時
11 月２日（水）午前 10 時頃

▼訓練で行う放送試験
市内 90 箇所に設置されている
防災行政無線から次のように
一斉に放送されます。

○放送内容
＜上りチャイム音＞
「こちらは、広報やとみです。
只今から訓練放送を行いま
す。」
｛＜緊急地震速報チャイム音＞
＋「緊急地震速報。大地震（お
おじしん）です。大地震です。
これは訓練放送です。」｝×３回
「こちらは、広報やとみです。
これで訓練放送を終わりま
す。」
＜下りチャイム音＞

▼申請方法　
市役所学校教育課または十四
山支所、鍋田支所に提出して
ください。

　市役所学校教育課（内線 414）

医療機関などで医療費の一部
負担金の支払いが困難になった
場合、一部負担金の減免または
徴収猶予を一定期間受けられる
制度です。
▼対象となる場合
①震災・風水害・火災などの災
害により、死亡した・障がい
者になった・資産に大きな損
害を受けたとき

②干ばつ・冷害・霜害などによ
り農産物が不作で収入が著し
く減少したとき

③事業・業務の休廃止、失業な
どにより収入が著しく減少し
たとき

④上記事由に類する事由があっ
たとき

▼対象となる方
　次の要件を満たす方
・資産、能力の活用を図っても
生活を維持できない方
・原則、国民健康保険税を滞納
していない方

▼その他
・原則、減免などを受ける場合
は事前に申請が必要です。
・上記の要件に該当する方でも、
世帯の所得状況や他の要件に
よって該当しない場合があり
ます。減免期間や減免額など、
詳細については市役所保険年
金課までご相談ください。

　市役所保険年金課
　（内線 122・123）

いこいの里では、海部地区環
境事務組合の施設点検整備のた
め給湯ができません。このため、
次の期間においてお風呂がご利
用できませんので、ご理解、ご
協力をお願いします。なお、卓
球室などはご利用いただけます。

地球温暖化防止、大気汚染防
止、騒音防止の観点からアイド
リング・ストップにご協力いた
だきますようお願いします。
　市役所環境課（内線 234）

柔軟剤などの香りで頭痛や吐き
気がするという相談があります。
自分にとって快適な香りでも、
不快に感じる人がいることをご
理解ください。
使用量の目安などを参考に、
周囲にもご配慮いただきながら
ご使用ください。
　市役所環境課（内線 234）

▼と　き　
11 月 26 日（土）
午前９時 30 分～ 11 時 30 分
▼ところ　
総合社会教育センター１階　
公民館ホール
▼講　師　
遠山　佳治（名古屋女子大学）
▼内　容　　
八丁味噌、たまり醤油、尾張
大根、名古屋コーチン・・・
東西の食文化圏に挟まれ、東
海地域である愛知県で独特な
食文化を育んだ要因は何だっ
たのか？
風土と歴史の観点で解説します。
▼対　象　
愛知県内にお住まいの方
▼募集定員　100 人（先着）
▼受講料　無料
▼申込期間
10 月 12 日（水）～ 11 月 20
日（日）午前９時～午後５時
月曜日、祝日の翌日は休館日
のため受け付け不可。
▼申し込み方法　
総合社会教育センターにて申
し込み（電話でも可）
▼主　催　
公益財団法人愛知県教育・ス
ポーツ振興財団 愛知県生涯学

習推進センター、弥富市教育
委員会
▼共　催　愛知県教育委員会
▼後　援　名古屋女子大学
　・　総合社会教育センター

「行政相談」をご存じですか？
総務省では国や特殊法人など
の業務について、苦情や要望な
どを受け付ける「行政相談」を
行っています。
この行政相談制度を皆さんに
知っていただき、利用していた
だくため、今年度は、10 月 17
日（月）から 23 日（日）までの
１週間を「行政相談週間」と定
めています。
年 金、保 険、税 金、登 記、環
境衛生、消費者保護、交通安全、
道路、窓口サービスなどについ
て、苦情や要望などがありまし
たら、お気軽にご相談ください。
相談は、無料で秘密は守られ
ます。（予約不要）
▼と　き・ところ　
毎月第４水曜日（11 月は第４
木曜日、12 月は第３水曜日）
午後１時～４時／総合福祉セン
ター
偶数月の第３水曜日午後１時～
４時／十四山総合福祉センター
　市役所総務課（内線 446）

行政書士による無料相談会を
開催します。
▼と　き　
10 月 15 日（土）午前 10 時
～正午、午後 1 時～ 3 時
▼ところ　
津島市生涯学習センター
第 2 会議室

▼相談内容　
遺言・相続、農地転用・開発
申請など許認可手続、戸籍手
続、内容証明、会社定款、入
管関係
▼相談員　
愛知県行政書士会海部支部会員
▼その他　
費用無料、予約不要　天災、

知らせ合う　早めのライトと反射材
～夕暮れ時と夜間の歩行中・
自転車乗用中の交通事故を
なくそう～

育児休業給付金が改正されます！

枯れ草除去のお願い

蟹江警察署からのお知らせ
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海部地方防災リーダー養成
講座受講者募集について

川と海のクリーン大作戦の
参加者募集

海部南部水道企業団職員
採用候補者試験案内

第 31回市民文化展の作品募集

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
▼試験日
①第１次試験　11 月６日（日）
②第２次試験　12 月上旬予定
▼募集要項・申込書の配布
海部南部水道企業団総務課で
配布します。なお、海部南部
水道企業団ホームページから
も入手できます。
▼募集期間
10 月３日（月）～ 18 日（火）
午前８時 30分～午後５時 15分
※郵送の場合も 10 月 18 日（火）
必着
※土・日曜日、祝日を除く
　・
　海部南部水道企業団　総務課
愛西市西條町大池 180 番地
　☎32－3111

▼募集項目
自衛官候補生、防衛大学校学
生（一般）、陸上自衛隊高等工
科学校生徒（推薦）（一般）
▼資　格
・自衛官候補生
採用予定月の１日現在、18 歳
以上 33 歳未満の者
・防衛大学校学生（一般）
高卒者（見込み含む）または
高専 3 年次修了者（見込み含
む）、令和５年４月１日現在、
18 歳以上 21 歳未満の者
・陸上自衛隊高等工科学校生徒
　（推薦）（一般）
中卒（見込み含む）、令和５年
４月１日現在、15 歳以上 17
歳未満の男子
推薦試験の要件は、成績優秀
かつ生徒会活動などに顕著な
実績を修め、学校長が推薦で
きる者
▼受付期間
・自衛官候補生
　年間を通じて受け付け
・防衛大学校学生（一般）
　10 月 26 日（水）まで
・陸上自衛隊高等工科学校生徒
　（推薦）
　10 月１日（土）～ 12 月２日
　（金）
・陸上自衛隊高等工科学校生徒　

全日本大学駅伝開催

10 月は、「里親月間」です。
里親とは、さまざまな事情に
よって自分の家庭で暮らせなく
なった子どもたちを、自分の家
庭に迎え入れて、温かい愛情と
理解を持って養育してくださる
方のことです。
愛知県では、里親になってく
ださる方を募集しています。
詳しくは、愛知県海部児童・
障害者相談センターにお問い合
わせください。
　愛知県海部児童・障害者相談
　センター　☎25－8118

愛知障害者職業能力開発校で
は令和５年１月および４月入校
の訓練生を募集しています。
▼募集する科
①IT スキル科、②OA ビジネス
科、③CAD 設計科、④総合実務
科（知的障がい者対象）、⑤就
業支援科（精神障がい者・発
達障がい者対象）
▼入校月・期間
①～④４月・１年、⑤１月・３カ月
▼応募期間
　11 月 16 日（水）まで
▼選考方法
　筆記試験および面接試験
▼選考日
　12 月９日（金）①、②、③、⑤の
　科目
　12 月 11 日（日）④の科目
　愛知障害者職業能力開発校
豊川市一宮町上新切 33番地 14
　☎（0533）93－2102
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▼休止期間
　10 月 11 日（火）～ 15 日（土）
　いこいの里　☎69－1600

トレーニング室をご利用いた
だくには、初回に無料のトレー
ニング講習会（器具説明など）
を受講いただく必要があります。
なお、小学生以下のご利用はで
きません。
また、新型コロナウイルス感

染症拡大防止のため、各種制限
や注意事項がありますので、ご
利用する際は、必ず「感染症対
策特設サイト」にてご確認いた
だくか、直接お問い合わせくだ
さい。
▼利用料
　大人 300 円・中学生 150 円
①10：00～②14：30～③18：30～

※講習は 1 時間半程かかります。
※予定は変更になる場合があり
ます。

※運動のできる服装と上履きを
お持ちください。

※初回は予約が必要です。
　TKE スポーツセンター
　☎52－2110

　（一般）
　10 月１日（土）～令和５年１
　月６日（金）
　・　
自衛隊愛知地方協力本部　
一宮地域事務所
一宮市大江二丁目１番地 18
ワキタビル２階
　☎（0586）73－7522

▼訓練期間
令和５年１月 11 日（水）～６
月 27 日（火）（６カ月）
▼選　考
筆記試験、面接（12月８日（木））

▼対　象 　
公共職業安定所（ハローワー
ク）で求職登録をしており、
訓練受講が必要と認められ、
自動車運転免許（普通自動車
以上）を取得している人。
▼定　員 　
20 人
▼受講料 　
無料（ただし教科書、作業服
代などは負担）
▼申し込み
10 月 ３ 日（月）か ら 11 月
30 日（水）までに、入所願書（ハ
ローワークで配布）に必要事
項を記入し、居住地を管轄す
るハローワークに提出してく
ださい。
▼その他
説明会をポリテクセンター名
古屋港で 10 月 19 日（水）、
11 月９日（水）、16 日（水）
の午前９時 30 分から実施（予
約不要）
　ポリテクセンター名古屋港
　名古屋市港区潮凪町 3 番地　
　☎（052）381－2775

今年も 10 月１日より、赤い羽
根共同募金が始まります。期間
中は、市内にて募金活動を実施
させていただいております。集
まった募金は、市内で行われる
さまざまな福祉活動や、災害時
の被災者支援活動にも使われま
す。今年も、皆さんのご支援、
よろしくお願いします。
　市共同募金委員会
〒498－0021
鯏浦町上本田 95 番地１

　☎65－8105
　　65－8002

▼と　き　
　11 月６日（日）
▼内　容　
名古屋・熱田神宮から三重・
伊勢神宮までの 106.8km で
「第 54 回全日本大学駅伝対校
選手権大会」が開催されます。
当日は国道 23 号線などで交通
規制を実施します。また、新
型コロナウイルス感染症拡大
防止のため、沿道での観戦や
応援はマスクを着用し、周囲
の人との距離を十分とった上
で発声はお控えください。詳
しくは、大会ホームページを
ご覧ください。

　全日本大学駅伝事務局
☎（052)222－5926

市民文化展の作品を募集しま
す。なお、作品はお一人様一点
とさせていただきます。
▼申込期限　10 月 16 日（日）
▼文化展開催期間　
11 月３日（木・祝）・５日（土）・
６日（日）
午前９時～午後５時（ただし、
最終日は午後３時まで）
▼搬入・搬出日時　
出品申し込みをされた方に個
別にご連絡します。

　市役所生涯学習課（総合社会
教育センター）

東日本大震災を始めとして、
近年大規模な自然災害が多発し
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、地域防災の中心的な役
割を担う「防災リーダー」の養
成講座を開催します。
▼と　き
12 月 10 日（土）
午前９時 30分～午後４時 30分
▼ところ
飛島村役場２階　第３会議室
海部郡飛島村竹之郷三丁目１
番地　
☎97－3461

▼受講対象者
次の全てを満たす者

（1） 満 15 歳以上の方
（2） 津島市、愛西市、弥富市、　
　　あま市、大治町、蟹江町、　
　　飛島村のいずれかの市町村
　　に在住・在勤・在学の方
（3）講座受講後も防災活動に意
　　欲的に取り組んでいただけ
　　る方
▼定　員
　20 人程度（応募者多数の場合
　は抽選）
▼内　容
・災害時のライフラインについて

・家具固定について
・災害時における救命処置に
　ついて
・避難所での病気予防・スト
　レスについて
※講座内容は予告なく変更す
　る場合があります。あらかじ
　めご了承ください。

▼受講料
　無料
▼申し込み方法
市役所防災課の窓口、または
電話での申し込みとなります。

▼申込期限　10 月 28 日（金）
　市役所防災課（内線 483）

川と海のクリーン大作戦の参
加者を募集します
▼と　き
10 月 23 日（日）午前８時か
ら１時間程度（少雨決行）

▼集合場所
小島町（尾張大橋上流付近）

▼実施場所
木曽川左岸河川敷地内

▼内　容
河川敷地内のごみ拾い

▼その他
動きやすい服装と運動靴など
を着用してください

　・　市役所土木課（内線 274）

　
令和４年度海部南部水道企業
団職員採用候補者試験（令和５
年度採用）を次のとおり実施し
ます。
▼募集職種・人員
　一般事務職　１人程度

地などを通行しているときを
除き、ハイビームにして、歩
行者などを少しでも早く発見
するようにしましょう。ただ
し、対向車と行き交うときや、
他の車の直後を通行している
ときは、前照灯を減光するか、
ロービームに切り替えなけれ
ばなりません。
〇交通量の多い市街地の道路な
どでは、前照灯をロービーム
に切り替えて運転しましょう。
また、対向車のライトがまぶ
しいときは、視点をやや左前
方に移して、目がくらまない
ようにしましょう。
〇見通しの悪い交差点やカーブ
などの手前では、前照灯を上
向きにするか点滅させて、他
の車や歩行者に交差点への接
近を知らせましょう。
　蟹江警察署　☎95－0110　
　市役所市民協働課（内線 432）

木の葉も日ー日と色づいてま
いりました。先日まで青々とし
ていた空地の雑草も枯れて乾燥
し、燃えやすくなって火災の発
生しやすい状況になります。
今年も消防署では、10 月中頃
から管内全域を巡回して火災危
険のある枯れ草の調査を実施し
ています。乾燥した枯れ草は、
たばこの投げ捨てやたき火など、
ちょっとした小さな火種から燃
え広がって大きな火災になる恐
れがあります。枯れ草がある土
地を所有、管理されている方は
枯れ草の除去を早めにお願いし
ます。
また、火災予防上危険と思わ
れる空き家の調査も同様に実施
しています。放置された空き家
から出火した例もあり、放火さ
れない環境作りにご協力お願い
します。
　海部南部消防組合
海部郡飛島村大宝五丁目182
番地
☎52－0119

フォームからお申し込みくだ
さい。
　愛知県労働福祉課
　☎（052）954－6360

市内犯罪発生状況（令和４年
７月）暫定値

◎ライト・オン運動の推進
　平成 14 年度から愛知県が推進
している夕暮れ時の前照灯早め
点灯運動で、日没時刻のおおむ
ね１時間前に前照灯の点灯を促
す運動です。（雨天・曇天の視界
不良時は昼間でも点灯）
　薄暮時には事故が多く発生し
ますので、早めのライトを点灯
し、自分の車の存在を知らせる
ようにしましょう。
【前照灯早め点灯時刻の目安】

◎夜間における「ハイビーム」
の活用
視認性の悪い夜間における交
通死亡事故など重大な事故の発
生は後を絶ちません。
そこで、夜間におけるドライ
バーの視認性を向上させ、歩行
者などとの交通事故を防止する
ため、対向車や先行車がいない
場合は、前照灯を上向き（ハイ
ビーム）にして適切に活用しま
しょう。
〇前照灯は、交通量の多い市街

▼ところ　
　海南こどもの国　多目的ホール
▼対象者　
　幼児・小学生
▼本事業は、弥富市地域づくり
　補助金の対象事業です。
　おはなしの会「ゆめうさぎ」　
　担当：山口
☎65－6081

ハローワーク津島は、採用に
意欲的な地元企業 26 社（予定）
が参加する、「海部・津島合同就
職フェア」を開催します。
就職氷河期世代の方、令和５

年３月に高校を卒業する方で就
職を希望する方も含め、就職・
転職を目指し就職活動中の方が
対象です。
当日は、新型コロナウイルス

感染症感染防止対策を実施いた
します。マスク着用、検温、換
気および消毒にご協力をお願い
します。
▼と　き
11 月 11 日（金）
午後１時 30 分～４時（午後１
時開場）

▼ところ
津島市文化会館大ホール
津島市藤浪町三丁目 89 番地
10

　ハローワーク津島
企業支援・専門援助部門
☎43－3911

　職業相談部門　☎26－3159

離婚した場合、お二人の婚姻
期間について、厚生年金の支給
額の計算の基となる報酬額を分
割して、年金額をお二人で分割
できます。
原則として離婚後２年以内に

手続きを行っていただく必要が
あるので、お早めに、中村年金
事務所（最寄りの年金事務所）
までご相談ください。
　中村年金事務所お客様相談室
☎（052）453－7200（自動音

いわれる国々ではいくつものこ
とばを話すひとたちがたくさん
います。いくつものことばを話
すことは、本当はそんなにむず
かしいことではないのでは？そ
のことを、講座で話を聞いてい
ただき、ワークショップで実際
に体験していただいて、言語の
習得、人間の可能性、国際交流
のこれからについて、一緒に考
えましょう。
講座＆ワークショップの 2 回

シリーズ。
▼と　き　
●講　座
①10月 27日（木）
　午後７時～８時 30分
②10月 29日（土）
　午前 10時～ 11時 30分

●ワークショップ
①11月 10日（木）
　午後７時～８時 30分
②11月 12日（土）
　午前 10時～ 11時 30分
③11月 19日（土）
　午前 10時～ 11時 30分

▼ところ　
総合社会教育センター３階　
第１、第２和室
▼対象者　
主に子育て中の家族および一
般社会人

▼主　催　
一般財団法人言語交流研究所
ヒッポファミリークラブ

▼後　援　
弥富市、弥富市教育委員会

▼備　考　
参 加 費 無 料、オ ン ラ イ ン
（Zoom）併用
▼定　員　
会場 30 人、オンライン参加
30 人

　・　一般財団法人言語交流研
　究所ヒッポファミリークラブ
　☎（0120）557－761

▼と　き　
10 月 22 日（土）午前 11 時、
午後１時 30 分（2 回上演）

新型コロナウイルス感染症な
どによる不測の事態の際には、
中止にさせていただく場合が
あります。

　愛知県行政書士会
☎（052）931－4068

津島調停協会による無料相談
を実施します。
▼と　き　
10 月 17 日（月）午前 10 時
～午後３時（受け付けは午前
９時 50 分～午後２時 30 分）

▼ところ　
津島市文化会館
津島市藤浪町三丁目 89 番地 10

▼相談内容　
交通事故による損害賠償、金
銭の貸し借り、土地や建物に
関するトラブルや民事上の紛
争など。（離婚、相続など、家
庭内や親族間の問題は取り扱
いません）

▼相談員　
津島簡易裁判所民事調停委員

▼その他　
相談は、無料で秘密は守られ
ます。（予約不要）
なお、離婚、相続など、家庭
内や親族間の問題に関する家
庭裁判所の手続については、
名古屋家庭裁判所の家事手続
案内をご利用ください。

　津島簡易裁判所内津島調停協会
　☎26－2746

世界中にはいろんなことばを
話す人がいます。多言語地域と

声案内「1」の後「2」を押して
ください）

令和４年 10 月１日施行の雇用
保険法の改正により、育児休業
給付金が変わります。
①産後８週以内に取得できる「産
後パパ育休」を対象とする「出
生時育児休業給付金」の創設。
②１歳未満の子の育児休業の分
割取得を受給対象に。
③１歳以後の夫婦交代での育児
休業取得を受給対象に。
　詳しくはハローワーク津島ま
でお問い合わせください。
　ハローワーク津島
　雇用保険課　☎26－3158

ワーク・ライフ・バランスへ
の理解促進を図るため、専門家
による基調講演や、推進企業を
交えたパネルディスカッション
を実施します。
▼と　き　
11 月 15 日（火）
午後１時 30 分～４時（開場：
午後１時）
▼ところ　
ウインクあいち 1202 会議室
名古屋市中村区名駅四丁目４
番地 38
※オンライン（Zoom）でも開催
▼対象者　
企業経営者、管理職、労働者
など
▼定　員　
会場：50 人
オンライン：50 人※先着順
▼費　用　
無料（オンライン参加の通信
料は自己負担）
▼申し込み方法　
11 月９日（水）までに Web

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

愛知県では、毎年 10 月を「ク
リーン排水推進月間」および「浄
化槽強調月間」と定め、家庭で
の生活排水対策や浄化槽の適正
管理などを呼びかけています。
生活排水対策は、一人一人の

取り組みが鍵となります。水環
境に優しい取り組みを続けてい
きましょう。
▼身近な生活排水対策
・食べ残し、飲み残しを減らす
・三角コーナーや水切りネット
で汚れを取り除く
・使用済み油は新聞紙などに吸
わせて可燃ごみとして捨てる
・食器や鍋は目立つ汚れを新聞
紙などで拭き取ってから洗う
・洗剤は適量を使う
▼浄化槽の適正な管理
浄化槽を管理する方は、法令
により保守点検・清掃を実施
し、法定検査を受けなければ
なりません。浄化槽を適正に
維持管理し、大切に使用しま
しょう。

▼法定検査申込先
　（一社）愛知県浄化槽協会　
　☎（052）481－7160
　市役所環境課（内線 232・233）

愛知県では県民の生活環境の
保全等に関する条例第 77 条に基
づき、アイドリング（駐停車中
にエンジンをかけたままにする
こと）が原則禁止となっており
ます。
人との待ち合わせや家庭での

荷降ろしなどで車を駐停車する
ときは、エンジンを止めましょ
う。アイドリングは大気汚染や
騒音など近隣の生活環境に影響
を及ぼす可能性もあります。

▼と　き　
11 月３日（木・祝）・５日（土）・
６日（日）　
午前９時～午後５時（ただし、
最終日は午後３時まで）

▼ところ　
　総合社会教育センター
※ご来場の際にはマスクの着用
をお願いします。

　市役所生涯学習課
　（総合社会教育センター）

▼と　き
　11 月５日（土）
　午前 9 時 30 分～
▼ところ　
総合社会教育センター

▼出演団体　
文化協会に所属している洋楽、
邦楽、舞踊部門の各団体

※ご来場の際にはマスクの着用
をお願いします。

　市役所生涯学習課
　（総合社会教育センター）

　海南こどもの国にて献血活動
を行います。皆さんのご協力を
お願いします。
▼と　き
11 月５日（土）午前 10 時～
11 時 30 分、午後１時～４時

▼ところ
　海南こどもの国
　市役所健康推進課（内線 318）

市内における農業被害を軽減
することを目的として、実施計
画表のとおり有害鳥獣（鳥類）
駆除を実施します。下記のこと
を順守し実施しますので、ご理
解ご協力のほどよろしくお願い
します。
（1） 駆除業務は、海部南部猟友
　　会へ委託します。
（2） 駆除業務は、有資格者にお
　　いて安全かつ適切に実施し

▼対象者
私立高校生の保護者または私
立高校生本人（勤労学生に限
る）で、次の要件を満たす方

①本年 10 月１日から引き続き市
内に住所を有する方

②私立高校の全日制課程・定時
制課程・専修学校の高等課程、
外国人学校の高等課程に準ず
る学校に在籍している方

③本年度の愛知県私立高校授業
料軽減制度による軽減決定ま
たは私立高校奨学資金制度の
貸付決定を受けている方（愛
知県以外の私立高校および外
国人学校の高等課程に準ずる
学校に通学の方はお尋ねくだ
さい）※授業料が全額免除・軽
減になった方を除く

▼補助金の額
私立高校生１人につき年額
10,000 円以内

▼申請方法
申請書に、在籍する高校が発
行した「令和４年度愛知県私
立高校授業料軽減決定通知」
または「私立高校奨学資金貸
与決定通知書」を添付してく
ださい。通知書が発行されな
い学校については、申請時に
申し出てください。また、保
護者名義の預金通帳など口座
振込先を確認できるものを持
参してください。※決定通知書
はコピー可能ですが、返却で
きません。

▼申請期間
11 月１日（火）～ 12 月 20
日（火）

　　ます。
（3） 民家の近隣および人通りの
　　多い場所では実施しません。 
（4） 農地内における捕獲許可指
　　定鳥類のみ駆除を実施しま
　　す。
（5） 駆除は、散弾銃および空気
　　銃（上之割地区、五斗山地
　　区は空砲のみ）を適切に使
　　用し、空薬きょうは回収し
　　ます。
（6） 地域から要請がある場合は、
　　実施計画表の予定以外にも
　　駆除を実施することがあり
　　ます。
（7） その他、駆除における安全
　　管理を徹底します。

　市役所産業振興課
　（内線 252・253）

男性と女性が、職場で、学校で、
地域で、家庭で、それぞれの個
性と能力を発揮できる「男女共
同参画社会」を実現するために
は、政府や地方公共団体だけで
なく、市民の皆さん一人一人の
取り組みが必要です。
この機会に、私たちの周りの

男女のパートナーシップについ
て、考えてみませんか。
また市では「男女ともに輝け

るまちづくりをめざして」を基
本理念として、男女が性別にか
かわりなく、一人一人が持つ個
性と能力を十分に発揮し、自ら
の意思によってあらゆる分野に

参画し、喜びも責任も分かち合
う男女共同参画社会の形成に向
けて取り組んでいます。その一
環として、毎年 10 月の男女共同
参画月間に併せて、未来を担う
市内の小中学生に、男女共同参
画について考えてもらうことを
目的に、ポスター制作を行って
もらい、各校の代表作品を展示
しています。
▼と　き
10 月１日（土）～ 16 日（日）
（月曜日を除く）
▼ところ
　弥富まちなか交流館　
　2 階　市民ギャラリー
市役所市民協働課（内線 434）

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

ステム（※Ｊアラート）を用い
たものです。
▼訓練実施日時
11 月２日（水）午前 10 時頃

▼訓練で行う放送試験
市内 90 箇所に設置されている
防災行政無線から次のように
一斉に放送されます。

○放送内容
＜上りチャイム音＞
「こちらは、広報やとみです。
只今から訓練放送を行いま
す。」
｛＜緊急地震速報チャイム音＞
＋「緊急地震速報。大地震（お
おじしん）です。大地震です。
これは訓練放送です。」｝×３回
「こちらは、広報やとみです。
これで訓練放送を終わりま
す。」
＜下りチャイム音＞

▼申請方法　
市役所学校教育課または十四
山支所、鍋田支所に提出して
ください。

　市役所学校教育課（内線 414）

医療機関などで医療費の一部
負担金の支払いが困難になった
場合、一部負担金の減免または
徴収猶予を一定期間受けられる
制度です。
▼対象となる場合
①震災・風水害・火災などの災
害により、死亡した・障がい
者になった・資産に大きな損
害を受けたとき

②干ばつ・冷害・霜害などによ
り農産物が不作で収入が著し
く減少したとき

③事業・業務の休廃止、失業な
どにより収入が著しく減少し
たとき

④上記事由に類する事由があっ
たとき

▼対象となる方
　次の要件を満たす方
・資産、能力の活用を図っても
生活を維持できない方
・原則、国民健康保険税を滞納
していない方

▼その他
・原則、減免などを受ける場合
は事前に申請が必要です。
・上記の要件に該当する方でも、
世帯の所得状況や他の要件に
よって該当しない場合があり
ます。減免期間や減免額など、
詳細については市役所保険年
金課までご相談ください。

　市役所保険年金課
　（内線 122・123）

いこいの里では、海部地区環
境事務組合の施設点検整備のた
め給湯ができません。このため、
次の期間においてお風呂がご利
用できませんので、ご理解、ご
協力をお願いします。なお、卓
球室などはご利用いただけます。

地球温暖化防止、大気汚染防
止、騒音防止の観点からアイド
リング・ストップにご協力いた
だきますようお願いします。
　市役所環境課（内線 234）

柔軟剤などの香りで頭痛や吐き
気がするという相談があります。
自分にとって快適な香りでも、

不快に感じる人がいることをご
理解ください。
使用量の目安などを参考に、

周囲にもご配慮いただきながら
ご使用ください。
　市役所環境課（内線 234）

▼と　き　
11 月 26 日（土）
午前９時 30 分～ 11 時 30 分

▼ところ　
総合社会教育センター１階　
公民館ホール

▼講　師　
遠山　佳治（名古屋女子大学）

▼内　容　　
八丁味噌、たまり醤油、尾張
大根、名古屋コーチン・・・
東西の食文化圏に挟まれ、東
海地域である愛知県で独特な
食文化を育んだ要因は何だっ
たのか？
風土と歴史の観点で解説します。

▼対　象　
愛知県内にお住まいの方

▼募集定員　100 人（先着）
▼受講料　無料
▼申込期間
10 月 12 日（水）～ 11 月 20
日（日）午前９時～午後５時
月曜日、祝日の翌日は休館日
のため受け付け不可。

▼申し込み方法　
総合社会教育センターにて申
し込み（電話でも可）

▼主　催　
公益財団法人愛知県教育・ス
ポーツ振興財団 愛知県生涯学

習推進センター、弥富市教育
委員会

▼共　催　愛知県教育委員会
▼後　援　名古屋女子大学
　・　総合社会教育センター

「行政相談」をご存じですか？
総務省では国や特殊法人など

の業務について、苦情や要望な
どを受け付ける「行政相談」を
行っています。
この行政相談制度を皆さんに

知っていただき、利用していた
だくため、今年度は、10 月 17
日（月）から 23 日（日）までの
１週間を「行政相談週間」と定
めています。
年 金、保 険、税 金、登 記、環

境衛生、消費者保護、交通安全、
道路、窓口サービスなどについ
て、苦情や要望などがありまし
たら、お気軽にご相談ください。
相談は、無料で秘密は守られ

ます。（予約不要）
▼と　き・ところ　
毎月第４水曜日（11 月は第４
木曜日、12 月は第３水曜日）
午後１時～４時／総合福祉セン
ター
偶数月の第３水曜日午後１時～
４時／十四山総合福祉センター
　市役所総務課（内線 446）

行政書士による無料相談会を
開催します。
▼と　き　
10 月 15 日（土）午前 10 時
～正午、午後 1 時～ 3 時

▼ところ　
津島市生涯学習センター
第 2 会議室
▼相談内容　
遺言・相続、農地転用・開発
申請など許認可手続、戸籍手
続、内容証明、会社定款、入
管関係

▼相談員　
愛知県行政書士会海部支部会員

▼その他　
費用無料、予約不要　天災、

ポリテクセンター
名古屋港物流機械運転科
受講生を募集します。

家庭で生活できなくなった
子どもたちのために、
里親になりませんか？

自衛官など募集案内

障害者職業訓練生を募集します。

有料広告

▼試験日
①第１次試験　11 月６日（日）
②第２次試験　12 月上旬予定
▼募集要項・申込書の配布
海部南部水道企業団総務課で
配布します。なお、海部南部
水道企業団ホームページから
も入手できます。
▼募集期間
10 月３日（月）～ 18 日（火）
午前８時 30分～午後５時 15分
※郵送の場合も 10 月 18 日（火）
必着
※土・日曜日、祝日を除く
　・
　海部南部水道企業団　総務課
愛西市西條町大池 180 番地
　☎32－3111

▼募集項目
自衛官候補生、防衛大学校学
生（一般）、陸上自衛隊高等工
科学校生徒（推薦）（一般）
▼資　格
・自衛官候補生
採用予定月の１日現在、18 歳
以上 33 歳未満の者
・防衛大学校学生（一般）
高卒者（見込み含む）または
高専 3 年次修了者（見込み含
む）、令和５年４月１日現在、
18 歳以上 21 歳未満の者
・陸上自衛隊高等工科学校生徒
　（推薦）（一般）
中卒（見込み含む）、令和５年
４月１日現在、15 歳以上 17
歳未満の男子
推薦試験の要件は、成績優秀
かつ生徒会活動などに顕著な
実績を修め、学校長が推薦で
きる者
▼受付期間
・自衛官候補生
　年間を通じて受け付け
・防衛大学校学生（一般）
　10 月 26 日（水）まで
・陸上自衛隊高等工科学校生徒
　（推薦）
　10 月１日（土）～ 12 月２日
　（金）
・陸上自衛隊高等工科学校生徒　

社会福祉協議会に
▼名古屋ヤクルト販売株式会社 様　　　

　　金3,688円
▼北地区民生・児童委員協議会　様

　　　　　　お菓子(16個袋詰め)
▼東地区民生・児童委員協議会　様

　　お菓子(10個袋詰め)

♥ 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。

※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。

　市では、新たな自主財源の確保と企業との連携強化を図るため、十四山スポーツセンターのネー
ミングライツ・パートナーを募集したところ、「ティーケーエンジニアリング株式会社」から応募
があり、有料広告審査委員会で審査を行い、令和４年９月１日に契約を締結しました。
　施設の正式名称に変更はありませんが、広報やとみや市ホームページなどでは愛称を積極的に
使用し、愛称の定着を図ってまいります。
▼ 対象施設　十四山スポーツセンター
▼ パートナー企業名　ティーケーエンジニアリング株式会社
 （所在地：楠三丁目 13 番地２
  代表取締役社長：下村 豊）
▼ 施設愛称　ＴＫＥスポーツセンター
▼ 命名権料（ネーミングライツ料）　年額 66 万円（税込）
▼ 契約期間　５年間（令和４年10月１日～令和９年９月30日）

十四山スポーツセンターの
ネーミングライツ・パートナーが決定しました

十四山スポーツセンターの
ネーミングライツ・パートナーが決定しました

市役所財政課（内線 461）

　令和４年 12 月１日任期満了による弥富市長選
挙を執行いたします。
▼告示日　
　令和４年 11 月 13 日（日）
▼投開票日　
　令和４年 11 月 20 日（日）
つきましては、立候補予定者・運動員などを対
象に、選挙運動および届出などについて説明会
を次のとおり行います。
▼と　き
10 月７日（金）午前９時 30 分から
▼ところ　
市役所３階　大会議室

弥富市長選挙
立候補予定者説明会

選挙
だより

選挙管理委員会
（市役所総務課）（内線 445・446）

10 月は、「里親月間」です。
里親とは、さまざまな事情に
よって自分の家庭で暮らせなく
なった子どもたちを、自分の家
庭に迎え入れて、温かい愛情と
理解を持って養育してくださる
方のことです。
愛知県では、里親になってく
ださる方を募集しています。
詳しくは、愛知県海部児童・
障害者相談センターにお問い合
わせください。
　愛知県海部児童・障害者相談
　センター　☎25－8118

愛知障害者職業能力開発校で
は令和５年１月および４月入校
の訓練生を募集しています。
▼募集する科
①IT スキル科、②OA ビジネス
科、③CAD 設計科、④総合実務
科（知的障がい者対象）、⑤就
業支援科（精神障がい者・発
達障がい者対象）
▼入校月・期間
①～④４月・１年、⑤１月・３カ月
▼応募期間
　11 月 16 日（水）まで
▼選考方法
　筆記試験および面接試験
▼選考日
　12 月９日（金）①、②、③、⑤の
　科目
　12 月 11 日（日）④の科目
　愛知障害者職業能力開発校
豊川市一宮町上新切 33番地 14
　☎（0533）93－2102
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【　　　　     】

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

SPORTSSPORTSSPORTS10/1～11/10
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
市役所図書館☎65－1117

11月14日（月）から24日（木）までの間は、蔵書点検を行う特別整理期間のた
め、休館させていただきます。
休館に伴い11月19日（土）、20日（日）および23日（水・祝）は住民票の写し、
印鑑登録証明書の発行はできませんので、ご了承ください。
また、閉架書庫に所蔵されている資料につきましても、10月24日（月）から11
月24日（木）までの間に蔵書点検を行うため、この期間中はご利用できません。

ストレスリセット
呼吸術

根来　秀行 / 著

星屑
村山　由佳 / 著

１話１分名作
おんどく３６６
主婦の友社 / 編

図 書 名 筆 者 名 など

●とんこつＱ＆Ａ

●ぼくのわたしの
　著作権ずかん

●「女子ボス」のトリセツ

●紙の梟

●先祖探偵

●作家刑事毒島の嘲笑

●目でみる日本史

今村　夏子

森田　盛行

川村　佳子

貫井　徳郎

新川　帆立

中山　七里

岡部　敬史

特別整理期間に伴う休館のお知らせ

■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 毎週月曜日と 11 月 14 日（月）～
　　　　　 24 日（木）
※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 10 月８日（土）　午前 10 時～正午
▼ところ 図書館
▼テキスト　「モモ」(ミヒャエル　エンデ / 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 !!!

▼とびうお杯
　第37回全国少年少女
　水泳競技大会（競泳競技の部）
８月６日（土）～７日（日）
【静岡県浜松市総合水泳場ToBiO】
種目：バタフライ
吉川　弦佑（佐古木）

古市　光汰
（五之三）

▼令和４年度全国高等学校
　総合体育大会
　サッカー競技大会
７月24日（日）～30日（土）
  徳島県ヨコタ上桜スポーツ
  グラウンド
伊藤　凛人（五明）

全国大会出場おめでとう！（敬称略）

『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！

10月８日（土）
～

30日（日）
高校生以上
無料在住・在勤・在学総合社会教育センター

（アリーナ）11月13日(日)
第17回

市バドミントン
交流大会

10月４日（火）
～

11月６日（日）
在住・在勤・在学・卓球協会員

全世代対象：無料

総合社会教育
センター（アリーナ・
第１多目的室）

11月19日(土)第17回
市卓球大会

10月16日（日）
～

11月６日（日）
中学生以上
無料在住・在勤・在学TKEスポーツセンター

（第１アリーナ）11月26日(土)
第17回

市ソフトバレー
ボール大会

10月４日（火）
～

11月13日（日）
高校生以下
無料在住・在学南部コミュニティ

センター12月18日（日）第17回
市剣道大会

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

スポーツ大会結果 （敬称略）
■第17回弥富市柔道大会（9月11日（日）　総合社会教育センター（第二武道場））

【　　　　　  】

▼幸村杯第７回全国女子なぎなた大会
▼幸村杯第７回全国高等学校男子
　　　　　　　  なぎなた選手権大会
８月28日（日）
　和歌山県九度山文化
　スポーツセンター

【　　　　　  】

▼2022いちご一会とちぎ国体
　第77回国民体育大会なぎなた競技
10月２日（日）～４日（火）
　栃木県関東ホーチキ
　にしかた体育館

三浦　里帆
（前ケ平）

野村　樹輝
（鯏浦）

太田　涼矢
（前ケ須）

服部　帆南
（佐古木）

宇佐美　空虹
（五明）

若松　舞
（鎌倉）

三浦　里帆
（前ケ平）

優　勝　岡田　心美
準優勝　小林　阿沙美
第３位　愛知　夏月姫

【中学生女子の部】
優　勝　江上　拓輝
準優勝　北村　豊
第３位　大野　晄太朗

【中学生男子の部】
優　勝　高橋　洸成
準優勝　飯田　大雅
第３位　山口　瑛大

【小学生高学年の部（男子）】
優　勝　大野　倫太朗
準優勝　大野　泰知
第３位　愛知　桃雪姫

【小学生低学年の部（男女混合）】
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がんは早期発見・早期治療が何よりも大切です。新型コロナが流
行しているため、がん検診を控えている方もいるかもしれません。が
ん検診は不要・不急の外出ではありません。まだ、がん検診を受診さ
れていない方は早めの受診をお勧めします。
令和３年度も進行がんを含むがんが発見されています。がんを早
期に発見し、治療を受けることができるよう、コロナ禍においても、
定期的にがん検診や健康診断を受けることが大切です。

●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)

10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

24日（月）

4日(火)

13日（木）

19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４月生まれのお子さんに
個別通知します。26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５月出生児

令和４年１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

10 月号 その482

（海部歯科医師会）

がん検診

妊婦と歯科

※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。　

市に住民登録がある、昭和37年４月２日～昭和54年４月１日生ま
れの男性の方には市から風しん抗体検査および予防接種の無料ク
ーポン券を送付しています。
対象者の方で、まだ抗体検査や予防接種がお済みでない方は、ぜ
ひこの機会にご利用ください。
クーポン券を紛失された方や転入された方は、再交付しますので
市役所健康推進課までご連絡ください。

コロナ禍でも、
がん検診を受けましょう！

風しん抗体検査および定期予防接種（風しん第５期）

～第175回～

　・　市役所健康推進課（内線314・315）

市役所健康推進課（内線312）

妊娠をすると歯ぐきが腫れたり、出血しやすくなったりなどお
口の中のトラブルが増えやすくなります。これは妊娠による女
性ホルモンが急に増えることによって、唾液が粘つくようにな
り歯周病菌が繁殖しやすくなり、菌が増えてしまうことが原因
と言われています。また、つわりにより、気分が悪く歯磨きがし
にくくなったり、食事回数の増加の影響で歯垢が溜まりやすく
なり、妊娠中は、よりむし歯や歯肉炎にかかりやすくなりますの
で、普段以上に口の中を清潔に保てるよう心がけてください。

具体的には食事をしたら毎食後、歯磨きやうがいを行うこ
と、難しければ、気分のいい時に歯磨きを行い、歯磨きができ
ない場合はぶくぶくうがいをしましょう。また食べ物の好みも
変化しやすいので糖分の多い飲食物や酸性食品をだらだら食
べることは控えましょう。妊娠中はこのようなリスクが多いの
ですが自分では気づきにくいため、つわりがおさまる安定期
に妊婦歯科健診を受診しましょう。

妊娠中にできる歯科治療はタイミングによって異なり、妊娠
初期では流産の危険があるため、緊急を要する治療が必要な
場合には応急処置を行います。妊娠5カ月を過ぎて安定期に
入ったら配慮をしつつ通常の治療を受けることができます。妊
娠８カ月を過ぎて後期に入ると緊急以外での治療を控えなけ
ればならないので安定期までに歯科治療を済ませておきまし
ょう。妊娠前もお口の中を清潔に保てるよう歯磨きを丁寧に
行い、定期的に歯科健診を受けることをおすすめします。

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　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9月12日現在）

10/22(土)
11/2(水)
11/9(水)
12/1(木)
12/3(土)
1/11(水)

○
○
○
○
○
○

△
○

○

△
○

○

○

○
○
○
○

○
○

○

△
○

○

○
○

○

○

胃がんリスク骨粗鬆症

○
○
○
○
○
○

○
○
○
○
○
○

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

男性の方へ!  お済みですか？

★がん発見者数
令和２年度

胃がん検診
肺がん検診
大腸がん検診
子宮がん検診
乳がん検診

1人
3人
7人
0人
2人

0人
0人
7人
1人
3人

令和３年度
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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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