
▼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

▼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。

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）
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