
▼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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