
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

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

『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

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

全日本大学駅伝開催
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