
YaToMi AQUA 開館



問い合わせ先（市外局番 0567）

（令和4年10月1日現在）

人口　43,927人（+21）
男　　22,058人（+7）
女　　21,896人（+20）
世帯　18,594　（+21）

新型コロナウイルスワクチン予防接種のご案内

YaToMi AQUA開館
令和３年度決算報告
国民年金からのお知らせ
まちの話題
歴史探訪
市長の部屋

広島研修
栄南小学校
十四山東部小学校
行事予定カレンダー
子どもは宝　やとみのたから
保育のひろば　南部保育所　
SUKUSUKUPLAZA
令和５年度 保育所など入所受付のご案内 
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。

国民健康保険税　　　　５期
後期高齢者医療保険料　５期
介護保険料　　　　　　４期
《納期限：11月 30日 ( 水 )》

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

10 月２日（日）、弥富まちなか交流館ロビーに弥富金魚水族
館（YaToMi AQUA）がオープンしました。新しい 10 基の水
槽群には、とても立派な金魚が泳いでおり、来館者は足を止め
て見入っていました。また、この日はオープン記念で金魚すく
いコーナーが無料で体験でき、とても賑わっていました。
YaToMi AQUA の特集記事（P４・５）もありますので、ぜひ
読んで遊びに来てください。 　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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特集

教育の広場

予約・　 市ワクチン接種コールセンター☎66ー 0097（平日午前8時 30分～午後5時 15分）

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、
県ホームページでご確認ください。

＜愛知県健康フォローアップセンター（受診・相談窓口）＞
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。

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 10 月18 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

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 ( 令和４年10 月18
日時点 ) が経過した方が対象となります。

【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】
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。

順次発送の準備ができ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。

予診票の送付について

生後 6カ月から４歳までのお子さんを対象に、市内医療機関にて初回接種（3 回）を実施しております。順次ご案内を
送付しますが、早く接種を希望される場合は、市役所健康推進課へご連絡ください。

【生後 6 カ月から４歳までの乳幼児ワクチン接種をご希望の方】

▼相談・受診方法
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、「健康フォローアップセンター」
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。

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。

接種のご予約はWeb またはコールセンターでできます。

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】
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これまでゆっくり金魚を観て
いただける施設が少なかったの
で、まずは金魚を観てほしいで
す。
もう一つは、何といっても金
魚すくいです。お子さんはもち
ろんですが、大人の方にも楽し
んでいただけると思います。

木製ルーバーを流線形に設置し、金魚が泳ぐ流れ
と弥富まちなか交流館に来館していただく人の流れ
をイメージしました。
さらに、金魚が持つ揺らぎの効果と間伐材で造作

した木製ルーバーが放つ木の温もりや香りによる癒
しの空間を期待し設置しました。

10月２日、本庁舎南側「弥富まちなか交流館」ロビーに弥富金魚水族館（YaToMi AQUA）がオープンしました。
開館初日は 1,000 人を越す来館者があり、金魚すくいには 500 人を越える参加者がありました。

そんな開館して間もない YaToMi AQUA をご紹介します。

楽しい！きれい！

購入したい金魚があっ
た。家で飼育している金
魚より立派。初めて見る
金魚があった。

やっぱり、金魚すくいで
しょ。

楽しめた。目的の金魚
が狙えて楽しかった。

毎日金魚すくいができる
よ。生き物が好きな人は
来るべし。

飼育や道具の説明をし
てほしい。アクアリウムを
作って！もっと水族館ぽく
した方がいい。
タンチョウのゆるキャラ
を作って話せるようにして
（タンチョウがパクパクし
てるから）。

市役所観光課　☎65－1106（内線 712）　　kanko@city.yatomi.lg.jp　月曜休館

10 基の水槽群の中にリュウキン・タンチョウ・
ランチュウ・サクラニシキ・サクラチョウテンガ
ン・デメキンなどを展示しています。
10 基の水槽以外にも今月の金魚水槽などもあ
り、順番に新たな金魚を展示していく予定です。

　YaToMi AQUA は弥富まちなか交流館１階ロ
ビーを展示スペースとしているため入館料は無料
です。

Q7 Q8

Q4

Q5 Q6

　火曜日から日曜日まで（月曜休館）の午前９時から
午後５時までです。

　開館に向け木製ルーバーに職員有志で制作した
金魚の隠し絵があります。
　どんな種類が隠れているかぜひご覧ください。

　常設金魚すくいコーナーを設けていますので楽し
んでください。

　金魚すくい（受け付け）は、午前９時から午後４時
までの間、誰でも楽しんでいただけます。

スタッフにお尋ねください。

Q1
どんな種類の金魚が展示されてるの？

Q2
いつ行っても見られるの？

Q3
入館料はいくらですか？ 金魚の展示以外には何かあるの？

金魚すくいができるの？ 金魚すくいは何時からできるの？誰でもできる？

無料でできるの？ 金魚すくいをしたことないけど
すくい方は教えてもらえるの？　1 回（ポイ）100 円で数匹ま

で持ち帰ることができます。

担当者へ

本年４月より本庁舎南側の建物を「弥富まちなか
交流館」とし、観光課と歴史民俗資料館が一緒に
執務をしています。
歴史と観光の融合による本市の新たな観光発信
拠点として開設しました。
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　令和３年度歳入歳出決算が、議会において認定されました。市民の皆さんや事業所などから納めていただいた
税金などが、どのように使われたのかをお知らせします。一般会計では歳入決算額 185 億 6,549.1 万円（前年
度比 9.7％減）に対し、歳出決算額 177 億 6,864.2 万円（前年度比 10.6％減）となり、令和４年度へ繰り越した
事業に充てるための財源 1,013.2 万円を除いた実質収支が 7 億 8,671.7 万円の黒字になりました。
　また、令和３年度のみの収支を示す単年度収支は 1 億 3,273.2 万円の黒字となり、その額に実質的な黒字・
赤字の要素である令和３年度中の財政調整基金への積み立てや取り崩しを加味した実質単年度収支は、4 億
4,740.4 万円の黒字になりました。

■総務費
　コミュニティバス運行事業
■民生費
　子ども医療費助成事業
　後期高齢者医療事業
■衛生費
　市営火葬場建設事業
　ごみ収集事業
■農林水産業費
　農業基盤整備事業
■商工費
　企業誘致事業
■土木費
　道路改良事業
■消防費
　海部南部消防組合負担金事務
■教育費
　歴史民俗資料館管理運営事業

1億 1,140.8 万円

1億 8,704.8 万円
4億 9,591.0 万円

7億 2,407.9 万円
2億　213.1 万円

2億 6,491.0 万円

1億 2,125.2 万円

1億 7,181.7 万円

6億 1,476.0 万円

8,820.0 万円

一般会計　歳出（性質別）

一般会計　歳出（目的別）一般会計　歳入

主な歳出事業

人件費
33億5,187.9万円

18.9％

民生費
75億8,871.8万円

42.7%

市税
83億8,780.6万円

45.2%

自主財源
52.2%

依存財源
47.8%

国庫支出金
31億7,423.7万円

17.1%

県支出金
13億6,881.4万円

7.4%

市債
17億8,540.0万円

9.6%

諸収入
2億7,213.8万円
1.5%

総務費
23億6,496.1万円

13.3%

衛生費
20億8,595.9万円

11.8 %

教育費
13億6,913.3万円

7.7%

農林水産業費
11億6,986.6万円

6.6%

扶助費
41億1,773.9万円

23.2％
義務的経費
48.0％

公債費
10億4,750.4万円
5.9％

普通建設事業費
16億5,231.0万円

9.3%

投資的経費
9.3％

その他の経費
42.7％

補助費等
27億6,067.6万円

15.5%

物件費
23億7,474.3万円

13.4%

その他
10億1,399.6万円
5.6%

繰出金
14億4,979.5万円

8.2%

総額
177億6,864.2万円

前年度比
10.6％減

総額
185億6,549.1万円

前年度比
9.7％減

土木費 
9億7,582.9万円
5.5%

公債費 
10億5,010.2万円
5.9%

消防費 
7億1,744.4万円
4.0%

地方交付税
7億3,117.9万円
4.0%

地方消費税交付金
10億6,487.0万円
5.7%

地方譲与税
3億2,020.9万円
1.7%

その他
4億3,691.7万円
2.3%

商工費
2億6,798.0万円
1.5%

その他
1億7,865.0万円
1.0%

繰越金
6億8,608.4万円
3.7%

使用料及び手数料
2億3,153.6万円
1.2%

その他
1億630.1万円
0.6%

　健全化判断比率とは、地方公共団体の財政の健全性に関する比率の公表の制度を設け、当該比率に応じて財政
の早期健全化および財政の再生ならびに公営企業の経営の健全化を図るための行財政上の措置を講ずることによ
り、地方公共団体の財政の健全化に資することを目的とする 「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」に基
づき、各地方公共団体が算出・公表する指標のことです。　
　公表するのは、健全化判断比率のうち、①実質赤字比率、②連結実質赤字比率、③実質公債費比率、④将来負担比
率の４指標と資金不足比率です。
　令和３年度決算に基づき算定された弥富市の健全化判断比率および資金不足比率は、下表のとおりで、全て基
準を下回っておりますが、今後も慎重な財政運営に取り組みます。

　市は令和３年度末現在、特定の目的の
ために９の基金を設けています。大きく
分けると一般会計の基金が６（財政調整基
金など）、資金を運用する基金が１（土地
開発基金）、特別会計の基金が２（国民健
康保険支払準備基金など）あります。

※ 令和３年１月１日現在の弥富市の人口は 44,287 人、世帯数は 18,267 世帯
※ 令和４年１月１日現在の弥富市の人口は 44,051 人、世帯数は 18,371 世帯

※ 資本的収入額が資本的支出額に不足する額 2 億 5,397.7 万円は、過年度分消費
税および地方消費税資本的収支調整額 6,647.4 万円、当年度分消費税および地
方消費税資本的収支調整額 4,547.3 万円および当年度分損益勘定留保資金 1 億
4,203.0 万円で補てんしました。 

基金（将来の蓄え）の状況

特別会計

市債 ( 長期借入金）の借入状況

健全化判断比率などの公表

【一般会計の市債現在高】

健
全
化
判
断
比
率

会　計　名

0.2万円

39億5,497.7万円

6億3,444.3万円

35億9,423.5万円

81億8,365.7万円

15億9,425.5万円

35,998円

87,275円

22億8,943.5万円

51,972円

124,622円

6億9,518.0万円

15,974円

37,347円

0.2万円

38億1,952.5万円

6億3,280.1万円

35億　751.1万円

79億5,983.9万円

歳入決算額 歳出決算額

2年度末現在高

指　標 弥富市 早期健全化基準 財政再生基準
（単位：％）

指　標 企業会計 弥富市 経営健全化基準
（単位：％）

3年度末現在高 増  減

会計区分 2年度末現在高 3年度末現在高 増  減

土 地 取 得

国 民 健 康 保 険

後 期 高 齢 者 医 療

介 護 保 険

合 　 計

企業会計
会　計　名

9億4,640.1万円

8億7,824.4万円

8億8,406.5万円

11億3,804.2万円

収益的収支 資本的収支

下水道事業
収入額

支出額

①実質赤字比率

資金不足比率

農業集落排水事業会計

公共下水道事業会計

13.16 20.00

18.16 30.00②連結実質赤字比率

③実質公債費比率 25.0 35.0

20.00

④将来負担比率 350.0

一 般 会 計

市民１人当たり

１ 世 帯 当 た り

一般会計

企業会計

合　　計

2年度末現在高 3年度末現在高 増  減

市民１人当たり

１世帯当たり

※資金不足比率がない会計は「－（該当なし）」で表示しています。

※実質赤字額、連結実質赤字額がないため「－（該当なし）」で表示しています。

－

－

85.5

5.1

－

－

19,439円

37,968円

7億7,955.8万円

2億621.6万円

9億8,577.4万円

344,817円

826,822円

325,378円

788,854円

151億8,955.5万円

82億312.8万円

233億9,268.3万円

144億999.7万円

79億9,691.2万円

224億690.9万円

令和3年度 決算報告
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国民年金からのお知らせ国民年金からのお知らせ
「社会保険料（国民年金保険料）控除証明書」が送付されます
令和４年分の年末調整や確定申告で、国民年金保険料の社会保険料控除を受けるためには、納

付した国民年金保険料の額を証明する書類の添付が必要となります。

国民年金保険料の産前産後期間の免除制度について

11（いい）月 30（みらい）日は「年金の日」です

◆内容
出産予定日または出産日が属する月の前月から４カ月間の国民年金保険料が免除されます。な
お、多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の３カ月前から６カ月間の国民年金
保険料が免除されます。
出産とは、妊娠85日（４カ月）以上の出産をいいます。（死産、流産、早産された方を含みます。）
産前産後期間として認められた期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に
反映されます。
◆対象者
国民年金第１号被保険者（自営業者など）
◆届け出期間
出産予定日の６カ月前から届け出可能

◆必要書類
母子手帳など（出産後は、市区町村で確認できる場合は不要※）
※別世帯の子の場合、出生証明書など出産日および親子関係を明らかにする書類が必要

市役所保険年金課（内線 124・125）
中村年金事務所　国民年金課　☎（052）453－7200
（自動音声案内に従って「２」を押した後、もう一度「２」を押してください。）

国民年金保険料は、被保険者本人だけではなく、世帯主および配偶者も連帯して納付する義務
があります。世帯主または配偶者としてご家族の国民年金保険料を納付したときは、その全額が
所得税などの社会保険料控除の対象となります。令和４年中に納められたものであれば、過去の
年度分の保険料や追納された保険料も控除の対象となります。
年末調整などの手続きの際に、ご自身の保険料額と合算して申告してください。なお、この場
合には、ご家族分の証明書や領収書を添付する必要があります。

保険料が未納の状態であると、将来（老齢）や万一（障がい・遺族）のときに
年金を受けられなくなります。

令和４年度保険料額（令和４年４月分～令和 5 年３月分）
定額保険料（月額）……16,590 円（年齢や所得に関係なく一律です）　
付加込保険料（月額）……16,990 円（付加保険料（400 円）を上乗せした場合）

◆11月上旬発送：令和４年１月１日から令和４年９月 30 日までの間に国民年金保険料を納付された方
（証明書の内容は、１月から９月末までに納付された分と、10 月から 12 月末までに納付が見込ま
れる分の国民年金保険料額です）
◆２月上旬発送：令和 4 年 10 月１日以降に、今年初めて国民年金保険料を納付された方
（証明書の内容は、10 月から 12 月末までに納付された国民年金保険料額です）
　証明書を紛失したときは、ねんきん加入者ダイヤルまたは年金事務所で再交付の手続きをしてください。

厚生労働省では、「国民お一人お一人、「ねんきんネット」などを活用しながら、高齢期の生活
設計に思いを巡らしていただく日」として、11 月 30 日（いいみらい）を「年金の日」としてい
ます。
この機会に、ご自身の年金記録や年金見込額を確認し、将来の生活設計について考えてみ
ませんか。
「ねんきんネット」をご利用いただくと、パソコンやスマートフォンからいつでもご自身の
年金記録を確認できるほか、さまざまな機能がご利用いただけます。
・ 将来の年金見込額の試算
・ 電子版「ねんきん定期便」の閲覧
・ 受給に関する各種通知書の確認　など

ご利用方法には以下の２つの方法があります。
・マイナポータルからログイン
・日本年金機構のホームページからログイン
詳しくは、日本年金機構ホームページをご覧ください。

○日本年金機構ホームページ（ねんきんネット）
https://www.nenkin.go.jp/n_net/

◆保険料の納付が困難な方は、ご相談ください。
　国民年金には、保険料免除、学生納付特例、納付猶予などの制度があります。
　制度を利用されるには、申請が必要です。詳しくは、中村年金事務所にお問い合わせください。

国民年金保険料は、納付した全額が社会保険料控除の対象となります

保険料は
忘れずに

納めましょう！！

＜ねんきん加入者ダイヤル＞
☎（0570）003－004（ナビダイヤル）
050 から始まる電話でおかけになる場合は　☎（03）6630－2525
▼受付時間　平日：午前 8 時 30 分～午後 7 時
　　　　　　第２土曜日：午前 9 時 30 分～午後 4 時
※日曜日、祝日 ( 第２土曜日を除く )、12 月 29 日から１月３日まではご利用いただけません。

中村年金事務所　国民年金課　（名古屋市中村区太閤一丁目 19 番 46 号）

☎（052）453－7200
（自動音声案内に従って「２」を押した後、もう一度「２」を押してください。）

日本年金機構
ホームページ

9広報やとみ　2022.118 広報やとみ　2022.11



やとみ健康セミナー

10/2
〔日〕

9/15
〔木〕

9/1
〔木〕

「災害時における支援物資の
受入及び配送等に関する協定」
を締結しました

10/6
〔木〕

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 自宅にいるとき、大地震が起きて揺れがおさまりました。
次の行動で正しいのはどれでしょうか？ 答えは下をご覧ください。

テレビやラジオから
情報を集め、余震に
備える

1
とりあえず
窓やドアなどを
開けに行く

2
自宅から一目散に
飛び出し、防災用品や
食料品を買い込む

3

②　地震の揺れにより建物がゆがみ、出入り口が開かなくなることがあります。早めにドアや窓などを開けておきましょう。それができてから、ラジオやテレビなどで正確な情報を集めましょう。 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

市内最高齢者および数え１００歳

の高齢者の方にお祝い状とお祝

い金の贈呈を行いました。

今年は最高齢者１人（満 107 歳
）、数え１００歳の方１８人が対象

で、その

内１２人の方の自宅や介護施設へ
市長が訪問しました。

市長から「これからも元気に長生
きしてください。」と声をかけられ

ていまし

た。

市役所１階と３階保健センターで、市民の健康の維持・向上を目的として、やとみ健康セミナーが開催されました。歯科コーナーでは、かわいいイラストや人形などを用いて講義が行われ、０歳児のお口の健康について楽しく学ぶことができました。また、運動コーナーでは、ご年配の方を中心に参加され、椅子に座ったままできる運動などを指導してもらいました。

夏休みが明けた一日、栄南学区内のみまもり隊「ひまわり」のメンバーと蟹江警察署の署員らが協力して登校中の児童の見守り活動を行いました。
「こどもの安全 パトロール中」と書かれたプレートを手に児童らを安全に誘導しました。

長寿のお祝い！

登下校の安全を
見守る活動

津島人権委員協議会主催の「園
児とのふれあい会」が

白鳥保育所で行われました。

本イベントは園児の思いやりの心
を育む目的のほかに、

今年度はコロナ禍でも園児たち
が楽しめる機会を作りた

いという思いもあり実施されまし
た。

当日は人権マスコットキャラクター
や「人権広報大使」で

あるきんちゃんとのふれあいや撮
影会を行い、大いに盛

り上がりました。

園児とのふれあい会を
開催しました

9/15
〔木〕

弥富市は佐川急便㈱中京支店（小
牧市）と「災害時にお

ける支援物資の受け入れ及び配
送等に関する協定」を締

結しました。
この協定は、大規模災害発生時

に市において支援物

資の受け入れや配送などが困難
となる場合、佐川急便

㈱およびその協力会社が所有す
る倉庫の提供、支援物

資の管理および避難所への配送
などの災害支援などに

ついての事項を定めたものです。

お祝い状を受け取る横井つやさん

（特別養護老人ホーム輪中の郷
内）
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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。

鍋田神明社

伊勢湾台風殉難之碑

木々の葉も見事に色づく季節となりました。皆さ
まにはお元気でお過ごしのことと存じます。

さて、私ごとですが 1962 年 11 月 1 日生まれの寅年です。この誕生日で満 60 歳、還暦と
なります。

還暦とは、干支・十干の組み合わせが 60 年で一巡することから、「元の暦に還る＝還暦」と
呼ばれるようになりました。干支とはご承知のとおり「子・丑・寅・・・」の十二支のことです。
十干とは、「甲・乙・丙・・・」のことです。十干の 10 と十二支の 12 の最小公倍数である 60
年が干支の一回りにあたります。

魔除けの力があるとされる赤いちゃんちゃんこを身に付ける還暦をひとつの節目として、こ
れからも市民の皆さまの安全・安心と幸せを願い走り続けてまいります。

夜寒の折、皆さまのご健康を心よりお祈り申し上げます。｠

市長の部屋

広島で見たもの　―平和記念公園―

平和　－広島研修を通してー

十四山中学校　伊藤　このみ

修研島広
教育の広場

【原爆ドーム】
1915 年に「広島県物産陳列館」として建てられたものが、1945 年 8月6日
午前 8時 15分にアメリカ軍によって原爆が投下され特徴的な骨組みが残り、そ
れを「原爆ドーム」と呼ぶようになったそうです。被爆の苦しみを思い出したくない
ので取り壊してほしい、という声もありましたが、“戦争の悲惨さを伝えていくた
めに残すべきだ”という考えのもとに保存運動が行われました。そして、1966年
に原爆ドームの永久保存が認められ、現在では世界遺産に登録されています。
【残された遺品】
松田敏彦さんは動員先の工場へ行く途中に被爆し、亡くなりました。敏彦さん

は亡くなる際に、「僕がこんなヤケドをしているのでお母さんがかわいそう。」「三分の一をヤケドしているなら死ぬけど、
僕は五分の一だから死なないよ。」と言っていたそうです。敏彦さんの母親が自宅の焼け跡から遺品として拾ったビー
玉が、平和祈念資料館に展示されていました。一発の原爆によって一瞬にして溶けたビー玉から、原爆の威力のすさま
じさを学ぶとともに、敏彦さんが遊んでいたころの楽しい思い出がビー玉に込められているように感じました。
【感想】
私は研修を通して、私たちが恵まれた環境で生きているということに気付かされました。厳しい時代を生き抜いた人々

のおかげで今の私たちの暮らしがあることを学習したので、その人たちへの感謝の気持ちを忘れずに日々を過ごしてい
きます。また、今回学んだことを次の世代に伝えたり、さらに学びを深めたりと、戦争のない世の中が続いていく方法
を考えていきたいと思います。

【原子爆弾とは】
ウランやプルトニウムといった元素に中性子を衝突させると原子核が 2つに分
かれ、エネルギーを放出します。これが核分裂であり、この反応が連鎖的に起こ
ることで巨大なエネルギーが発生します。このエネルギーを兵器に利用したものが
原子爆弾です。この爆弾が広島市に投下されてしまったため、大きな被害を受け
ることになってしまいました。熱線による被害は、爆心地から約 1.2 ㎞の範囲内
では、皮膚が焼き尽くされ、内臓までにも障害を受けたそうです。また、爆心地
から約 3.5km離れた場所でも、素肌の部分は火傷による被害を受けたそうです。
【被爆者のお話】
原爆によって大きな被害を受けた広島市内では、多くの負傷者が亡くなってしまいました。残った人々は焼け残りの
木の板や布などを集めて造った小屋や、外側だけが残ったビル、壊れた防空壕などに住んで生活していたそうです。
また、爆心地から数 km離れていても被害がないということはなく、火傷の被害などにあったという話を聞きました。
火傷を人に見せると嫌がられそうで隠す人も多かったそうです。他には、戦後の食事はおなかを満たすために草を食べ
たりしていたという話も聞くことができました。いろいろなお話を聞くことができましたが、特に被爆者の人たちが伝え
たいことは、“戦争を望む人はいない”ということです。
【感想】
研修を通して、さまざまな資料を見聞きして、原爆ドームは本当に過酷なものを伝えるために残っているのだなと思

いました。怖い資料や話なども多くあり、時折目をそらしたくなりましたが、そらさずに全ての資料や話をじっくりと見
聞きしたことで、戦争の悲惨さがよく分かりました。原子爆弾がどれほど恐ろしいものなのか、それらの被害にあうと
いうことがどういうことなのかなどを学ぶことができました。
今回学んだことや見聞きしたことを基に、戦争のない世界に向けて、今私たちができることを考えていきたいと思い

ました。

十四山中学校　前橋　渉
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   新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止にはまだまだ気を抜くことができませんが、
昨年度に比べてたくさんの行事ができるようになりました。これからも感染防止に努めな
がら、さまざまな取り組みをしていきます。

【　　　　　　　　　　】 【　　　　　　　　　　　】

十四山東部小学校教育の広場
　コロナ禍で、ずっとできなかった行事や授業ができるようになってきました。感染予防
に努めながらの子どもたちの頑張りを紹介します。

　講師として、クロー
バー TVとエイビス（野
球のユニフォームを作
っている会社）に来て
いただきました。「仕事
のやりがいや大変さ」
などを教えていただき
ました。

　雲一つない晴天の中、運動会が行われまし
た。練習の成果を発揮し、子どもたちの頑張り
がたくさんの見られた運動会でした。特に、高
学年の児童、演技だけでなく委員会ごとに自
分の仕事を一生懸命に行う頼もしい十四山東
部小のリーダーたちです。

　快適な陽気の中、プール清掃です。高学年
の児童みんなで、協力して、手際よくプール
清掃を行いました。
　高学年は３年ぶり。１～３年生は初めての水
泳授業。限られた時間数ですが、安全面、健
康面に十分配慮して、水泳指導を進めてきま
した。

　ふれあいタイムは、１～６年生の縦割り班ご
とに、リーダー学年の企画で仲良く楽しく活動
しています。

　道具の使い方と調理
方法を学び、みんなで
協力して進めました。
おいしく食べることが
できました。

　タブレットを活用し
た学習も進めていま
す。新しい学び方に、
みんな興味津々です。

　泥に足をとられたり、
思いどおりに動けなか
ったり。手作業で行う
田植えの体験を行うこ
とができ、子どもたち
は嬉しそうでした。

栄南小学校 教育の広場

　昨年度に比べてより多くの施設や事業所での見学や体験が可能になりました。

　本校では、全校を６つの班に分けたスマイル班による異学年交流をしています。この活動を「ス
マイル班活動」といいます。スマイル班活動ではクイズをしたり、ゲームをしたり、体を動かした
りして友情の輪を広げています。子どもたちが安全・安心に楽しい学校生活を送ることができる
よう工夫した取り組みをしています。

　新型コロナウイルス感染症の影響により、２年間水泳の授業ができませんでしたが、本年度は
行うことができました。水泳の授業が終わり、７月１４日には水難事故から身を守るために着衣水
泳の学習をしました。４・５・６年生が参加しました。

【　　　　　　　　】２年 加賀写真館
町探検

５年 トヨタ産業技術記念館
産業技術史の学習

６年 瑞浪サイエンスワールド
化石掘り体験
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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。

令和4年11 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

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

「右、左、右、後ろ、ＧＯ！」と言いながら、子どもたち
は指さしをして正門や交差点、横断歩道を渡るときに安全
を確かめています。また「危ないから手をつなごう」と必ず
先生や友だちと手をつないで右側を歩くことや信号を守る
ことなど、実際に体験しながら基本的な交通ルールを身に
付けています。毎月実施している「交通安全指導」では、園
外に交通ルールの確認に出かけた後に紙芝居を見たり、「あ
ゆみ教室」ではおまわりさんからお話を聞いたりして、繰
り返し知識を深めています。

保護者会の方に描いていただいた交通安全の看板を
見て「とびだしは危ないね」と友だちと話したり、
運動会に行われる交通安全ゲームでは年長児がクイ
ズに挑戦し、楽しみながら学んだりする姿も見られ
ます。
乳幼児期から交通安全を意識し、大切な命を自分で
守ることができるようにと考えています。

※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　11月8日(火)～15日(火)【必着】
▼対 象 者　1月生まれで1歳から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

  堀田 尚隆ちゃん
（平島町）

ほった なおたか

２歳のお誕生日
おめでとう！

2歳

  安藤 衣音ちゃん
（平島東）

あんどう いと

１歳おめでとう！
大好きだよ☆

１歳

休休館日・運休行事予定カレンダー月11

7

14

21

28

5

12

19

26

8

1

15

22

29

11

4

18

25

9

2

16

23

30

3

10

17

24

休きんちゃんバス

休きんちゃんバス 休きんちゃんバス

休きんちゃんバス

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

市民文化展
（総合社会教育センター）
9：00～17：00

市民文化展
（総合社会教育センター）
9：00～17：00

市民文化展
（総合社会教育センター）
9：00～17：00
洋邦楽舞発表会
（総合社会教育センター）
9：30～

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

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

生活自立支援相談
（市役所）
9:00～正午

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
司法書士による相続に
関する登記手続（予約制）
（十四山総合福祉センター）
13:00～15:00

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

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

名古屋都市計画道路の
変更（案）の縦覧（P20）
28日（月）まで（市役所）
名古屋都市計画生産緑地
地区の変更（案）の縦覧
28日（月）まで（市役所）

消費生活相談（予約制）
（市役所）13:30～16:00
心配ごと相談所
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
行政相談所（総合福祉センター）
13:00～16:00

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

≪納期限≫
国民健康保険税　　　５期
後期高齢者医療保険料　５期
介護保険料　　　　　４期

駅前ふじたクリニック(あま市)
☎４６２－０２２２

森整形外科クリニック（あま市）
☎４４５－５０５０

こじま整形外科(愛西市)
☎２５－９９１１

鈴木整形外科(愛西市)
☎２８－８８３８

わたり整形外科(あま市)
☎４４９－６６９９

後藤整形外科(津島市)
☎２５－５５１１

※手話通訳者の設置　毎週水曜日（市役所福祉課）9：00～12：00

問「心配ごと相談所」、「弁護士による法律相談」、「司法書士による相続に関する登記手続」および「結婚相談」　市社会福祉協議会　☎65－8105

休図書館・歴史民俗資料館

休図書館・歴史民俗資料館

6

20

13

27

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

勤労感謝の日

文化の日

図書館休

図書館休

交通ルールを
身に付けよう

保育
のひろば

南 部 保 育 所

  松野 環紀ちゃん
（鯏浦町）

まつの たまき

これからも元気に
育ってね！

2歳

  小林 楓人ちゃん
（西中地町）

こばやし ふうと

すくすく育ってね！だいすきだよ

2歳

  山田 暖大ちゃん（五之三町）
やまだ ひなた

いつも笑顔でいてね！

１歳

  長谷川 翔大ちゃん
（前ケ須町）

はせがわ しょうた

翔大の笑顔が大好きです！

1歳

  福田 篤斗ちゃん
（鯏浦町）

ふくだ あつと

4兄妹の末っ子。
皆のアイドル。

1歳

  野口 朔楽ちゃん（五明）
のぐち さくら

祝２歳！すくすく大きくなぁれ

2歳

  西川 陽大ちゃん
（又八）

にしかわ ようた

いつも笑顔をありがとう♡

2歳

 加納 由葵ちゃん
（荷之上町）

かのう ゆき

ねぇね達が大好き♡
癒しの末っ子

1歳

  小田 絹華ちゃん
（鯏浦町）

おだ きぬか

絹ちゃん２歳お誕生日
おめでとう

2歳

「ぶっぶっー！」自
動車は

あぶないね。

子どもたちに分か
りやすい

交通安全の絵本を
読んでいます。

「右、左、右、後ろ、GO！」
正門を出るときは、
必ず安全確認するよ。

運転手さんに分かるように、
横断歩道は手をあげて

渡ります。

「とびだしは危ないん
だよ」

保護者会の方に
描いていただいた看板

を見て、

交通安全について
学んでいます。
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入所基準

「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／弥生子育て支援センター　　持ち物／母子手帳

月～金曜日　8:30 ～ 17:00

11 月 14 日（月）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

11月26日（土）
14:00～16:00

11月12日（土）
14:00～16:00
12月10日（土）
14:00～16:00
11月16日（水）
16:00～

11月19日（土）
14:00～16:00

11月19日（土）
14:00～16:00

11月19日（土）
14:00～16:00

11月19日（土）
10:00～10:40

11月19日（土）
11:15～11:55

11月12日（土）
10:00～10:40

11月26日（土）
11:15～11:55

11月12日（土）
11:15～11:55

11月26日（土）
10:00～10:40

11月26日（土）
①13:30～14:30
②14:30～15:30
定員15人

11月26日（土）
①10:00～11:00
②11:00～12:00
定員20人

12月10日（土）
①13:30～14:30
②14:30～15:30
定員15人

12月3日（土）
①10:00～11:00
②11:00～12:00
定員20人

12月 10日（土）
①10:00～11:00
②11:00～12:00
定員20人

12月3日（土）
①13:30～14:30
②14:30～15:30
定員20人

12月10日（土）
10:30～11:00

12月3日（土）
10:30～11:00

12月10日（土）
10:30～11:00

12月10日（土）
10:30～11:00

12月3日（土）
10:30～11:00

12月10日（土）
10:30～11:00

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）
※行事によっては

対象年齢が変わりますので、
各児童館に

お問い合わせください。

★クリスマスリースづくり
【２部制】（小学生対象）

月1回土曜日
10:30～ 11:00

★各児童館共通　開館時間　9:30 ～ 17:00  　休 館  日　日曜日・祝日　

Instagram

児童館だより 11月1日～12月10日

歯みがき教室 

クリスマスの飾りをつくろう 

　保育施設は、保護者の就労や疾病などにより、家庭において十分保育することができない児童 ( 保育
を必要とする児童 ) を保護者に代わって保育をすることを目的とする施設です。

　上記の日時に申込書類を持参の上、お申し込みください。認定こども園弥富はばたき幼稚園を除く保
育所分を受け付けます。

申込期限
11 月 30 日（水）　
※詳細につきましては、申込書類中の「保育所入所申込のしおり」をご覧ください。
※令和５年４月からの入所だけでなく、年度途中に育児休業復帰・職復帰で入所を希望される児童も
　書類が揃い次第受け付けます。

児童の保護者のいずれもが次のいずれかの事由などに該当すること。
①就労　②妊娠、出産　③保護者の疾病、障がい　④同居親族の介護・看護　⑤災害復旧　
⑥求職活動（起業準備を含む。）　⑦就学（職業訓練校などにおける職業訓練を含む。）

転園希望
令和５年４月・５月に転園希望の方は、申込期限までに書類を提出してください。

その他
ひので保育所は、令和６年度末をもって廃園し、令和７年度から公募により
選定された社会福祉法人または学校法人に移管する予定です。
なお、移管後は、認定こども園へ移行します。

直接幼稚園にお尋ねください。　☎67 ー 4008

入所年齢

特別な支援が必要な児童

私的契約児

＜満８カ月＞　南部・桜・大藤・白鳥・栄南・西部・十四山保育所
＜満６カ月＞　ひので保育所・認定こども園弥富はばたき幼稚園保育部
＜満３カ月＞　弥生保育所

入所基準に該当し、集団保育が可能な児童で発達の遅れや、病気・障がいなどによる特別な支援が必要
な場合は、必ず事前に市役所児童課へご相談ください。

市立保育所では、入所基準に該当しない児童について、優先入所区域保育所の定員に余裕がある場合に
限り、私的契約児として受け入れます ( ３歳児以上）。なお、保育無償化の対象外となります。
私的契約児の年度途中入所はできません。

市役所児童課（内線 157） 

認定こども園弥富はばたき幼稚園

申込書類配付場所

入所受付日程
　市役所児童課・十四山支所・各保育所でお渡しします。

受付日

11 月 17 日（木）

11 月 18 日（金）

11 月 24 日（木）～ 25 日（金）
11 月 28 日（月）～ 30 日（水）

受付時間 受付保育所

午後３時～５時

午前８時30分～午後５時15分

午後３時～５時 ひので保育所・大藤保育所
弥生保育所・栄南保育所

市役所　児童課

南部保育所・桜保育所・白鳥保育所
西部保育所・十四山保育所
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ンス推進協議会」では、11 月第
３水曜日を「愛知県内一斉ノー
残業デー」として定め、働き方
を見直す契機となるよう普及啓
発に取り組んでいます。11 月
16 日（水）は、効率的に仕事を
進め定時に退社し、趣味や家族
との団らんなどの時間をお過ご
しください。
　愛知県労働福祉課　
☎（052）954－6360

都市計画の案について、次の
とおり縦覧します。
▼都市計画の種類および名称
①名古屋都市計画道路３・３・
261 号 名古屋第３環状線の変
更（県決定）
②名古屋都市計画道路３・４・
311 号 弥富蟹江名古屋線の変
更（県決定）
③名古屋都市計画道路３・４・
776 号 中央通線の変更（市決
定）
④名古屋都市計画道路３・４・
782 号 弥生通線の変更（市決
定）
⑤名古屋都市計画交通広場　弥
富駅北口交通広場の変更（市
決定）
⑥名古屋都市計画生産緑地の変
更（市決定）
▼縦覧期間
11 月 11 日（金）～ 28 日（月）
土・日曜日、祝日を除く開庁
時間内
▼縦覧場所
市役所都市整備課（本庁舎２階）
愛知県都市計画課（愛知県本
庁舎５階）
※愛知県では県決定のみ縦覧で
きます。
▼意見書の提出
この縦覧は、都市計画法第 17

▼と　き
12 月４日（日）
第一部【表彰式】午後１時 30
分～
共同募金作品・福祉体験作文
コンクール表彰
第二部【映画会】午後２時～
『ブタがいた教室』
▼ところ　
総合社会教育センター　中央
公民館ホール

▼対象者
弥富市民　※入場料無料

▼定　員
先着 230 人　※定員となりま
したら、申し込みを終了させ

年３月 31 日までとし、採用の
有無に関わらず、登録が失効
しますので、再度の登録が必
要となります。

▼申込期間
随時受け付けます。
午前８時 30 分～午後５時 15
分（土・日 曜 日、祝 日、年 末
年始を除く）

　・　市役所人事秘書課（内線
　472・473）

誰もがいつ、どこで病気やけ
がなどで倒れるか分かりません。
倒れている人には一刻も早い

救命処置が必要です。そこにい
るあなたにしか救えない命があ
ります。ぜひこの講習会に参加
して心肺蘇生法を学びましょう。
◎上級救命講習（８時間コース）
▼と　き
11 月 20 日（日）
午前８時 30 分～午後５時 30 分
▼ところ
海部南部消防組合消防署（飛
島村）

▼内　容
成人、小児、乳児を対象にし
た心肺蘇生法、AED の使用方
法、止血法、傷病者管理法、
外傷の手当要領、搬送法

◎普通救命講習Ⅰ（３時間コース）
▼と　き
12 月 11 日（日）
午前９時～正午

▼ところ
海部南部消防組合消防署（飛
島村）

▼内　容
成人を対象にした心肺蘇生法、
AED の使用方法、止血法

▼定　員　両日とも 10 人
▼受講資格
市内に在住（小学５年生以上）
または在勤の方

▼申し込み方法
電話で受け付けています。
なお、定員になり次第締め切
らせていただきます。

※講習修了者には、修了証を発
行します。

　・　海部南部消防組合消防本
部消防課
☎52－3111　　52－3114

大規模な災害が発生した場合
に全国から集まるボランティア
の受け付け・整理を行い、被災
者のニーズを把握してボラン
ティアと結びつける役割を担う
「防災ボランティアコーディネー
ター」の養成講座を開催します。
▼と　き
令和５年１月 29 日（日）
午前９時 30 分～午後３時 50 分
令和５年２月５日（日）
午前９時 30 分～午後３時 40 分
▼ところ
津島市生涯学習センター　小
ホール
津島市莪原町字椋木５番地
☎24－1187

▼対象者
次の全てを満たす者

(1) 満 15 歳以上の方（18 歳未
満の方は、保護者の同意が必
要です。）

(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) 講座終了後も防災活動に意欲
的に取り組んでいただける方

▼定　員
40人程度
（応募者多数の場合は抽選）
▼内　容（予定）
災害ボランティアセンター設
置・運営、ボランティアコー
ディネーターの役割、被災者
への対応、ボランティアへの
対応、ボランティアセンター
運用体験など

▼受講料
無料（交通費および昼食など
は自己負担）

▼申し込み方法
弥富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
12 月２日（金）

　市役所防災課（内線 483）

初めての出産を迎えるご夫婦
を対象に、妊娠中の生活や子育
てについての教室を実施します。
ぜひお二人揃ってご参加くださ
い。
▼と　き
12 月 11 日（日）午前９時 30
分～正午頃（受付９時 15 分～）
▼ところ

▼ところ
市役所および十四山支所に集合
▼申し込み方法
市役所防災課へ応募用紙を提出
▼申込期限　
12 月９日（金）

▼主　催
弥富防災・ゼロの会

▼後　援
市役所防災課

　市役所防災課（内線 483）

令和５年４月１日以降に採用
される会計年度任用職員の登録
を開始します。
現行の登録台帳は、令和５年

３月 31 日をもって廃止します。
現行の登録台帳のみに登録され
ている方は、令和５年４月１日
以降の採用候補者にはなれませ
ん。新たな台帳に登録するには、
再度申込書を提出する必要があ
ります。
▼会計年度任用職員とは
任期の定めがある非常勤の地
方公務員です。

▼業務内容
事務補助や保育業務など採用
される部署により異なります。

▼申し込み方法
会計年度任用職員として働くこ
とを希望する方は、「弥富市会
計年度任用職員登録申込書」を
市役所人事秘書課へ提出してく
ださい。詳しくは市ホームペー
ジをご覧ください。なお、申込
書は市ホームページからダウン
ロードできるほか、市役所人事
秘書課で配布します。
▼台帳への登録・採用
申込書を提出すると、会計年
度任用職員登録台帳に登録さ
れます。各職場において人材
が必要となった場合に、台帳
登録者の中から書類選考を行
い、採用候補者に連絡します。
所属長による面接や勤務条件
などの説明を行い、採用とな
ります。
新たな台帳登録期間は令和８

▼主　催
公益財団法人愛知県労働協会・
愛知県労働者福祉協議会海部
支部

▼後　援
愛知県・弥富市ほか

▼対　象
愛知県民の方

▼募集人員
500 人

▼参加料
無料（要整理券）

▼内　容
演題　僕が落語家になったわけ
講師　落語家　月亭方正氏

▼申し込み方法
往復はがきに、講演会名「月亭
方正講演会」・郵便番号・住所・
氏名・電話番号・職業を明記
（往復はがき１枚で２人まで応
募可能）

▼申込期限
11 月 17 日（木）（必着）

　・　公益財団法人　愛知県労
働協会総務課労働教育グループ
〒450－0002　名古屋市中村
区名駅四丁目４番 38 号
☎（052）485 ー 7154

伊勢湾台風から 63 年が経過
し、近年大規模な水害が多発し
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、防災についての知識を
高めるために、浸水時に雨水な
どを海に排出する施設の現地見
学会を開催します。
▼と　き
12月 23 日（金）
午後０時 30 分～４時 30 分

▼対象者
どなたでも（小学生未満の方は、
保護者同伴でお願いします。）
▼定　員
25人程度（定員に達し次第締め
切り）

▼内　容
バスで、新孫宝排水機場、日
光川水閘門、日光川排水機場
などを見学します。

習字、作文、標語、絵はがき
の優秀作品を展示。
午前 10 時～午後２時

⑦税に関する優秀作品（習字・
作文）表彰式
午前 10 時～ 11 時 30 分

▼その他
ご来場の際は、手指消毒や名
簿作成など、感染予防にご協
力ください。

　一般社団法人　津島法人会
☎24－6391

▼内　容
令和５年の裁判員候補者名簿
に登録された方に、裁判所か
ら本年 11 月中旬頃に通知をお
送りします。この通知は、令
和５年２月頃からの約１年間
に裁判所にお越しいただき、
裁判員に選ばれる可能性があ
ることを事前にお伝えし、あ
らかじめ心づもりをしていた
だくためのものです。
裁判員制度の詳しい情報は裁
判員制度ホームページをご覧
ください。

寝具の衛生管理などが困難な
方を対象に、寝具洗濯乾燥消毒
サービスを実施いたします。
▼対象者
○おおむね 65 歳以上のひとり暮
らし高齢者の方

○要介護３～５（介護保険法）
の認定を受けた方

○身体障がい者１・２級の方
▼自己負担分の費用
世帯の市民税に応じて、０円
～ 300 円

▼手続きの方法
市役所介護高齢課および十四

を切って家族や警察に相談す
る。

〇役所をかたる還付金詐欺が多
発。ＡＴＭの周辺では携帯電話
の利用を自粛する。
「ＳＴＯＰ！ＡＴＭでの携帯電話」
　蟹江警察署　☎95－0110
市役所市民協働課（内線 432）

税について、大人も子どもも
楽しめる「ねんぐ祭」を開催し
ます。
▼と　き
11 月 27 日（日）
午前 10 時～午後３時頃

▼ところ
総合社会教育センターほか

▼内　容
①税とご当地クイズラリー　
各ブースで出題されるクイズ
に答えた方に、すてきな景品
をプレゼント（午前 10 時～午
後２時。なくなり次第終了）。

②キャベツ無料配布‼
(1) 午前 10 時 30 分、(2) 正午、
(3) 午後 1 時 30 分に各回先着
150 人に配布。

③各団体ステージ発表　
神戸神楽保存会による神楽太
鼓、リズムなぎなた、幼児に
よるマーチングおよびダンス
チームによる演技など（午前
10 時～午後２時 30 分頃）

④海部津島地域ゆるキャラ大集
合‼
ご当地キャラが会場に集まり
ます。

⑤特設ブース催事「ねんぐ村」
屋内では、海部地区の特色あ
る特産品を展示即売。屋外で
は、金魚すくいや飲食コーナー
が楽しめます。

⑥税に関する優秀作品展示　

スポーツセンター）
☎52－2110

市内犯罪発生状況（令和４年
８月）暫定値

〇犯人と話をしないために、電
話機を常時留守番電話設定に
しておき、相手が誰かを確認
してから電話に出る。

〇相手への警告や録音機能など
のついた被害防止機能付き電
話機を使用する。

〇迷惑メール対策機能アプリを
活用する。

〇相手の身分を疑う。（一度電話
を切り、正しい電話番号を調
べる。）

〇お金を要求するメールや封書
に記載された電話番号には絶
対に電話をしない。

〇第三者に絶対に現金やキャッ
シュカードを渡さない。暗証
番号を教えない。

〇宅配便、レターパックなどで
現金を送らない。（現金を送る
ことはできません。）

〇万一に備えてキャッシュカー
ド利用限度額をあらかじめ０
（ゼロ）円に設定したり、引き
下げておく。

〇普段から、家族や地域でコミュ
ニケーションを図り「特殊詐
欺」の話をする。

〇電 話 の 会 話 の 中 で「お 金」
「キャッシュカード」「暗証番
号」「還付金」の話が出たら、
相手が誰であっても一度電話

山支所に備え付けの申請書に
必要事項を記入のうえ、お申
し込みください。
なお、今年度中に申請された方
については、申請は不要です。
※実施日などは申請された方へ
後日連絡します。

▼申込期限
11 月 17 日（木）

　・　市役所介護高齢課
（内線 175）
十四山支所

▼と　き
12 月９日（金）
午後１時 30 分～３時

▼ところ
飛島村すこやかセンター

▼内　容
遺言書の種類とその書き方

▼費　用
無料

▼講　師
名古屋法務局津島支局長
高山　正英氏

▼定　員
50 人（締切 11 月 30 日）
海部南部権利擁護センター
☎69－8181　　69－8180
shien@amanankenri.net

教養文化の向上を図ることを
目的に、海部地区文化講演会を
開催します。
▼と　き
11 月 26 日（土）
午前 10 時～ 11 時 45 分

▼ところ
愛西市文化会館ホール
愛西市稲葉町米野 303 番地

奇数月に開催しているフリー
スペース『なごみの会』につき
ましては、新型コロナウイルス
感染拡大防止に十分配慮した上
で、以前より 1 時間短縮して開
催する予定です。「こころが疲れ
ているな」「不安になっている」
など精神的に疲れている方や「誰
かに話を聞いてほしい！」「居場
所を作りたい」と考えている方、
ゆっくりとした時間を過ごして
みませんか。
▼と　き
11 月 26 日（土）
午後 1 時 30 分～２時 30 分
▼ところ
総合福祉センター２階　研修室

＊雰囲気が分からない方や参加を
迷っている方はお電話ください。

▼主　催
市社会福祉協議会
▼協　力
精神保健福祉ボランティア　
『きんぎょ草』
　市社会福祉協議会　
☎65 ー 3724
暴風警報発令時には中止とさせ
ていただきます。

条第１項の規定に基づくもの
で、住民および利害関係人は、
縦覧期間内に限り、①・②は県
に、③・④・⑤・⑥は市に意見書
を提出することができます。

　市役所都市整備課（内線 264）

緊急時における住民への迅速
かつ確実な情報伝達ができるよ
う、全国一斉の情報伝達訓練を
実施します。
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。
※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。

▼訓練実施日時
11 月 16 日（水）午前 11 時頃

▼訓練で行う放送内容
市内 90 カ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。

〇放送内容
＜上りチャイム音＞
「これは、Ｊアラートのテスト
です。」×３回
「こちらは、広報やとみです。」
＜下りチャイム音＞

　市役所防災課（内線 482）

暴力は、その対象の性別や加
害者、被害者の間柄を問わず、
決して許されるものではありま
せん。特に、配偶者などからの
暴力、性犯罪・性暴力、ストーカー
行為、売買春、人身取引、セクシュ
アルハラスメントなど女性に対
する暴力は、女性の人権を著し
く侵害するものであり、男女共
同参画社会を形成していく上で
克服すべき重要な課題です。
毎年 11 月 12 日から 25 日（女

性に対する暴力撤廃国際日）ま
での２週間は「女性に対する暴
力をなくす運動」実施期間です。

▼と　き　
11 月 19 日（土）午後１時から、
午後２時から（二部制）
▼ところ
服部家住宅
弥富市荷之上町石仏 419
▼内　容
国の重要文化財に指定されて
いる服部家住宅の見学会を開
催します。
▼定　員
各 50 人（先着順）
▼料　金
300 円（文化財保護費。小学
生以下は無料）
▼申し込み方法　電話　
▼共　催　やとみふるさとガイ
ドボランティア
※マスクを着用の上で入場をお
願いします。
　・　歴史民俗資料館

▼と　き
12 月３日（土）午後６時開演
▼ところ
総合社会教育センター　ホール

▼内　容
神楽太鼓・和太鼓・雅楽・ポッ
プス演奏など
会場での募金は社会福祉協議
会に寄付します。
※マスクをご着用の上で入場を
お願いします。
▼主催・後援
主催　大藤学区文化財保存会
後援　弥富市教育委員会・弥
富市文化財保存会

もし、性暴力の被害にあって
しまったら、ひとりで悩まず、
まずはご相談ください。
ワンストップ支援センター全
国共通短縮電話番号
☎＃8891
最寄りの性犯罪・性暴力被害

者のためのワンストップ支援セ
ンターにつながります。
　市役所市民協働課（内線 434）

個人事業税の第２期分の納期
限は 11 月 30 日 ( 水 ) です。
第２期分の納付書は、8 月にお

送りした納税通知書に同封して
おりますので、次のいずれかの
方法で納付してください。なお、
納付書を紛失された方は管轄の
県税事務所へお問い合わせくだ
さい。
▼納付場所および納付方法
・金融機関、県税事務所の窓口
・コンビニエンスストア、MMK
設置店

・Pay－easy( ペイジー ) に対応
したインターネットバンキン
グまたは ATM

・インターネット環境でのクレ
ジットカードによる納付

・スマートフォン決済アプリ（P
ayPay、LINE Pay および Pay
B）による納付

※コンビニエンスストア、MMK
設置店およびスマートフォン
決済アプリによる納付につい
ては、納付書の納付金額が 30
万円以下のものに限ります。

▼その他
領収証書が必要な方は、金融機
関 ( ゆうちょ銀行を除く。) の
窓口、県税事務所の窓口、コン
ビニエンスストアまたは MMK
設置店で納付してください。
また、納付には便利で安全な

口座振替の制度もあります。
ご希望の方は口座を開設して
いる金融機関の窓口で手続を
してください。

　西尾張県税事務所　課税第一課
　県民税・事業税第二グル－プ
☎（0586）45－3169 ( ダイ
ヤルイン )
https://www.pref.aichi.jp/s
oshiki/zeimu/

11 月 30 日 ( 水 ) は、国保税
の第５期納期限です。自主納付
の方は、金融機関などで納めて
ください。口座振替の方は預（貯）
金残高を確認してください。
国民健康保険は、世帯単位で

加入するもので、国民健康保険
税（国保税）の納税義務者は世
帯主です。
▼今後の納期限日
第６期:12 月 26 日 ( 月 )
第７期：令和５年１月31日(火)
第８期：令和５年２月28日(火 )

▼国保税の月割課税
社会保険などを離脱すると、
国民健康保険に加入すること
になります。加入した月から
年度末の３月までが課税対象
となり、届け出た日以後の納
期に割り振って国保税が課さ
れます。

▼届け出は 14 日以内に
届け出が遅れると、少ない納
期に割り振られ、１回当たり
の納付額が高くなります。社
会保険などを離脱した場合は、
14 日以内に届け出てくださ
い。

▼国保税の支払いにお困りの方へ
納期ごとの納付が困難なとき
は、国保税を滞納のままにせ
ず、お早めに市役所保険年金
課にご相談ください。
特別な事情（一定の要件があ
ります）の場合は、申請によ
り減免・分割納付などできる
場合があります。

　市役所保険年金課　
内線（122・123）

　歴史民俗資料館

令和４年 10 月１日から愛知県
最低賃金が「時間額986 円」に
改正されました。
愛知県最低賃金は、県内の事
業所で働く、常用・臨時・派遣・
パート・アルバイトなどの全て
の労働者に適用されます。
使用者は、適用される最低賃
金以上の賃金を労働者に支払わ
なければなりません。
賃金が月給・日給など、時間給

以外で定められている場合、賃金
を１時間当たりの金額に換算して
時間額986円と比較します。
詳しくは、愛知労働局ホーム
ページや最寄りの労働基準監督
署にご確認ください。
　津島労働基準監督署
 ☎26－4155

毎年 11 月 11 日は、介護や認
知症を理解し、本人・家族・介
護職員・地域住民のささえあい
を促進するため「介護の日」と
定められています。この前後の
期間に、コロナ禍においても業
務に励んでいる介護事業所の様
子などをパネル展示にて紹介し
ます。また、毎年好評いただい
ている介護実態の寸劇「笑大学
校」の YouTube による動画配
信も行います。住み慣れた地域
で最期まで過ごせる街を、市民
の皆さんと共につくりあげま
しょう。
▼と　き
11 月７日（月）～ 18 日（金）
（土・日曜日を除く）
▼ところ
市役所１階　ロビー（介護高
齢課前）
　海南病院たすけっと
☎65 ー 6072
　市役所介護高齢課（内線 172）

「あいちワーク・ライフ・バラ

人権擁護委員は『あなたの街
の相談パートナー』として法務
大臣から委嘱された民間の方々
です。地域の皆さんから人権相
談を受け問題解決のお手伝いを
したり、人権侵害の被害者を救
済したり、人権について関心を
持ってもらえるような啓発活動
を行っています。
令和４年 11 月現在、弥富市の
人権擁護委員は以下の方々です。
佐藤忠氏
飯田一氏
西川邦夫氏
児玉日佐美氏
竹川彰氏
小坂井恒子氏（令和４年４月～）
横井貞光氏（令和４年 10 月～）
堀田栄隆氏（令和４年 10 月～）

夫やパートナーからの暴力、
セクハラ、ストーカー行為など
女性に関するさまざまな人権問
題の解決を図るため、電話相談
に応じます。
相談内容の秘密は固く守られ
ますので、ひとりで悩まず、お
気軽にご相談ください。
▼と　き

11 月 18 日（金）～ 24 日（木）
午前８時 30 分～午後７時
※ただし、11 月 19 日（土）・
20 日（日）・23 日（水・祝）
は午前 10 時～午後５時
▼相談窓口
相談専用電話
（女性の人権ホットライン）
☎（0570）070 ー 810
　名古屋法務局人権擁護部
☎（052）952 ー 8111
（内線 1831）

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（十四山

重要文化財服部家住宅
秋の見学会

「愛知県内一斉ノー残業デー」
実施のお知らせ

◎防災行政無線（同報無線）
を用いた訓練を行います

個人事業税第 2期分の
納付をお忘れなく

11月 12 日から 25日は
「女性に対する暴力をなくす運動」
期間です

第10回大藤学区文化財保存会
チャリティーコンサート

2022
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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。

お知らせします

市役所３階　保健センター
▼対象者
第１子を妊娠中で安定期の妊
婦とそのパートナー 10 組（要
予約、先着順）

▼内　容
保健師による赤ちゃんのお世
話の話、歯科衛生士による歯
の話、沐浴体験、パパの妊婦
体験、交流会など

▼申込期間
11 月７日～11 日（定員に達し
次第終了）

　・　市役所健康推進課
（内線 314）

▼目　的
弥富市小中学校未来構想につ
いて、広く市民の意見を聴取
し策定の参考とするため、皆
さんからの意見を募集してい
ます。

▼計画案公表日
10 月 11 日（火）

▼意見募集期間
10 月 11 日（火）～ 11 月 30
日（水）

▼計画案の公表・閲覧場所
市ホームページ、市役所学校
教育課、十四山支所、鍋田支所、
総合社会教育センター

▼意見提出方法
閲覧場所備え付けもしくは市
ホームページよりダウンロード
した意見記入用紙により、持参、
郵送、ファクシミリおよび電子
メールのいずれかの方法にて提
出してください。
　市役所学校教育課（内線 414）

ていただきます。
▼映画会観覧申込方法
市社会福祉協議会ホームペー
ジ内の申し込みフォーム、申
込書の持参、または FAX、電
話での申し込みも可能。

▼申し込みフォーム
https://forms.gle/Mv71RV
gBQLyFqcdK6

　・　市社会福祉協議会 
☎65―8105　　65―8002

愛知県最低賃金の改正のお知らせ

いい介護の日イベント

都市計画の案の縦覧

国民健康保険税の納付をお忘れなく
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ンス推進協議会」では、11 月第
３水曜日を「愛知県内一斉ノー
残業デー」として定め、働き方
を見直す契機となるよう普及啓
発に取り組んでいます。11 月
16 日（水）は、効率的に仕事を
進め定時に退社し、趣味や家族
との団らんなどの時間をお過ご
しください。
　愛知県労働福祉課　
☎（052）954－6360

都市計画の案について、次の
とおり縦覧します。
▼都市計画の種類および名称
①名古屋都市計画道路３・３・
261 号 名古屋第３環状線の変
更（県決定）
②名古屋都市計画道路３・４・
311 号 弥富蟹江名古屋線の変
更（県決定）
③名古屋都市計画道路３・４・
776 号 中央通線の変更（市決
定）
④名古屋都市計画道路３・４・
782 号 弥生通線の変更（市決
定）
⑤名古屋都市計画交通広場　弥
富駅北口交通広場の変更（市
決定）
⑥名古屋都市計画生産緑地の変
更（市決定）
▼縦覧期間
11 月 11 日（金）～ 28 日（月）
土・日曜日、祝日を除く開庁
時間内
▼縦覧場所
市役所都市整備課（本庁舎２階）
愛知県都市計画課（愛知県本
庁舎５階）
※愛知県では県決定のみ縦覧で
きます。
▼意見書の提出
この縦覧は、都市計画法第 17

▼と　き
12 月４日（日）
第一部【表彰式】午後１時 30
分～
共同募金作品・福祉体験作文
コンクール表彰
第二部【映画会】午後２時～
『ブタがいた教室』
▼ところ　
総合社会教育センター　中央
公民館ホール

▼対象者
弥富市民　※入場料無料

▼定　員
先着 230 人　※定員となりま
したら、申し込みを終了させ

年３月 31 日までとし、採用の
有無に関わらず、登録が失効
しますので、再度の登録が必
要となります。

▼申込期間
随時受け付けます。
午前８時 30 分～午後５時 15
分（土・日 曜 日、祝 日、年 末
年始を除く）

　・　市役所人事秘書課（内線
　472・473）

誰もがいつ、どこで病気やけ
がなどで倒れるか分かりません。
倒れている人には一刻も早い

救命処置が必要です。そこにい
るあなたにしか救えない命があ
ります。ぜひこの講習会に参加
して心肺蘇生法を学びましょう。
◎上級救命講習（８時間コース）
▼と　き
11 月 20 日（日）
午前８時 30 分～午後５時 30 分
▼ところ
海部南部消防組合消防署（飛
島村）

▼内　容
成人、小児、乳児を対象にし
た心肺蘇生法、AED の使用方
法、止血法、傷病者管理法、
外傷の手当要領、搬送法

◎普通救命講習Ⅰ（３時間コース）
▼と　き
12 月 11 日（日）
午前９時～正午

▼ところ
海部南部消防組合消防署（飛
島村）

▼内　容
成人を対象にした心肺蘇生法、
AED の使用方法、止血法

▼定　員　両日とも 10 人
▼受講資格
市内に在住（小学５年生以上）
または在勤の方

▼申し込み方法
電話で受け付けています。
なお、定員になり次第締め切
らせていただきます。

※講習修了者には、修了証を発
行します。

　・　海部南部消防組合消防本
部消防課
☎52－3111　　52－3114

大規模な災害が発生した場合
に全国から集まるボランティア
の受け付け・整理を行い、被災
者のニーズを把握してボラン
ティアと結びつける役割を担う
「防災ボランティアコーディネー
ター」の養成講座を開催します。
▼と　き
令和５年１月 29 日（日）
午前９時 30 分～午後３時 50 分
令和５年２月５日（日）
午前９時 30 分～午後３時 40 分
▼ところ
津島市生涯学習センター　小
ホール
津島市莪原町字椋木５番地
☎24－1187

▼対象者
次の全てを満たす者

(1) 満 15 歳以上の方（18 歳未
満の方は、保護者の同意が必
要です。）

(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) 講座終了後も防災活動に意欲
的に取り組んでいただける方

▼定　員
40人程度
（応募者多数の場合は抽選）
▼内　容（予定）
災害ボランティアセンター設
置・運営、ボランティアコー
ディネーターの役割、被災者
への対応、ボランティアへの
対応、ボランティアセンター
運用体験など

▼受講料
無料（交通費および昼食など
は自己負担）

▼申し込み方法
弥富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
12 月２日（金）

　市役所防災課（内線 483）

初めての出産を迎えるご夫婦
を対象に、妊娠中の生活や子育
てについての教室を実施します。
ぜひお二人揃ってご参加くださ
い。
▼と　き
12 月 11 日（日）午前９時 30
分～正午頃（受付９時 15 分～）
▼ところ

▼ところ
市役所および十四山支所に集合
▼申し込み方法
市役所防災課へ応募用紙を提出
▼申込期限　
12 月９日（金）
▼主　催
弥富防災・ゼロの会
▼後　援
市役所防災課
　市役所防災課（内線 483）

令和５年４月１日以降に採用
される会計年度任用職員の登録
を開始します。
現行の登録台帳は、令和５年
３月 31 日をもって廃止します。
現行の登録台帳のみに登録され
ている方は、令和５年４月１日
以降の採用候補者にはなれませ
ん。新たな台帳に登録するには、
再度申込書を提出する必要があ
ります。
▼会計年度任用職員とは
任期の定めがある非常勤の地
方公務員です。
▼業務内容
事務補助や保育業務など採用
される部署により異なります。
▼申し込み方法
会計年度任用職員として働くこ
とを希望する方は、「弥富市会
計年度任用職員登録申込書」を
市役所人事秘書課へ提出してく
ださい。詳しくは市ホームペー
ジをご覧ください。なお、申込
書は市ホームページからダウン
ロードできるほか、市役所人事
秘書課で配布します。
▼台帳への登録・採用
申込書を提出すると、会計年
度任用職員登録台帳に登録さ
れます。各職場において人材
が必要となった場合に、台帳
登録者の中から書類選考を行
い、採用候補者に連絡します。
所属長による面接や勤務条件
などの説明を行い、採用とな
ります。
新たな台帳登録期間は令和８

▼主　催
公益財団法人愛知県労働協会・
愛知県労働者福祉協議会海部
支部
▼後　援
愛知県・弥富市ほか
▼対　象
愛知県民の方
▼募集人員
500 人
▼参加料
無料（要整理券）
▼内　容
演題　僕が落語家になったわけ
講師　落語家　月亭方正氏
▼申し込み方法
往復はがきに、講演会名「月亭
方正講演会」・郵便番号・住所・
氏名・電話番号・職業を明記
（往復はがき１枚で２人まで応
募可能）
▼申込期限
11 月 17 日（木）（必着）
　・　公益財団法人　愛知県労
働協会総務課労働教育グループ
〒450－0002　名古屋市中村
区名駅四丁目４番 38 号
☎（052）485 ー 7154

伊勢湾台風から 63 年が経過
し、近年大規模な水害が多発し
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、防災についての知識を
高めるために、浸水時に雨水な
どを海に排出する施設の現地見
学会を開催します。
▼と　き
12月 23 日（金）
午後０時 30 分～４時 30 分
▼対象者
どなたでも（小学生未満の方は、
保護者同伴でお願いします。）
▼定　員
25人程度（定員に達し次第締め
切り）
▼内　容
バスで、新孫宝排水機場、日
光川水閘門、日光川排水機場
などを見学します。

習字、作文、標語、絵はがき
の優秀作品を展示。
午前 10 時～午後２時

⑦税に関する優秀作品（習字・
作文）表彰式
午前 10 時～ 11 時 30 分

▼その他
ご来場の際は、手指消毒や名
簿作成など、感染予防にご協
力ください。

　一般社団法人　津島法人会
☎24－6391

▼内　容
令和５年の裁判員候補者名簿
に登録された方に、裁判所か
ら本年 11 月中旬頃に通知をお
送りします。この通知は、令
和５年２月頃からの約１年間
に裁判所にお越しいただき、
裁判員に選ばれる可能性があ
ることを事前にお伝えし、あ
らかじめ心づもりをしていた
だくためのものです。
裁判員制度の詳しい情報は裁
判員制度ホームページをご覧
ください。

寝具の衛生管理などが困難な
方を対象に、寝具洗濯乾燥消毒
サービスを実施いたします。
▼対象者
○おおむね 65 歳以上のひとり暮
らし高齢者の方

○要介護３～５（介護保険法）
の認定を受けた方

○身体障がい者１・２級の方
▼自己負担分の費用
世帯の市民税に応じて、０円
～ 300 円

▼手続きの方法
市役所介護高齢課および十四

を切って家族や警察に相談す
る。

〇役所をかたる還付金詐欺が多
発。ＡＴＭの周辺では携帯電話
の利用を自粛する。
「ＳＴＯＰ！ＡＴＭでの携帯電話」
　蟹江警察署　☎95－0110
市役所市民協働課（内線 432）

税について、大人も子どもも
楽しめる「ねんぐ祭」を開催し
ます。
▼と　き
11 月 27 日（日）
午前 10 時～午後３時頃

▼ところ
総合社会教育センターほか

▼内　容
①税とご当地クイズラリー　
各ブースで出題されるクイズ
に答えた方に、すてきな景品
をプレゼント（午前 10 時～午
後２時。なくなり次第終了）。

②キャベツ無料配布‼
(1) 午前 10 時 30 分、(2) 正午、
(3) 午後 1 時 30 分に各回先着
150 人に配布。

③各団体ステージ発表　
神戸神楽保存会による神楽太
鼓、リズムなぎなた、幼児に
よるマーチングおよびダンス
チームによる演技など（午前
10 時～午後２時 30 分頃）

④海部津島地域ゆるキャラ大集
合‼
ご当地キャラが会場に集まり
ます。

⑤特設ブース催事「ねんぐ村」
屋内では、海部地区の特色あ
る特産品を展示即売。屋外で
は、金魚すくいや飲食コーナー
が楽しめます。

⑥税に関する優秀作品展示　

スポーツセンター）
☎52－2110

市内犯罪発生状況（令和４年
８月）暫定値

〇犯人と話をしないために、電
話機を常時留守番電話設定に
しておき、相手が誰かを確認
してから電話に出る。

〇相手への警告や録音機能など
のついた被害防止機能付き電
話機を使用する。

〇迷惑メール対策機能アプリを
活用する。

〇相手の身分を疑う。（一度電話
を切り、正しい電話番号を調
べる。）

〇お金を要求するメールや封書
に記載された電話番号には絶
対に電話をしない。

〇第三者に絶対に現金やキャッ
シュカードを渡さない。暗証
番号を教えない。

〇宅配便、レターパックなどで
現金を送らない。（現金を送る
ことはできません。）

〇万一に備えてキャッシュカー
ド利用限度額をあらかじめ０
（ゼロ）円に設定したり、引き
下げておく。

〇普段から、家族や地域でコミュ
ニケーションを図り「特殊詐
欺」の話をする。

〇電 話 の 会 話 の 中 で「お 金」
「キャッシュカード」「暗証番
号」「還付金」の話が出たら、
相手が誰であっても一度電話

山支所に備え付けの申請書に
必要事項を記入のうえ、お申
し込みください。
なお、今年度中に申請された方
については、申請は不要です。
※実施日などは申請された方へ
後日連絡します。
▼申込期限
11 月 17 日（木）
　・　市役所介護高齢課
（内線 175）
十四山支所

▼と　き
12 月９日（金）
午後１時 30 分～３時
▼ところ
飛島村すこやかセンター
▼内　容
遺言書の種類とその書き方
▼費　用
無料
▼講　師
名古屋法務局津島支局長
高山　正英氏
▼定　員
50 人（締切 11 月 30 日）
海部南部権利擁護センター
☎69－8181　　69－8180
shien@amanankenri.net

教養文化の向上を図ることを
目的に、海部地区文化講演会を
開催します。
▼と　き
11 月 26 日（土）
午前 10 時～ 11 時 45 分
▼ところ
愛西市文化会館ホール
愛西市稲葉町米野 303 番地

奇数月に開催しているフリー
スペース『なごみの会』につき
ましては、新型コロナウイルス
感染拡大防止に十分配慮した上
で、以前より 1 時間短縮して開
催する予定です。「こころが疲れ
ているな」「不安になっている」
など精神的に疲れている方や「誰
かに話を聞いてほしい！」「居場
所を作りたい」と考えている方、
ゆっくりとした時間を過ごして
みませんか。
▼と　き
11 月 26 日（土）
午後 1 時 30 分～２時 30 分
▼ところ
総合福祉センター２階　研修室

＊雰囲気が分からない方や参加を
迷っている方はお電話ください。

▼主　催
市社会福祉協議会
▼協　力
精神保健福祉ボランティア　
『きんぎょ草』
　市社会福祉協議会　
☎65 ー 3724
暴風警報発令時には中止とさせ
ていただきます。

条第１項の規定に基づくもの
で、住民および利害関係人は、
縦覧期間内に限り、①・②は県
に、③・④・⑤・⑥は市に意見書
を提出することができます。

　市役所都市整備課（内線 264）

緊急時における住民への迅速
かつ確実な情報伝達ができるよ
う、全国一斉の情報伝達訓練を
実施します。
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。
※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。

▼訓練実施日時
11 月 16 日（水）午前 11 時頃
▼訓練で行う放送内容
市内 90 カ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。

〇放送内容
＜上りチャイム音＞
「これは、Ｊアラートのテスト
です。」×３回
「こちらは、広報やとみです。」
＜下りチャイム音＞

　市役所防災課（内線 482）

暴力は、その対象の性別や加
害者、被害者の間柄を問わず、
決して許されるものではありま
せん。特に、配偶者などからの
暴力、性犯罪・性暴力、ストーカー
行為、売買春、人身取引、セクシュ
アルハラスメントなど女性に対
する暴力は、女性の人権を著し
く侵害するものであり、男女共
同参画社会を形成していく上で
克服すべき重要な課題です。
毎年 11 月 12 日から 25 日（女

性に対する暴力撤廃国際日）ま
での２週間は「女性に対する暴
力をなくす運動」実施期間です。

▼と　き　
11 月 19 日（土）午後１時から、
午後２時から（二部制）
▼ところ
服部家住宅
弥富市荷之上町石仏 419
▼内　容
国の重要文化財に指定されて
いる服部家住宅の見学会を開
催します。
▼定　員
各 50 人（先着順）
▼料　金
300 円（文化財保護費。小学
生以下は無料）
▼申し込み方法　電話　
▼共　催　やとみふるさとガイ
ドボランティア
※マスクを着用の上で入場をお
願いします。
　・　歴史民俗資料館

▼と　き
12 月３日（土）午後６時開演
▼ところ
総合社会教育センター　ホール

▼内　容
神楽太鼓・和太鼓・雅楽・ポッ
プス演奏など
会場での募金は社会福祉協議
会に寄付します。
※マスクをご着用の上で入場を
お願いします。
▼主催・後援
主催　大藤学区文化財保存会
後援　弥富市教育委員会・弥
富市文化財保存会

もし、性暴力の被害にあって
しまったら、ひとりで悩まず、
まずはご相談ください。
ワンストップ支援センター全
国共通短縮電話番号
☎＃8891
最寄りの性犯罪・性暴力被害

者のためのワンストップ支援セ
ンターにつながります。
　市役所市民協働課（内線 434）

個人事業税の第２期分の納期
限は 11 月 30 日 ( 水 ) です。
第２期分の納付書は、8 月にお

送りした納税通知書に同封して
おりますので、次のいずれかの
方法で納付してください。なお、
納付書を紛失された方は管轄の
県税事務所へお問い合わせくだ
さい。
▼納付場所および納付方法
・金融機関、県税事務所の窓口
・コンビニエンスストア、MMK
設置店

・Pay－easy( ペイジー ) に対応
したインターネットバンキン
グまたは ATM

・インターネット環境でのクレ
ジットカードによる納付

・スマートフォン決済アプリ（P
ayPay、LINE Pay および Pay
B）による納付

※コンビニエンスストア、MMK
設置店およびスマートフォン
決済アプリによる納付につい
ては、納付書の納付金額が 30
万円以下のものに限ります。

▼その他
領収証書が必要な方は、金融機
関 ( ゆうちょ銀行を除く。) の
窓口、県税事務所の窓口、コン
ビニエンスストアまたは MMK
設置店で納付してください。
また、納付には便利で安全な

口座振替の制度もあります。
ご希望の方は口座を開設して
いる金融機関の窓口で手続を
してください。

　西尾張県税事務所　課税第一課
　県民税・事業税第二グル－プ
☎（0586）45－3169 ( ダイ
ヤルイン )
https://www.pref.aichi.jp/s
oshiki/zeimu/

11 月 30 日 ( 水 ) は、国保税
の第５期納期限です。自主納付
の方は、金融機関などで納めて
ください。口座振替の方は預（貯）
金残高を確認してください。
国民健康保険は、世帯単位で

加入するもので、国民健康保険
税（国保税）の納税義務者は世
帯主です。
▼今後の納期限日
第６期:12 月 26 日 ( 月 )
第７期：令和５年１月31日(火)
第８期：令和５年２月28日(火 )

▼国保税の月割課税
社会保険などを離脱すると、
国民健康保険に加入すること
になります。加入した月から
年度末の３月までが課税対象
となり、届け出た日以後の納
期に割り振って国保税が課さ
れます。

▼届け出は 14 日以内に
届け出が遅れると、少ない納
期に割り振られ、１回当たり
の納付額が高くなります。社
会保険などを離脱した場合は、
14 日以内に届け出てくださ
い。

▼国保税の支払いにお困りの方へ
納期ごとの納付が困難なとき
は、国保税を滞納のままにせ
ず、お早めに市役所保険年金
課にご相談ください。
特別な事情（一定の要件があ
ります）の場合は、申請によ
り減免・分割納付などできる
場合があります。

　市役所保険年金課　
内線（122・123）

　歴史民俗資料館

令和４年 10 月１日から愛知県
最低賃金が「時間額986 円」に
改正されました。
愛知県最低賃金は、県内の事
業所で働く、常用・臨時・派遣・
パート・アルバイトなどの全て
の労働者に適用されます。
使用者は、適用される最低賃
金以上の賃金を労働者に支払わ
なければなりません。
賃金が月給・日給など、時間給

以外で定められている場合、賃金
を１時間当たりの金額に換算して
時間額986円と比較します。
詳しくは、愛知労働局ホーム
ページや最寄りの労働基準監督
署にご確認ください。
　津島労働基準監督署
 ☎26－4155

毎年 11 月 11 日は、介護や認
知症を理解し、本人・家族・介
護職員・地域住民のささえあい
を促進するため「介護の日」と
定められています。この前後の
期間に、コロナ禍においても業
務に励んでいる介護事業所の様
子などをパネル展示にて紹介し
ます。また、毎年好評いただい
ている介護実態の寸劇「笑大学
校」の YouTube による動画配
信も行います。住み慣れた地域
で最期まで過ごせる街を、市民
の皆さんと共につくりあげま
しょう。
▼と　き
11 月７日（月）～ 18 日（金）
（土・日曜日を除く）
▼ところ
市役所１階　ロビー（介護高
齢課前）
　海南病院たすけっと
☎65 ー 6072
　市役所介護高齢課（内線 172）

「あいちワーク・ライフ・バラ

人権擁護委員は『あなたの街
の相談パートナー』として法務
大臣から委嘱された民間の方々
です。地域の皆さんから人権相
談を受け問題解決のお手伝いを
したり、人権侵害の被害者を救
済したり、人権について関心を
持ってもらえるような啓発活動
を行っています。
令和４年 11 月現在、弥富市の
人権擁護委員は以下の方々です。
佐藤忠氏
飯田一氏
西川邦夫氏
児玉日佐美氏
竹川彰氏
小坂井恒子氏（令和４年４月～）
横井貞光氏（令和４年 10 月～）
堀田栄隆氏（令和４年 10 月～）

夫やパートナーからの暴力、
セクハラ、ストーカー行為など
女性に関するさまざまな人権問
題の解決を図るため、電話相談
に応じます。
相談内容の秘密は固く守られ
ますので、ひとりで悩まず、お
気軽にご相談ください。
▼と　き

11 月 18 日（金）～ 24 日（木）
午前８時 30 分～午後７時
※ただし、11 月 19 日（土）・
20 日（日）・23 日（水・祝）
は午前 10 時～午後５時
▼相談窓口
相談専用電話
（女性の人権ホットライン）
☎（0570）070 ー 810
　名古屋法務局人権擁護部
☎（052）952 ー 8111
（内線 1831）

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（十四山

「あなたの街の相談パートナー」
人権擁護委員の紹介

TKE スポーツセンター
トレーニング講習会 11月の予定

津島法人会　社会貢献事業
「ねんぐ祭」

寝具洗濯乾燥消毒サービス
（２回目）を実施します

全国一斉「女性の人権
ホットライン」強化週間

フリースペース
『なごみの会』の開催について

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。

市役所３階　保健センター
▼対象者
第１子を妊娠中で安定期の妊
婦とそのパートナー 10 組（要
予約、先着順）

▼内　容
保健師による赤ちゃんのお世
話の話、歯科衛生士による歯
の話、沐浴体験、パパの妊婦
体験、交流会など

▼申込期間
11 月７日～11 日（定員に達し
次第終了）

　・　市役所健康推進課
（内線 314）

▼目　的
弥富市小中学校未来構想につ
いて、広く市民の意見を聴取
し策定の参考とするため、皆
さんからの意見を募集してい
ます。

▼計画案公表日
10 月 11 日（火）

▼意見募集期間
10 月 11 日（火）～ 11 月 30
日（水）

▼計画案の公表・閲覧場所
市ホームページ、市役所学校
教育課、十四山支所、鍋田支所、
総合社会教育センター

▼意見提出方法
閲覧場所備え付けもしくは市
ホームページよりダウンロード
した意見記入用紙により、持参、
郵送、ファクシミリおよび電子
メールのいずれかの方法にて提
出してください。
　市役所学校教育課（内線 414）

ていただきます。
▼映画会観覧申込方法
市社会福祉協議会ホームペー
ジ内の申し込みフォーム、申
込書の持参、または FAX、電
話での申し込みも可能。

▼申し込みフォーム
https://forms.gle/Mv71RV
gBQLyFqcdK6

　・　市社会福祉協議会 
☎65―8105　　65―8002

特殊詐欺被害防止キャッチフレーズ
渡すな危険！キャッシュカード！
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③
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②
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①
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（木・祝）
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（日）
（火）
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（土）
（日）

３日
５日
６日
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２回目１回目日　程

蟹江警察署からのお知らせ
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侵入盗
特殊詐欺
自動車盗
車上ねらい
部品ねらい
自転車盗
自販機ねらい
ひったくり
強盗

前年比Ｒ3年8月Ｒ4年8月

　火災が発生しやすい時季に備え、火災予防思想の一層の普及を図るとと
もに、火災による死傷・財産の損失を防ぐため、運動期間中、市消防団が
午後７時にサイレンを鳴らし、火災予防の啓発を実施します。
　火災とお間違えにならないよう、ご理解とご協力をお願いします。
▼と　き　11 月９日（水）～ 15 日（火）
　市役所防災課（内線 482）

（期間中サイレン吹鳴）サイレン３回

10秒休み10秒休み

吹鳴 30秒吹鳴 30秒吹鳴 30秒

秋季全国火災予防運動期間中
サイレンを鳴らします

裁判員候補者名
簿記載通知について
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ンス推進協議会」では、11 月第
３水曜日を「愛知県内一斉ノー
残業デー」として定め、働き方
を見直す契機となるよう普及啓
発に取り組んでいます。11 月
16 日（水）は、効率的に仕事を
進め定時に退社し、趣味や家族
との団らんなどの時間をお過ご
しください。
　愛知県労働福祉課　
☎（052）954－6360

都市計画の案について、次の
とおり縦覧します。
▼都市計画の種類および名称
①名古屋都市計画道路３・３・
261 号 名古屋第３環状線の変
更（県決定）

②名古屋都市計画道路３・４・
311 号 弥富蟹江名古屋線の変
更（県決定）

③名古屋都市計画道路３・４・
776 号 中央通線の変更（市決
定）

④名古屋都市計画道路３・４・
782 号 弥生通線の変更（市決
定）

⑤名古屋都市計画交通広場　弥
富駅北口交通広場の変更（市
決定）

⑥名古屋都市計画生産緑地の変
更（市決定）

▼縦覧期間
11 月 11 日（金）～ 28 日（月）
土・日曜日、祝日を除く開庁
時間内

▼縦覧場所
市役所都市整備課（本庁舎２階）
愛知県都市計画課（愛知県本
庁舎５階）

※愛知県では県決定のみ縦覧で
きます。

▼意見書の提出
この縦覧は、都市計画法第 17

▼と　き
12 月４日（日）
第一部【表彰式】午後１時 30
分～
共同募金作品・福祉体験作文
コンクール表彰
第二部【映画会】午後２時～
『ブタがいた教室』
▼ところ　
総合社会教育センター　中央
公民館ホール
▼対象者
弥富市民　※入場料無料
▼定　員
先着 230 人　※定員となりま
したら、申し込みを終了させ

年３月 31 日までとし、採用の
有無に関わらず、登録が失効
しますので、再度の登録が必
要となります。

▼申込期間
随時受け付けます。
午前８時 30 分～午後５時 15
分（土・日 曜 日、祝 日、年 末
年始を除く）

　・　市役所人事秘書課（内線
　472・473）

誰もがいつ、どこで病気やけ
がなどで倒れるか分かりません。
倒れている人には一刻も早い

救命処置が必要です。そこにい
るあなたにしか救えない命があ
ります。ぜひこの講習会に参加
して心肺蘇生法を学びましょう。
◎上級救命講習（８時間コース）
▼と　き
11 月 20 日（日）
午前８時 30 分～午後５時 30 分
▼ところ
海部南部消防組合消防署（飛
島村）

▼内　容
成人、小児、乳児を対象にし
た心肺蘇生法、AED の使用方
法、止血法、傷病者管理法、
外傷の手当要領、搬送法

◎普通救命講習Ⅰ（３時間コース）
▼と　き
12 月 11 日（日）
午前９時～正午

▼ところ
海部南部消防組合消防署（飛
島村）

▼内　容
成人を対象にした心肺蘇生法、
AED の使用方法、止血法

▼定　員　両日とも 10 人
▼受講資格
市内に在住（小学５年生以上）
または在勤の方

▼申し込み方法
電話で受け付けています。
なお、定員になり次第締め切
らせていただきます。

※講習修了者には、修了証を発
行します。

　・　海部南部消防組合消防本
部消防課
☎52－3111　　52－3114

大規模な災害が発生した場合
に全国から集まるボランティア
の受け付け・整理を行い、被災
者のニーズを把握してボラン
ティアと結びつける役割を担う
「防災ボランティアコーディネー
ター」の養成講座を開催します。
▼と　き
令和５年１月 29 日（日）
午前９時 30 分～午後３時 50 分
令和５年２月５日（日）
午前９時 30 分～午後３時 40 分
▼ところ
津島市生涯学習センター　小
ホール
津島市莪原町字椋木５番地
☎24－1187
▼対象者
次の全てを満たす者

(1) 満 15 歳以上の方（18 歳未
満の方は、保護者の同意が必
要です。）

(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) 講座終了後も防災活動に意欲
的に取り組んでいただける方

▼定　員
40人程度
（応募者多数の場合は抽選）
▼内　容（予定）
災害ボランティアセンター設
置・運営、ボランティアコー
ディネーターの役割、被災者
への対応、ボランティアへの
対応、ボランティアセンター
運用体験など

▼受講料
無料（交通費および昼食など
は自己負担）

▼申し込み方法
弥富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
12 月２日（金）

　市役所防災課（内線 483）

初めての出産を迎えるご夫婦
を対象に、妊娠中の生活や子育
てについての教室を実施します。
ぜひお二人揃ってご参加くださ
い。
▼と　き
12 月 11 日（日）午前９時 30
分～正午頃（受付９時 15 分～）
▼ところ

▼ところ
市役所および十四山支所に集合
▼申し込み方法
市役所防災課へ応募用紙を提出
▼申込期限　
12 月９日（金）
▼主　催
弥富防災・ゼロの会
▼後　援
市役所防災課
　市役所防災課（内線 483）

令和５年４月１日以降に採用
される会計年度任用職員の登録
を開始します。
現行の登録台帳は、令和５年
３月 31 日をもって廃止します。
現行の登録台帳のみに登録され
ている方は、令和５年４月１日
以降の採用候補者にはなれませ
ん。新たな台帳に登録するには、
再度申込書を提出する必要があ
ります。
▼会計年度任用職員とは
任期の定めがある非常勤の地
方公務員です。
▼業務内容
事務補助や保育業務など採用
される部署により異なります。
▼申し込み方法
会計年度任用職員として働くこ
とを希望する方は、「弥富市会
計年度任用職員登録申込書」を
市役所人事秘書課へ提出してく
ださい。詳しくは市ホームペー
ジをご覧ください。なお、申込
書は市ホームページからダウン
ロードできるほか、市役所人事
秘書課で配布します。
▼台帳への登録・採用
申込書を提出すると、会計年
度任用職員登録台帳に登録さ
れます。各職場において人材
が必要となった場合に、台帳
登録者の中から書類選考を行
い、採用候補者に連絡します。
所属長による面接や勤務条件
などの説明を行い、採用とな
ります。
新たな台帳登録期間は令和８

▼主　催
公益財団法人愛知県労働協会・
愛知県労働者福祉協議会海部
支部
▼後　援
愛知県・弥富市ほか
▼対　象
愛知県民の方
▼募集人員
500 人
▼参加料
無料（要整理券）
▼内　容
演題　僕が落語家になったわけ
講師　落語家　月亭方正氏
▼申し込み方法
往復はがきに、講演会名「月亭
方正講演会」・郵便番号・住所・
氏名・電話番号・職業を明記
（往復はがき１枚で２人まで応
募可能）
▼申込期限
11 月 17 日（木）（必着）
　・　公益財団法人　愛知県労
働協会総務課労働教育グループ
〒450－0002　名古屋市中村
区名駅四丁目４番 38 号
☎（052）485 ー 7154

伊勢湾台風から 63 年が経過
し、近年大規模な水害が多発し
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、防災についての知識を
高めるために、浸水時に雨水な
どを海に排出する施設の現地見
学会を開催します。
▼と　き
12月 23 日（金）
午後０時 30 分～４時 30 分
▼対象者
どなたでも（小学生未満の方は、
保護者同伴でお願いします。）
▼定　員
25人程度（定員に達し次第締め
切り）
▼内　容
バスで、新孫宝排水機場、日
光川水閘門、日光川排水機場
などを見学します。

習字、作文、標語、絵はがき
の優秀作品を展示。
午前 10 時～午後２時

⑦税に関する優秀作品（習字・
作文）表彰式
午前 10 時～ 11 時 30 分

▼その他
ご来場の際は、手指消毒や名
簿作成など、感染予防にご協
力ください。

　一般社団法人　津島法人会
☎24－6391

▼内　容
令和５年の裁判員候補者名簿
に登録された方に、裁判所か
ら本年 11 月中旬頃に通知をお
送りします。この通知は、令
和５年２月頃からの約１年間
に裁判所にお越しいただき、
裁判員に選ばれる可能性があ
ることを事前にお伝えし、あ
らかじめ心づもりをしていた
だくためのものです。
裁判員制度の詳しい情報は裁
判員制度ホームページをご覧
ください。

寝具の衛生管理などが困難な
方を対象に、寝具洗濯乾燥消毒
サービスを実施いたします。
▼対象者
○おおむね 65 歳以上のひとり暮
らし高齢者の方

○要介護３～５（介護保険法）
の認定を受けた方

○身体障がい者１・２級の方
▼自己負担分の費用
世帯の市民税に応じて、０円
～ 300 円

▼手続きの方法
市役所介護高齢課および十四

を切って家族や警察に相談す
る。

〇役所をかたる還付金詐欺が多
発。ＡＴＭの周辺では携帯電話
の利用を自粛する。
「ＳＴＯＰ！ＡＴＭでの携帯電話」
　蟹江警察署　☎95－0110
市役所市民協働課（内線 432）

税について、大人も子どもも
楽しめる「ねんぐ祭」を開催し
ます。
▼と　き
11 月 27 日（日）
午前 10 時～午後３時頃

▼ところ
総合社会教育センターほか

▼内　容
①税とご当地クイズラリー　
各ブースで出題されるクイズ
に答えた方に、すてきな景品
をプレゼント（午前 10 時～午
後２時。なくなり次第終了）。

②キャベツ無料配布‼
(1) 午前 10 時 30 分、(2) 正午、
(3) 午後 1 時 30 分に各回先着
150 人に配布。

③各団体ステージ発表　
神戸神楽保存会による神楽太
鼓、リズムなぎなた、幼児に
よるマーチングおよびダンス
チームによる演技など（午前
10 時～午後２時 30 分頃）

④海部津島地域ゆるキャラ大集
合‼
ご当地キャラが会場に集まり
ます。

⑤特設ブース催事「ねんぐ村」
屋内では、海部地区の特色あ
る特産品を展示即売。屋外で
は、金魚すくいや飲食コーナー
が楽しめます。

⑥税に関する優秀作品展示　

スポーツセンター）
☎52－2110

市内犯罪発生状況（令和４年
８月）暫定値

〇犯人と話をしないために、電
話機を常時留守番電話設定に
しておき、相手が誰かを確認
してから電話に出る。

〇相手への警告や録音機能など
のついた被害防止機能付き電
話機を使用する。

〇迷惑メール対策機能アプリを
活用する。

〇相手の身分を疑う。（一度電話
を切り、正しい電話番号を調
べる。）

〇お金を要求するメールや封書
に記載された電話番号には絶
対に電話をしない。

〇第三者に絶対に現金やキャッ
シュカードを渡さない。暗証
番号を教えない。

〇宅配便、レターパックなどで
現金を送らない。（現金を送る
ことはできません。）

〇万一に備えてキャッシュカー
ド利用限度額をあらかじめ０
（ゼロ）円に設定したり、引き
下げておく。

〇普段から、家族や地域でコミュ
ニケーションを図り「特殊詐
欺」の話をする。

〇電 話 の 会 話 の 中 で「お 金」
「キャッシュカード」「暗証番
号」「還付金」の話が出たら、
相手が誰であっても一度電話

山支所に備え付けの申請書に
必要事項を記入のうえ、お申
し込みください。
なお、今年度中に申請された方
については、申請は不要です。
※実施日などは申請された方へ
後日連絡します。
▼申込期限
11 月 17 日（木）
　・　市役所介護高齢課
（内線 175）
十四山支所

▼と　き
12 月９日（金）
午後１時 30 分～３時
▼ところ
飛島村すこやかセンター
▼内　容
遺言書の種類とその書き方
▼費　用
無料
▼講　師
名古屋法務局津島支局長
高山　正英氏
▼定　員
50 人（締切 11 月 30 日）
海部南部権利擁護センター
☎69－8181　　69－8180
shien@amanankenri.net

教養文化の向上を図ることを
目的に、海部地区文化講演会を
開催します。
▼と　き
11 月 26 日（土）
午前 10 時～ 11 時 45 分
▼ところ
愛西市文化会館ホール
愛西市稲葉町米野 303 番地

奇数月に開催しているフリー
スペース『なごみの会』につき
ましては、新型コロナウイルス
感染拡大防止に十分配慮した上
で、以前より 1 時間短縮して開
催する予定です。「こころが疲れ
ているな」「不安になっている」
など精神的に疲れている方や「誰
かに話を聞いてほしい！」「居場
所を作りたい」と考えている方、
ゆっくりとした時間を過ごして
みませんか。
▼と　き
11 月 26 日（土）
午後 1 時 30 分～２時 30 分
▼ところ
総合福祉センター２階　研修室

＊雰囲気が分からない方や参加を
迷っている方はお電話ください。

▼主　催
市社会福祉協議会
▼協　力
精神保健福祉ボランティア　
『きんぎょ草』
　市社会福祉協議会　
☎65 ー 3724
暴風警報発令時には中止とさせ
ていただきます。

条第１項の規定に基づくもの
で、住民および利害関係人は、
縦覧期間内に限り、①・②は県
に、③・④・⑤・⑥は市に意見書
を提出することができます。

　市役所都市整備課（内線 264）

緊急時における住民への迅速
かつ確実な情報伝達ができるよ
う、全国一斉の情報伝達訓練を
実施します。
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。
※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。

▼訓練実施日時
11 月 16 日（水）午前 11 時頃

▼訓練で行う放送内容
市内 90 カ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。

〇放送内容
＜上りチャイム音＞
「これは、Ｊアラートのテスト
です。」×３回
「こちらは、広報やとみです。」
＜下りチャイム音＞

　市役所防災課（内線 482）

暴力は、その対象の性別や加
害者、被害者の間柄を問わず、
決して許されるものではありま
せん。特に、配偶者などからの
暴力、性犯罪・性暴力、ストーカー
行為、売買春、人身取引、セクシュ
アルハラスメントなど女性に対
する暴力は、女性の人権を著し
く侵害するものであり、男女共
同参画社会を形成していく上で
克服すべき重要な課題です。
毎年 11 月 12 日から 25 日（女

性に対する暴力撤廃国際日）ま
での２週間は「女性に対する暴
力をなくす運動」実施期間です。

▼と　き　
11 月 19 日（土）午後１時から、
午後２時から（二部制）

▼ところ
服部家住宅
弥富市荷之上町石仏 419

▼内　容
国の重要文化財に指定されて
いる服部家住宅の見学会を開
催します。

▼定　員
各 50 人（先着順）

▼料　金
300 円（文化財保護費。小学
生以下は無料）

▼申し込み方法　電話　
▼共　催　やとみふるさとガイ
ドボランティア

※マスクを着用の上で入場をお
願いします。

　・　歴史民俗資料館

▼と　き
12 月３日（土）午後６時開演

▼ところ
総合社会教育センター　ホール

▼内　容
神楽太鼓・和太鼓・雅楽・ポッ
プス演奏など
会場での募金は社会福祉協議
会に寄付します。

※マスクをご着用の上で入場を
お願いします。

▼主催・後援
主催　大藤学区文化財保存会
後援　弥富市教育委員会・弥
富市文化財保存会

もし、性暴力の被害にあって
しまったら、ひとりで悩まず、
まずはご相談ください。
ワンストップ支援センター全
国共通短縮電話番号
☎＃8891
最寄りの性犯罪・性暴力被害

者のためのワンストップ支援セ
ンターにつながります。
　市役所市民協働課（内線 434）

個人事業税の第２期分の納期
限は 11 月 30 日 ( 水 ) です。
第２期分の納付書は、8 月にお

送りした納税通知書に同封して
おりますので、次のいずれかの
方法で納付してください。なお、
納付書を紛失された方は管轄の
県税事務所へお問い合わせくだ
さい。
▼納付場所および納付方法
・金融機関、県税事務所の窓口
・コンビニエンスストア、MMK
設置店

・Pay－easy( ペイジー ) に対応
したインターネットバンキン
グまたは ATM

・インターネット環境でのクレ
ジットカードによる納付

・スマートフォン決済アプリ（P
ayPay、LINE Pay および Pay
B）による納付

※コンビニエンスストア、MMK
設置店およびスマートフォン
決済アプリによる納付につい
ては、納付書の納付金額が 30
万円以下のものに限ります。

▼その他
領収証書が必要な方は、金融機
関 ( ゆうちょ銀行を除く。) の
窓口、県税事務所の窓口、コン
ビニエンスストアまたは MMK
設置店で納付してください。
また、納付には便利で安全な

口座振替の制度もあります。
ご希望の方は口座を開設して
いる金融機関の窓口で手続を
してください。

　西尾張県税事務所　課税第一課
　県民税・事業税第二グル－プ
☎（0586）45－3169 ( ダイ
ヤルイン )
https://www.pref.aichi.jp/s
oshiki/zeimu/

11 月 30 日 ( 水 ) は、国保税
の第５期納期限です。自主納付
の方は、金融機関などで納めて
ください。口座振替の方は預（貯）
金残高を確認してください。
国民健康保険は、世帯単位で

加入するもので、国民健康保険
税（国保税）の納税義務者は世
帯主です。
▼今後の納期限日
第６期:12 月 26 日 ( 月 )
第７期：令和５年１月31日(火)
第８期：令和５年２月28日(火 )

▼国保税の月割課税
社会保険などを離脱すると、
国民健康保険に加入すること
になります。加入した月から
年度末の３月までが課税対象
となり、届け出た日以後の納
期に割り振って国保税が課さ
れます。

▼届け出は 14 日以内に
届け出が遅れると、少ない納
期に割り振られ、１回当たり
の納付額が高くなります。社
会保険などを離脱した場合は、
14 日以内に届け出てくださ
い。

▼国保税の支払いにお困りの方へ
納期ごとの納付が困難なとき
は、国保税を滞納のままにせ
ず、お早めに市役所保険年金
課にご相談ください。
特別な事情（一定の要件があ
ります）の場合は、申請によ
り減免・分割納付などできる
場合があります。

　市役所保険年金課　
内線（122・123）

　歴史民俗資料館

令和４年 10 月１日から愛知県
最低賃金が「時間額986 円」に
改正されました。
愛知県最低賃金は、県内の事

業所で働く、常用・臨時・派遣・
パート・アルバイトなどの全て
の労働者に適用されます。
使用者は、適用される最低賃

金以上の賃金を労働者に支払わ
なければなりません。
賃金が月給・日給など、時間給

以外で定められている場合、賃金
を１時間当たりの金額に換算して
時間額986円と比較します。
詳しくは、愛知労働局ホーム

ページや最寄りの労働基準監督
署にご確認ください。
　津島労働基準監督署
 ☎26－4155

毎年 11 月 11 日は、介護や認
知症を理解し、本人・家族・介
護職員・地域住民のささえあい
を促進するため「介護の日」と
定められています。この前後の
期間に、コロナ禍においても業
務に励んでいる介護事業所の様
子などをパネル展示にて紹介し
ます。また、毎年好評いただい
ている介護実態の寸劇「笑大学
校」の YouTube による動画配
信も行います。住み慣れた地域
で最期まで過ごせる街を、市民
の皆さんと共につくりあげま
しょう。
▼と　き
11 月７日（月）～ 18 日（金）
（土・日曜日を除く）
▼ところ
市役所１階　ロビー（介護高
齢課前）

　海南病院たすけっと
☎65 ー 6072

　市役所介護高齢課（内線 172）

「あいちワーク・ライフ・バラ

人権擁護委員は『あなたの街
の相談パートナー』として法務
大臣から委嘱された民間の方々
です。地域の皆さんから人権相
談を受け問題解決のお手伝いを
したり、人権侵害の被害者を救
済したり、人権について関心を
持ってもらえるような啓発活動
を行っています。
令和４年 11 月現在、弥富市の
人権擁護委員は以下の方々です。
佐藤忠氏
飯田一氏
西川邦夫氏
児玉日佐美氏
竹川彰氏
小坂井恒子氏（令和４年４月～）
横井貞光氏（令和４年 10 月～）
堀田栄隆氏（令和４年 10 月～）

夫やパートナーからの暴力、
セクハラ、ストーカー行為など
女性に関するさまざまな人権問
題の解決を図るため、電話相談
に応じます。
相談内容の秘密は固く守られ
ますので、ひとりで悩まず、お
気軽にご相談ください。
▼と　き

11 月 18 日（金）～ 24 日（木）
午前８時 30 分～午後７時
※ただし、11 月 19 日（土）・
20 日（日）・23 日（水・祝）
は午前 10 時～午後５時
▼相談窓口
相談専用電話
（女性の人権ホットライン）
☎（0570）070 ー 810
　名古屋法務局人権擁護部
☎（052）952 ー 8111
（内線 1831）

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（十四山

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。

有料広告 有料広告

市役所３階　保健センター
▼対象者
第１子を妊娠中で安定期の妊
婦とそのパートナー 10 組（要
予約、先着順）
▼内　容
保健師による赤ちゃんのお世
話の話、歯科衛生士による歯
の話、沐浴体験、パパの妊婦
体験、交流会など
▼申込期間
11 月７日～11 日（定員に達し
次第終了）
　・　市役所健康推進課
（内線 314）

▼目　的
弥富市小中学校未来構想につ
いて、広く市民の意見を聴取
し策定の参考とするため、皆
さんからの意見を募集してい
ます。
▼計画案公表日
10 月 11 日（火）
▼意見募集期間
10 月 11 日（火）～ 11 月 30
日（水）
▼計画案の公表・閲覧場所
市ホームページ、市役所学校
教育課、十四山支所、鍋田支所、
総合社会教育センター
▼意見提出方法
閲覧場所備え付けもしくは市
ホームページよりダウンロード
した意見記入用紙により、持参、
郵送、ファクシミリおよび電子
メールのいずれかの方法にて提
出してください。
　市役所学校教育課（内線 414）

ていただきます。
▼映画会観覧申込方法
市社会福祉協議会ホームペー
ジ内の申し込みフォーム、申
込書の持参、または FAX、電
話での申し込みも可能。
▼申し込みフォーム
https://forms.gle/Mv71RV
gBQLyFqcdK6
　・　市社会福祉協議会 
☎65―8105　　65―8002

会計年度任用職員登録募集
（令和５年度以降分）

◎海部地方防災ボランティア
コーディネーター養成講座
受講者募集について

救命講習会参加者募集

パパママ教室を行います。

海部地区文化講演会参加者募集

海部地域・日光川の防災対策
現地見学会を開催します！

「住民のための成年後見
制度勉強会」開催のご案内

募集します
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市議会からのお知らせ

ンス推進協議会」では、11 月第
３水曜日を「愛知県内一斉ノー
残業デー」として定め、働き方
を見直す契機となるよう普及啓
発に取り組んでいます。11 月
16 日（水）は、効率的に仕事を
進め定時に退社し、趣味や家族
との団らんなどの時間をお過ご
しください。
　愛知県労働福祉課　
☎（052）954－6360

都市計画の案について、次の
とおり縦覧します。
▼都市計画の種類および名称
①名古屋都市計画道路３・３・
261 号 名古屋第３環状線の変
更（県決定）

②名古屋都市計画道路３・４・
311 号 弥富蟹江名古屋線の変
更（県決定）

③名古屋都市計画道路３・４・
776 号 中央通線の変更（市決
定）

④名古屋都市計画道路３・４・
782 号 弥生通線の変更（市決
定）

⑤名古屋都市計画交通広場　弥
富駅北口交通広場の変更（市
決定）

⑥名古屋都市計画生産緑地の変
更（市決定）

▼縦覧期間
11 月 11 日（金）～ 28 日（月）
土・日曜日、祝日を除く開庁
時間内

▼縦覧場所
市役所都市整備課（本庁舎２階）
愛知県都市計画課（愛知県本
庁舎５階）

※愛知県では県決定のみ縦覧で
きます。

▼意見書の提出
この縦覧は、都市計画法第 17

▼と　き
12 月４日（日）
第一部【表彰式】午後１時 30
分～
共同募金作品・福祉体験作文
コンクール表彰
第二部【映画会】午後２時～
『ブタがいた教室』
▼ところ　
総合社会教育センター　中央
公民館ホール
▼対象者
弥富市民　※入場料無料
▼定　員
先着 230 人　※定員となりま
したら、申し込みを終了させ

年３月 31 日までとし、採用の
有無に関わらず、登録が失効
しますので、再度の登録が必
要となります。

▼申込期間
随時受け付けます。
午前８時 30 分～午後５時 15
分（土・日 曜 日、祝 日、年 末
年始を除く）

　・　市役所人事秘書課（内線
　472・473）

誰もがいつ、どこで病気やけ
がなどで倒れるか分かりません。
倒れている人には一刻も早い

救命処置が必要です。そこにい
るあなたにしか救えない命があ
ります。ぜひこの講習会に参加
して心肺蘇生法を学びましょう。
◎上級救命講習（８時間コース）
▼と　き
11 月 20 日（日）
午前８時 30 分～午後５時 30 分
▼ところ
海部南部消防組合消防署（飛
島村）

▼内　容
成人、小児、乳児を対象にし
た心肺蘇生法、AED の使用方
法、止血法、傷病者管理法、
外傷の手当要領、搬送法

◎普通救命講習Ⅰ（３時間コース）
▼と　き
12 月 11 日（日）
午前９時～正午

▼ところ
海部南部消防組合消防署（飛
島村）

▼内　容
成人を対象にした心肺蘇生法、
AED の使用方法、止血法

▼定　員　両日とも 10 人
▼受講資格
市内に在住（小学５年生以上）
または在勤の方

▼申し込み方法
電話で受け付けています。
なお、定員になり次第締め切
らせていただきます。

※講習修了者には、修了証を発
行します。

　・　海部南部消防組合消防本
部消防課
☎52－3111　　52－3114

大規模な災害が発生した場合
に全国から集まるボランティア
の受け付け・整理を行い、被災
者のニーズを把握してボラン
ティアと結びつける役割を担う
「防災ボランティアコーディネー
ター」の養成講座を開催します。
▼と　き
令和５年１月 29 日（日）
午前９時 30 分～午後３時 50 分
令和５年２月５日（日）
午前９時 30 分～午後３時 40 分
▼ところ
津島市生涯学習センター　小
ホール
津島市莪原町字椋木５番地
☎24－1187

▼対象者
次の全てを満たす者

(1) 満 15 歳以上の方（18 歳未
満の方は、保護者の同意が必
要です。）

(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) 講座終了後も防災活動に意欲
的に取り組んでいただける方

▼定　員
40人程度
（応募者多数の場合は抽選）
▼内　容（予定）
災害ボランティアセンター設
置・運営、ボランティアコー
ディネーターの役割、被災者
への対応、ボランティアへの
対応、ボランティアセンター
運用体験など

▼受講料
無料（交通費および昼食など
は自己負担）

▼申し込み方法
弥富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
12 月２日（金）

　市役所防災課（内線 483）

初めての出産を迎えるご夫婦
を対象に、妊娠中の生活や子育
てについての教室を実施します。
ぜひお二人揃ってご参加くださ
い。
▼と　き
12 月 11 日（日）午前９時 30
分～正午頃（受付９時 15 分～）
▼ところ

▼ところ
市役所および十四山支所に集合
▼申し込み方法
市役所防災課へ応募用紙を提出
▼申込期限　
12 月９日（金）
▼主　催
弥富防災・ゼロの会
▼後　援
市役所防災課
　市役所防災課（内線 483）

令和５年４月１日以降に採用
される会計年度任用職員の登録
を開始します。
現行の登録台帳は、令和５年
３月 31 日をもって廃止します。
現行の登録台帳のみに登録され
ている方は、令和５年４月１日
以降の採用候補者にはなれませ
ん。新たな台帳に登録するには、
再度申込書を提出する必要があ
ります。
▼会計年度任用職員とは
任期の定めがある非常勤の地
方公務員です。
▼業務内容
事務補助や保育業務など採用
される部署により異なります。
▼申し込み方法
会計年度任用職員として働くこ
とを希望する方は、「弥富市会
計年度任用職員登録申込書」を
市役所人事秘書課へ提出してく
ださい。詳しくは市ホームペー
ジをご覧ください。なお、申込
書は市ホームページからダウン
ロードできるほか、市役所人事
秘書課で配布します。
▼台帳への登録・採用
申込書を提出すると、会計年
度任用職員登録台帳に登録さ
れます。各職場において人材
が必要となった場合に、台帳
登録者の中から書類選考を行
い、採用候補者に連絡します。
所属長による面接や勤務条件
などの説明を行い、採用とな
ります。
新たな台帳登録期間は令和８

▼主　催
公益財団法人愛知県労働協会・
愛知県労働者福祉協議会海部
支部
▼後　援
愛知県・弥富市ほか
▼対　象
愛知県民の方
▼募集人員
500 人
▼参加料
無料（要整理券）
▼内　容
演題　僕が落語家になったわけ
講師　落語家　月亭方正氏
▼申し込み方法
往復はがきに、講演会名「月亭
方正講演会」・郵便番号・住所・
氏名・電話番号・職業を明記
（往復はがき１枚で２人まで応
募可能）
▼申込期限
11 月 17 日（木）（必着）
　・　公益財団法人　愛知県労
働協会総務課労働教育グループ
〒450－0002　名古屋市中村
区名駅四丁目４番 38 号
☎（052）485 ー 7154

伊勢湾台風から 63 年が経過
し、近年大規模な水害が多発し
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、防災についての知識を
高めるために、浸水時に雨水な
どを海に排出する施設の現地見
学会を開催します。
▼と　き
12月 23 日（金）
午後０時 30 分～４時 30 分
▼対象者
どなたでも（小学生未満の方は、
保護者同伴でお願いします。）
▼定　員
25人程度（定員に達し次第締め
切り）
▼内　容
バスで、新孫宝排水機場、日
光川水閘門、日光川排水機場
などを見学します。

習字、作文、標語、絵はがき
の優秀作品を展示。
午前 10 時～午後２時

⑦税に関する優秀作品（習字・
作文）表彰式
午前 10 時～ 11 時 30 分

▼その他
ご来場の際は、手指消毒や名
簿作成など、感染予防にご協
力ください。

　一般社団法人　津島法人会
☎24－6391

▼内　容
令和５年の裁判員候補者名簿
に登録された方に、裁判所か
ら本年 11 月中旬頃に通知をお
送りします。この通知は、令
和５年２月頃からの約１年間
に裁判所にお越しいただき、
裁判員に選ばれる可能性があ
ることを事前にお伝えし、あ
らかじめ心づもりをしていた
だくためのものです。
裁判員制度の詳しい情報は裁
判員制度ホームページをご覧
ください。

寝具の衛生管理などが困難な
方を対象に、寝具洗濯乾燥消毒
サービスを実施いたします。
▼対象者
○おおむね 65 歳以上のひとり暮
らし高齢者の方

○要介護３～５（介護保険法）
の認定を受けた方

○身体障がい者１・２級の方
▼自己負担分の費用
世帯の市民税に応じて、０円
～ 300 円

▼手続きの方法
市役所介護高齢課および十四

を切って家族や警察に相談す
る。

〇役所をかたる還付金詐欺が多
発。ＡＴＭの周辺では携帯電話
の利用を自粛する。
「ＳＴＯＰ！ＡＴＭでの携帯電話」
　蟹江警察署　☎95－0110
市役所市民協働課（内線 432）

税について、大人も子どもも
楽しめる「ねんぐ祭」を開催し
ます。
▼と　き
11 月 27 日（日）
午前 10 時～午後３時頃

▼ところ
総合社会教育センターほか

▼内　容
①税とご当地クイズラリー　
各ブースで出題されるクイズ
に答えた方に、すてきな景品
をプレゼント（午前 10 時～午
後２時。なくなり次第終了）。

②キャベツ無料配布‼
(1) 午前 10 時 30 分、(2) 正午、
(3) 午後 1 時 30 分に各回先着
150 人に配布。

③各団体ステージ発表　
神戸神楽保存会による神楽太
鼓、リズムなぎなた、幼児に
よるマーチングおよびダンス
チームによる演技など（午前
10 時～午後２時 30 分頃）

④海部津島地域ゆるキャラ大集
合‼
ご当地キャラが会場に集まり
ます。

⑤特設ブース催事「ねんぐ村」
屋内では、海部地区の特色あ
る特産品を展示即売。屋外で
は、金魚すくいや飲食コーナー
が楽しめます。

⑥税に関する優秀作品展示　

スポーツセンター）
☎52－2110

市内犯罪発生状況（令和４年
８月）暫定値

〇犯人と話をしないために、電
話機を常時留守番電話設定に
しておき、相手が誰かを確認
してから電話に出る。

〇相手への警告や録音機能など
のついた被害防止機能付き電
話機を使用する。

〇迷惑メール対策機能アプリを
活用する。

〇相手の身分を疑う。（一度電話
を切り、正しい電話番号を調
べる。）

〇お金を要求するメールや封書
に記載された電話番号には絶
対に電話をしない。

〇第三者に絶対に現金やキャッ
シュカードを渡さない。暗証
番号を教えない。

〇宅配便、レターパックなどで
現金を送らない。（現金を送る
ことはできません。）

〇万一に備えてキャッシュカー
ド利用限度額をあらかじめ０
（ゼロ）円に設定したり、引き
下げておく。

〇普段から、家族や地域でコミュ
ニケーションを図り「特殊詐
欺」の話をする。

〇電 話 の 会 話 の 中 で「お 金」
「キャッシュカード」「暗証番
号」「還付金」の話が出たら、
相手が誰であっても一度電話

山支所に備え付けの申請書に
必要事項を記入のうえ、お申
し込みください。
なお、今年度中に申請された方
については、申請は不要です。
※実施日などは申請された方へ
後日連絡します。
▼申込期限
11 月 17 日（木）
　・　市役所介護高齢課
（内線 175）
十四山支所

▼と　き
12 月９日（金）
午後１時 30 分～３時
▼ところ
飛島村すこやかセンター
▼内　容
遺言書の種類とその書き方
▼費　用
無料
▼講　師
名古屋法務局津島支局長
高山　正英氏
▼定　員
50 人（締切 11 月 30 日）
海部南部権利擁護センター
☎69－8181　　69－8180
shien@amanankenri.net

教養文化の向上を図ることを
目的に、海部地区文化講演会を
開催します。
▼と　き
11 月 26 日（土）
午前 10 時～ 11 時 45 分
▼ところ
愛西市文化会館ホール
愛西市稲葉町米野 303 番地

奇数月に開催しているフリー
スペース『なごみの会』につき
ましては、新型コロナウイルス
感染拡大防止に十分配慮した上
で、以前より 1 時間短縮して開
催する予定です。「こころが疲れ
ているな」「不安になっている」
など精神的に疲れている方や「誰
かに話を聞いてほしい！」「居場
所を作りたい」と考えている方、
ゆっくりとした時間を過ごして
みませんか。
▼と　き
11 月 26 日（土）
午後 1 時 30 分～２時 30 分
▼ところ
総合福祉センター２階　研修室

＊雰囲気が分からない方や参加を
迷っている方はお電話ください。

▼主　催
市社会福祉協議会

▼協　力
精神保健福祉ボランティア　
『きんぎょ草』
　市社会福祉協議会　
☎65 ー 3724

暴風警報発令時には中止とさせ
ていただきます。

条第１項の規定に基づくもの
で、住民および利害関係人は、
縦覧期間内に限り、①・②は県
に、③・④・⑤・⑥は市に意見書
を提出することができます。

　市役所都市整備課（内線 264）

緊急時における住民への迅速
かつ確実な情報伝達ができるよ
う、全国一斉の情報伝達訓練を
実施します。
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。
※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。

▼訓練実施日時
11 月 16 日（水）午前 11 時頃

▼訓練で行う放送内容
市内 90 カ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。

〇放送内容
＜上りチャイム音＞
「これは、Ｊアラートのテスト
です。」×３回
「こちらは、広報やとみです。」
＜下りチャイム音＞

　市役所防災課（内線 482）

暴力は、その対象の性別や加
害者、被害者の間柄を問わず、
決して許されるものではありま
せん。特に、配偶者などからの
暴力、性犯罪・性暴力、ストーカー
行為、売買春、人身取引、セクシュ
アルハラスメントなど女性に対
する暴力は、女性の人権を著し
く侵害するものであり、男女共
同参画社会を形成していく上で
克服すべき重要な課題です。
毎年 11 月 12 日から 25 日（女

性に対する暴力撤廃国際日）ま
での２週間は「女性に対する暴
力をなくす運動」実施期間です。

▼と　き　
11 月 19 日（土）午後１時から、
午後２時から（二部制）

▼ところ
服部家住宅
弥富市荷之上町石仏 419

▼内　容
国の重要文化財に指定されて
いる服部家住宅の見学会を開
催します。

▼定　員
各 50 人（先着順）

▼料　金
300 円（文化財保護費。小学
生以下は無料）

▼申し込み方法　電話　
▼共　催　やとみふるさとガイ
ドボランティア

※マスクを着用の上で入場をお
願いします。

　・　歴史民俗資料館

▼と　き
12 月３日（土）午後６時開演

▼ところ
総合社会教育センター　ホール

▼内　容
神楽太鼓・和太鼓・雅楽・ポッ
プス演奏など
会場での募金は社会福祉協議
会に寄付します。

※マスクをご着用の上で入場を
お願いします。

▼主催・後援
主催　大藤学区文化財保存会
後援　弥富市教育委員会・弥
富市文化財保存会

もし、性暴力の被害にあって
しまったら、ひとりで悩まず、
まずはご相談ください。
ワンストップ支援センター全
国共通短縮電話番号
☎＃8891
最寄りの性犯罪・性暴力被害

者のためのワンストップ支援セ
ンターにつながります。
　市役所市民協働課（内線 434）

個人事業税の第２期分の納期
限は 11 月 30 日 ( 水 ) です。
第２期分の納付書は、8 月にお

送りした納税通知書に同封して
おりますので、次のいずれかの
方法で納付してください。なお、
納付書を紛失された方は管轄の
県税事務所へお問い合わせくだ
さい。
▼納付場所および納付方法
・金融機関、県税事務所の窓口
・コンビニエンスストア、MMK
設置店

・Pay－easy( ペイジー ) に対応
したインターネットバンキン
グまたは ATM

・インターネット環境でのクレ
ジットカードによる納付

・スマートフォン決済アプリ（P
ayPay、LINE Pay および Pay
B）による納付

※コンビニエンスストア、MMK
設置店およびスマートフォン
決済アプリによる納付につい
ては、納付書の納付金額が 30
万円以下のものに限ります。

▼その他
領収証書が必要な方は、金融機
関 ( ゆうちょ銀行を除く。) の
窓口、県税事務所の窓口、コン
ビニエンスストアまたは MMK
設置店で納付してください。
また、納付には便利で安全な

口座振替の制度もあります。
ご希望の方は口座を開設して
いる金融機関の窓口で手続を
してください。

　西尾張県税事務所　課税第一課
　県民税・事業税第二グル－プ
☎（0586）45－3169 ( ダイ
ヤルイン )
https://www.pref.aichi.jp/s
oshiki/zeimu/

11 月 30 日 ( 水 ) は、国保税
の第５期納期限です。自主納付
の方は、金融機関などで納めて
ください。口座振替の方は預（貯）
金残高を確認してください。
国民健康保険は、世帯単位で

加入するもので、国民健康保険
税（国保税）の納税義務者は世
帯主です。
▼今後の納期限日
第６期:12 月 26 日 ( 月 )
第７期：令和５年１月31日(火)
第８期：令和５年２月28日(火 )

▼国保税の月割課税
社会保険などを離脱すると、
国民健康保険に加入すること
になります。加入した月から
年度末の３月までが課税対象
となり、届け出た日以後の納
期に割り振って国保税が課さ
れます。

▼届け出は 14 日以内に
届け出が遅れると、少ない納
期に割り振られ、１回当たり
の納付額が高くなります。社
会保険などを離脱した場合は、
14 日以内に届け出てくださ
い。

▼国保税の支払いにお困りの方へ
納期ごとの納付が困難なとき
は、国保税を滞納のままにせ
ず、お早めに市役所保険年金
課にご相談ください。
特別な事情（一定の要件があ
ります）の場合は、申請によ
り減免・分割納付などできる
場合があります。

　市役所保険年金課　
内線（122・123）

　歴史民俗資料館

令和４年 10 月１日から愛知県
最低賃金が「時間額986 円」に
改正されました。
愛知県最低賃金は、県内の事

業所で働く、常用・臨時・派遣・
パート・アルバイトなどの全て
の労働者に適用されます。
使用者は、適用される最低賃

金以上の賃金を労働者に支払わ
なければなりません。
賃金が月給・日給など、時間給

以外で定められている場合、賃金
を１時間当たりの金額に換算して
時間額986円と比較します。
詳しくは、愛知労働局ホーム

ページや最寄りの労働基準監督
署にご確認ください。
　津島労働基準監督署
 ☎26－4155

毎年 11 月 11 日は、介護や認
知症を理解し、本人・家族・介
護職員・地域住民のささえあい
を促進するため「介護の日」と
定められています。この前後の
期間に、コロナ禍においても業
務に励んでいる介護事業所の様
子などをパネル展示にて紹介し
ます。また、毎年好評いただい
ている介護実態の寸劇「笑大学
校」の YouTube による動画配
信も行います。住み慣れた地域
で最期まで過ごせる街を、市民
の皆さんと共につくりあげま
しょう。
▼と　き
11 月７日（月）～ 18 日（金）
（土・日曜日を除く）
▼ところ
市役所１階　ロビー（介護高
齢課前）

　海南病院たすけっと
☎65 ー 6072

　市役所介護高齢課（内線 172）

「あいちワーク・ライフ・バラ

人権擁護委員は『あなたの街
の相談パートナー』として法務
大臣から委嘱された民間の方々
です。地域の皆さんから人権相
談を受け問題解決のお手伝いを
したり、人権侵害の被害者を救
済したり、人権について関心を
持ってもらえるような啓発活動
を行っています。
令和４年 11 月現在、弥富市の

人権擁護委員は以下の方々です。
佐藤忠氏
飯田一氏
西川邦夫氏
児玉日佐美氏
竹川彰氏
小坂井恒子氏（令和４年４月～）
横井貞光氏（令和４年 10 月～）
堀田栄隆氏（令和４年 10 月～）

夫やパートナーからの暴力、
セクハラ、ストーカー行為など
女性に関するさまざまな人権問
題の解決を図るため、電話相談
に応じます。
相談内容の秘密は固く守られ

ますので、ひとりで悩まず、お
気軽にご相談ください。
▼と　き

11 月 18 日（金）～ 24 日（木）
午前８時 30 分～午後７時
※ただし、11 月 19 日（土）・
20 日（日）・23 日（水・祝）
は午前 10 時～午後５時

▼相談窓口
相談専用電話
（女性の人権ホットライン）
☎（0570）070 ー 810

　名古屋法務局人権擁護部
☎（052）952 ー 8111
（内線 1831）

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（十四山

有料広告

市役所３階　保健センター
▼対象者
第１子を妊娠中で安定期の妊
婦とそのパートナー 10 組（要
予約、先着順）
▼内　容
保健師による赤ちゃんのお世
話の話、歯科衛生士による歯
の話、沐浴体験、パパの妊婦
体験、交流会など
▼申込期間
11 月７日～11 日（定員に達し
次第終了）
　・　市役所健康推進課
（内線 314）

▼目　的
弥富市小中学校未来構想につ
いて、広く市民の意見を聴取
し策定の参考とするため、皆
さんからの意見を募集してい
ます。
▼計画案公表日
10 月 11 日（火）
▼意見募集期間
10 月 11 日（火）～ 11 月 30
日（水）
▼計画案の公表・閲覧場所
市ホームページ、市役所学校
教育課、十四山支所、鍋田支所、
総合社会教育センター
▼意見提出方法
閲覧場所備え付けもしくは市
ホームページよりダウンロード
した意見記入用紙により、持参、
郵送、ファクシミリおよび電子
メールのいずれかの方法にて提
出してください。
　市役所学校教育課（内線 414）

※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。

ていただきます。
▼映画会観覧申込方法
市社会福祉協議会ホームペー
ジ内の申し込みフォーム、申
込書の持参、または FAX、電
話での申し込みも可能。
▼申し込みフォーム
https://forms.gle/Mv71RV
gBQLyFqcdK6
　・　市社会福祉協議会 
☎65―8105　　65―8002

社会福祉協議会に
▼海野寿美　様  　　　　　　

金1,000円

♥ 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。

弥富市小中学校未来構想（案）
パブリックコメント
（意見募集）の実施について
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○

○

○

○

○
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○
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本会議（一般質問）

本会議（一般質問）

本会議（議案質疑）

総務建設委員会

本会議
（市長所信表明演説、
議案説明など）

厚生文教委員会

予算決算委員会

本会議
（委員長報告･討論･採決）

12月 20日（火）

１月 10日（火）

11日（水）

12日（木）

16日（月）

17日（火）

18日（水）

24日（火）

インターネット
配信予定

ケーブルテレビ
中継放映予定日　程期　日

12月20日（火)～
令和５年１月24日（火)の

会期予定です。

12月定例会の開催日程
(予定)

市役所議会事務局（内線 513）

※日程および放映は、変更になる場合があります
ので、ご了承ください。
※傍聴は、人数に制限はありますが、本会議のみ
可能となっております。

～ケーブルテレビ中継～
午前 10 時～会議終了まで

（録画放映は当日午後７時～予定）
～インターネット配信～

開催後、おおよそ 10 日後より配信予定

税を考える週間
（11月 11 日から17 日）
これからの社会に向かって

詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。
https://www.nta.go.jp

期間中、国税庁ホームページで
さまざまな情報を提供しています。

『令和４年歳末たすけあい
募金事業』の開催

お申し込み・お問い合わせ・会員登録は
シルバー人材センターは、原則として60歳以上の健康で働く
意欲のある高齢者が会員となり、自主的に運営している団体です。

〒460-0001 愛知県名古屋市中区三の丸三丁目2番1号
TEL.052-961-9521　https://www.sjc.ne.jp/aisiren

公益社団法人
愛知県シルバー人材センター連合会

あなたの街のシルバー人材センター

2726 広報やとみ　2022.11広報やとみ　2022.11



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

SPORTSSPORTSSPORTS11/1～12/10
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)～24日(木)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・祝日）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)～11月
24日(木)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。

なんで勉強
するんだろう？
齋藤　孝 / 著

金魚いろ×かたち
謎解き図鑑

大森　義裕 / 著

90歳になっても、
楽しく生きる
樋口　恵子 /著

図 書 名 筆 者 名 など

●美人になる
　自律神経レッスン
●そして誰も
　ゆとらなくなった
●祈りのカルテ２
●汝、星のごとく
●ハヤブサ消防団
●越境刑事
●日本の自然風景
　ワンダーランド

小林　弘幸

朝井　リョウ

知念　実希人

凪良　ゆう
池井戸　潤
中山　七里

小泉　武栄

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 11 月 12日 ( 土 )　午前 10 時～正午
▼ところ 図書館
▼テキスト　「少年」( 川端　康成 / 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 !!!

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！

11月12日（土）
～

12月4日（日）
無料

無料

小学生以上
（在住・在勤・在学）

子宝グランド
三ツ又池公園

12月11日(日)
予備日：

12月18日（日）
市ロードレース

大会

11月5日（土）
～

11月30日（水）
中学生以下

（なぎなた会員の方）
TKEスポーツ
センター

（第１アリーナ）
12月17日（土）

第２回
市わかしゃち
なぎなた交歓会

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

▼申し込み方法　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回弥富市バレーボール大会
　(9月18日（日）　総合社会教育センターアリーナ)

■第17回弥富市ミニゴルフ大会
　(10月1日（土）　木曽川グランドミニゴルフ場)

■第１５回弥富市民ゴルフ大会(10月5日（水）　鈴鹿カンツリークラブ)
優  勝　稲本　富士男　第２位　黒宮　肇　第３位　比尾野　雅也

優  勝　弥富北中学校
第２位　蟹江中学校
第３位　十四山中学校

【中学生男子】
優  勝　伊藤　孝市
第２位　深井　昭
第３位　柿原　正敏

【男子の部】
優  勝　弥富北中学校
第２位　弥富中学校
第３位　蟹江北中学校

【中学生女子】
優  勝　岩花　勝美
第２位　大島　かなえ
第３位　山本　勝代

【女子の部】

▼令和４年度全国高等学校
　総合体育大会（卓球競技）
８月４日（木）～８日（月）
【愛媛県宇和島市総合体育館】
【団体優勝】伊藤 詩菜（東末広）
大阪府四天王寺高校

▼令和４年度全国
　中学校体育大会（卓球競技）
８月19日（金）～22日（月）
【北海道苫小牧市総合体育館】
【団体第３位】伊藤 快眞（東末広）
高知県明徳義塾中学校

▼第61回全日本学生なぎなた選手権大会
８月７日（日）【長野県松本市総合体育館】
【演技競技】第５位 若松　舞(鎌倉)・山田　乃々果
【個人競技】第５位 若松　舞(鎌倉)

▼JOCジュニアオリンピックカップ第30回全国中学生なぎなた大会
７月23日（土）・24日（日）【三重県津市サオリーナ】
【試合競技】団体の部　第４位　弥富市なぎなた連盟
先鋒　小林 諭都緑(五明)
中堅　菖蒲 樹吏愛(前ケ平)　大将　大木 千代(平島中)

▼第17回全日本インディアカトーナメント　８月27日（土）【千葉県船橋アリーナ】
【シニア男女混合の部】栄南　【男女混合の部】Ｈ（アッシュ）

▼令和４年度全日本少年少女武道なぎなた錬成大会
８月７日（日）【東京都日本武道館】
【演技競技】小学生１・２年生の部　
準優勝　しかけ　佐藤 紗彩(竹田)　応じ　伊藤 光咲(鯏浦)
第３位　しかけ　宮崎 芽々(四郎兵衛)　応じ　毛受 悠乃蒼
【演技競技】中学生の部　優勝　しかけ　菖蒲 樹吏愛(前ケ平)　応じ　大木　千代(平島中)
【試合競技】小学生男子３・４年の部　第３位　藤江　健成
【試合競技】中学生1年生の部　準優勝　堀田　希(平島)

▼幸村杯第７回全国女子なぎなた大会・全国高等学校男子なぎなた選手権大会
８月28日（日）【和歌山県九度山町文化センター】
【個人女子】第３位  三浦　里帆(前ケ平)
【個人男子】第５位  古市　光汰(五之三)
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発症の危険因子で
あるたばこをやめま
しょう。

できるだけ母乳で育
てましょう。

１歳になるまでは、寝
かせる時ときはあおむ
けに寝かせましょう。

ベビーベッドに寝かせ、柵は常に上げて転落防止を。
敷布団や枕は赤ちゃん用の固めのものを、掛け
布団は軽いものを使い、鼻や口がふさがれない
ように。
寝返りするようになったら、首に巻きつくもの
（タオルやよだれかけ）、ぬいぐるみなどに注意。

SIDSとは、何の予兆や既往歴もないまま乳幼児が死に至る原因の
分からない病気です。12月以降の冬期に発生しやすいです。

睡眠中に赤ちゃんが死亡する原因にはSIDSのほか、窒息などによ
る事故があります。

●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)

11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

28日（月）

1日(火)

10日（木）
24日（木）

16日（水）

新型コロナウイルス感染症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

13:00～14:00

令和２年５月生まれのお子さんに
個別通知します。30日（水）2歳６か月

ピカピカ歯科教室 9:00～10:10

13:00～14:00

前期
9:10～9:20

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。

※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６月出生児

令和４年２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 11月号 その483

（海部歯科医師会）

受動喫煙で歯を失う？

がん検診 ※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。

１１月は乳幼児突然死症候群
(SIDS)の対策強化月間です

風しん抗体検査および定期予防接種（風しん第５期）

～第176回～

　・　市役所健康推進課（内線314・315）

市役所健康推進課（内線312）

タバコが健康に悪いことはよく知られています。新型コ
ロナウィルス感染症に対してもさまざまな見解がありまし
たが、やはり喫煙者の方が感染率や死亡率が高いようで
す。喫煙者は歯周病の進行が早かったり、歯周病の治療も
うまくいきづらいことが分かっています。喫煙によって歯ぐ
きの血管が変化して、酸素や栄養、免疫細胞を運ぶ機能が
低下するのです。
では、タバコは吸わなくても、他人のタバコの煙を吸って
しまう受動喫煙の場合はどうでしょうか。受動喫煙で吸う
量は自分でタバコを吸うよりは少ないものの、やはり有害
です。親のタバコの煙を子どもが吸うことで喘息が治りに
くくなったり、家族の発ガンのリスクが高まります。
お口の健康では、受動喫煙は歯周病のリスクを高めるだ
けではなく、むし歯のリスクを高める可能性も報告されて
います。
受動喫煙の機会が全くない人を１としたとき、ほぼ毎日
受動喫煙にさらされている人では「歯をすべて失うリスク」
が1.35倍になるという研究があります。
近年、新型たばこ(加熱式タバコ)は紙巻きタバコより有
害物質が少ないことをうたっていますが、それはつまり有
害物質を依然としてある程度含んでいるということになり
ます。ですから、吸っている人や周りの人の健康被害が減
ると言いきれるものではありません。
加熱式タバコの影響については現在研究が蓄積されて
います。いずれにせよ煙を避けるのが健康への近道です。

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。

※お手元に「がん検診等受診券」をご用意の上、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。
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。
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10月13日現在）

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？

＜ SIDSの発症率を低くする３つのポイント ＞

＜ 窒息事故防止のために ＞

申し込み方法

申 込 期 間

日 程

▼

▼

▼
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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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