
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

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。

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。

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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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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