
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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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
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