
令和5年
弥富市祝祝



（令和５年１月１日現在）

人口　43,847人（－６）
男　　21,987人（－12）
女　　21,860人（＋６）
世帯　18,578　（＋９）

お店や会社をPRしませんか？

津島税務署からのお知らせ
確定申告についてのお知らせ
弥富市女性活躍～輝く女性を紹介します～
2023やとみ桜まつり中止のお知らせ
楽しく学ぶコミュニケーション
高齢者肺炎球菌ワクチン接種（定期接種）
お子さんの予防接種
風しん抗体検査及び定期予防接種（風しん第５期）
新型コロナウイルスワクチン予防接種
国民年金からのお知らせ
行事予定カレンダー
まちの話題
やとみ歴史探訪
市長の部屋
子どもは宝　やとみのたから
わくわく子育て
SUKUSUKUPLAZA
「弥富・みらい創造」
市民ワークショップを開催しました！

弥富北中学校
くらしの情報
図書館だより
スポーツNEWS
激走愛知駅伝
保健センターだより

１月８日に TKE スポーツセンターで令和５年弥富市二十歳の
つどいが行われました。今月の表紙は、式の中で代表者の方が
主催者やお世話になった方々への感謝の言葉を述べている場面
の写真です。
また、４～５ページに二十歳のつどいの特集ページを設け、
式の様子や「10 年後の自分に向けたメッセージ」を紹介してい
ます。ぜひご覧ください。
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問い合わせ先（市外局番 0567）

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。

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

固定資産税　　　　　　４期
国民健康保険税　　　　８期
後期高齢者医療保険料　８期
《納期限：２月 28日（火）》
下水道等使用料　　　　12・１月分
《納期限：２月 28日（火）》

今月の納税など
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弥富市祝祝

2 広報やとみ　2023.２



掲載イメージ
広告
掲載欄

ホームページバナー広告募集

広報やとみ広告募集

募集枠

掲載サイズ

掲載期間

掲載料

15枠
縦50ピクセル×横160ピクセル
１カ月単位
（同年度内での連続掲載は最大12カ月）
※土・日曜日、祝日などにより１カ月の
掲載日数は異なります。
月額5,000円（税込）
12カ月連続掲載の場合:50,000円

詳しくは
こちら▶

５月号～令和６年４月号

掲載場所 トップページ下段

市ホームページ

市ホームページ

掲載場所

募集月
裏表紙および中ページ（くらしの情報内）

掲載イメージ

9,000円縦60ｍｍ以内×横85ｍｍ以内　　 ４色刷り４種広告（中ページ）

40,000円縦130mm以内×横180ｍｍ以内　４色刷り３種広告（裏表紙）

20,000円縦65ｍｍ以内×横180ｍｍ以内　  ４色刷り２種広告（裏表紙）

10,000円縦65ｍｍ以内×横88ｍｍ以内　　 ４色刷り１種広告（裏表紙）

月額掲載料規格種別 連続掲載すると
３カ月以上10％
６カ月以上20％ 相当額

を月額掲載料から
割り引きます！

市役所人事秘書課（内線475）申・問

をやお店 会社

募集期間 ２月６日（月）～28日（火）
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令和5年
弥富市祝祝

特集

 1月8日、TKEスポーツセンターで行われた二十歳のつどいでは、平成14年4月2日から平成15年4月1日に生まれた
478名が、晴れやかな振袖や真新しいスーツ姿で旧友らとの久しぶりの再会に喜び、笑顔であふれていました。
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自分に向けた
メッセージ

10年後の
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１月号に引き続き、私たち愛
知大学の学生 4 人がこのコー
ナーを担当させていただきま
す！ 今月号は、弥富市の大人
気キャラクターきんちゃんとぶ
んちゃんの魅力についてまとめ
た記事です。よろしければご一
読ください。

きんちゃんサブレな
どのかわいいお菓子も
あるよ！
４種類の味があって
とても美味しいです。

きんちゃんやぶんちゃんのグッズがたくさんあります！
洋服やハンドタオル、シールといった雑貨から、かわい
いぬいぐるみキャップなどラインナップも充実していま
す！ 弥富まちなか交流館内で購入することができます。

GOODS

FOODS

名前：きんちゃん
体長：約 160cm( やとみ秋まつり時点 )
体重：不明
誕生日：弥富の日 ( 平成８年 10 月 3 日 )

きんちゃんプロフィール

▲きんちゃんぬいぐるみ
　かわいいね！

◀きんちゃんには
　秋まつりなどのイベントで会えるよ！
　かわいいバイザーも配ってるよ！

きんちゃんのうた

バイザーの裏には▶
　きんちゃんの

　歌や踊りも載ってるよ！
　みんなで歌って踊ろう！

▶私たちはシールを購入しましたが、
　その際にかわいい袋ときんちゃん飴を
　いただきました。

ハンドタオルは
きんちゃんカラーのオレンジ色と
ぶんちゃんの好物の豆苗カラーの
２色があります。
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名前：ぶんちゃん
体長：約 10cm  体重：約 23g
チャームポイント：
お尻の左側にある黒い斑点

好きなもの：
豆苗、靴の上に乗ること
苦手なもの：
爪にマニキュアが塗ってある手

やとみ秋まつりでは『金魚の学校』が開校され、子
どもたちはクイズなどに熱心な様子で取り組んでお
り、参加した子どもたちには水槽などのキットも配
られていました。
また、金魚すくいも大人気で、金魚の産地・弥富市
らしく一般的なお祭りでは見かけないような品種の
金魚もいて、非常に豪華でした。金魚すくいは弥富
まちなか交流館内でもできます。

広報やとみの取材を通して、弥富市は魅力がたくさん詰まった町だ
ということを深く知ることができました。特にきんちゃんとぶんちゃ
んの可愛さにはとりこになりました！
こうして１月号と２月号の２カ月間続けて記事を掲載できたのは、
私たちの取材に快く応じてくださった皆さんと市役所の方々のおかげ
です。大変感謝しております。
ご一読いただきありがとうございました！

ぶんちゃんプロフィール

EVENTS

◀育ての親の大坪さんに
　ベッタリでかわいい！

▲桜文鳥のさくらは手に乗せたりは
　できませんが、歌を歌ってくれます♪

▲私たちの靴の上に楽しそうに
　乗っていました。対して爪に
　マニキュアが塗ってある手は
　つついていました。

◀金魚すくいで
　すくった金魚はすぐに
　水槽へ直接は入れず、
　袋のまま入れて
　しばらく水温に慣らすと
　長生きします。

手乗り文鳥にするにはひなの頃から育てる必要があり大変です。
餌やりをこまめにしなければならないなどの苦労が……。

ココ！
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税務職員ふたば

所得税、個人事業者の消費税および贈与税の申告会場を開設します。
【確定申告会場】津島市文化会館（津島市藤浪町三丁目 89 番地 10）
【開設期間】２月16日（木）～３月15日（水）（土・日曜日、祝日を除く。ただし２月19日（日）、26日（日）に限り開設します。）
【開設時間】午前９時～午後５時
※入場には「入場整理券」が必要です。入場整理券の配布状況に応じて、後日の来場をお願いすることもあります。

スマホとマイナンバーカードを利用してご自宅から申告できる e-Tax をご利用ください。
確定申告の相談は、チャットボットをご利用ください。
※チャットボットはご質問を入力いただければ、AI を活用した
「税務職員ふたば」がお答えします。

確定申告会場では、基本的にご自身のスマホで申告していただきます。
来場の際には、事前にマイナポータルアプリをインストールするほか、
①源泉徴収票などの申告書作成に必要な書類　②スマホおよびマイナンバーカード（※）
（※）マイナンバーカードの発行時に設定した次のパスワードも必要です。
・署名用電子証明書（英数字 6 桁～ 16 桁）
・利用者証明用電子証明書（数字 4 桁）が必要になりますので、ご準備をお願いします。

新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するため、確定申告会場の混雑緩和を図る
観点から、入場整理券を活用して会場内へご案内します。
「入場整理券」は、会場での当日配布、または、LINE アプリを使ったオンラインでの事
前発行の 2 通りで配布されます。
また、入場整理券の配布状況に応じて、後日の来場をお願いすることもありますので、
あらかじめご了承ください。
まずは、国税庁 LINE 公式アカウントと友だちになってください！

●入場時に、当日配布した「入場整理券」または LINE アプリで事前発行した際に表示される「受付完了」画面を確認します
ので、必ずお持ちください。
●「入場整理券」には、会場へ入場できる時間帯が記載されていますので、指定された時間帯内に会場へお越しください。
●指定された時間帯に遅れた場合は、入場できない場合があります。また、会場の混雑状況に応じ、指定された時間帯
内であっても入場をお待ちいただく場合があります。

●入場の際に検温を実施させていただ
きます。
●咳・発熱（37.5 度以上）などの症状が
ある場合や体調がすぐれない方は、
入場をお断りさせていただきます。
ご自宅からの確定申告や後日の来場
をお願いします。
●ご来場の際は、必ずマスクを着用し
ていただき、手指のアルコール消毒
をお願いします。
●混雑緩和のため、ご来場の際は、で
きる限り少人数でお越しください。

　津島税務署 ☎26－2161
　※電話は自動音声により案内していますので、音声案内に従い「２」を選択してください。

確定申告会場のご案内

確定申告会場にお越しになる方へ

確定申告会場へお越しになる方へのお願い

確定申告会場への入場には「入場整理券」が必要です！

確定申告会場（津島市文化会館）

津島税務署からのお知らせ

▲国税庁
公式 LINE
アカウント

▲申告書の
作成・提出は
国税庁ホーム
ページから

ご注意
ください！
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　市役所税務課（内線 215～217）

　  自主申告にご協力ください
毎年申告会場は、大変混み合います。申告書をご自身で記入できる方は、e-Tax 、郵送または申告会
場および市役所税務課窓口の税務署への直送投函箱をご利用ください。（申告期間中のみ設置します )
青色決算書・白色収支内訳書・医療費控除の明細書は、必ずご自身で作成してから、ご来場ください。
租税公課や減価償却の計算で分からないことは、事前に市役所税務課および税務署にお尋ねください。
市民税・県民税申告についても郵送での受け付けをしております。市民税・県民税申告書の宛先は弥
富市役所税務課市民税グループになります。

①市民ホール（弥富まちなか交流館）への正面玄関入口は、午前８時 30 分に開錠します。
②混雑状況によっては、午前の受付時間中に来場されても午後の相談になる場合があります。お急ぎの方
は、パソコンやスマートフォンを利用し、e-Tax 申告（電子申告）をご利用ください。
▼相談期間 ２月 16 日（木）～３月 15 日（水）（土・日曜日、祝日を除く）
▼と こ ろ  市民ホール　（本庁舎南側　弥富まちなか交流館３階）
▼相談時間 午前の受付：午前８時 45 分～11 時、午後の受付：午後１時～４時

●青色決算書や白色収支内訳書が未作成の方または作成の相談をされる方

●土地や家屋を売却された方

●株式を売却された方

●贈与税や消費税などの申告をされる方

●住宅に関わる税額控除を受ける初年度または連帯債務の申告をされる方

●令和４年中所得分以外（過年分）の確定申告をされる方

●外国税額控除等の適用を受ける方

●雑損控除、繰越損失の申告をされる方

●令和５年１月２日以降に弥富市へ住所を変更した方で、確定申告をされる方

●確定申告書の控えに収受印が必要な方

※その他内容によっては弥富市の会場で受付できない申告もありますので、ご了承ください。

確定申告に関するお知らせは広報やとみ１月号もご覧ください

弥富市申告会場にお越しの方へ

▼相　談　期　間 ２月 16 日（木）～ 28 日（火）（土・日曜日、祝日を除く）
▼相談（受付）時間 午前の受付：午前 9 時 30 分～11 時　
 午後の受付：午後１時～3 時 30 分
▽対　　象　　者 給与所得者、年金受給者の方および事業所得、不動産所得または年金以外の雑所得を
 有する方のうち、令和３年分の所得金額（専従者控除前または青色申告控除前）が
 300 万円以下の方※譲渡所得などがある方や相続税・贈与税を除く

弥富市申告会場での税理士による無料相談日

次の方は津島税務署申告会場（津島市文化会館）へお出かけください
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弥富市消防団　第２分団
石川　綾子さん

市役所市民協働課（内線 432）

市観光協会（市役所観光課内）（内線 713）

どんなに素晴らしく楽しい活動も無理をしたら、
続けるのは困難です。無理なく続けられるよう
に、私生活を大切にし、できる範囲での活動参加
を心がけています。

Q3
活動継続のため心がけていることを

教えてください。

新しいことに挑戦するのは正直怖い部分もあるかと思いますが、そこで一歩踏み出すことが成長につ
ながると思います。失敗を恐れず、新しい未来を私達と一緒に築いていきましょう。

消防団には“操法大会”という大会があります。
入団時には、操法大会の選手として出場するの
が私の目標の１つでした。夜寒い中訓練を重
ね、初出場できたときは、また一歩成長できた
とやりがいを感じました。
また、今の弥富市では女性消防団員は珍しく、
地域の方にお声掛けなどをいただいたときに
は、それが原動力になります。

Q4

Q2
やりがいや原動力を教えてください。

新たな挑戦をする人へ応援メッセージをお願いします。

日ごろから、地域や人の役に立つことが好き
で、何か活動したいと思っていました。そんな
時、市広報誌に掲載されていた消防団活動の紹
介記事が目に留まり、大変興味を持ち、私のや
りたいことだと感じ入団しました。

Q1
消防団へ入団したきっかけを教えてください。

市では、男女ともに輝けるまちづくりを目指し
て、あらゆる分野における女性の活躍を推進して
おります。先輩の言葉をヒントに新たな挑戦をし
てみませんか。

４月１日、２日開催を予定していました「やとみ桜まつり」は総合体育館特定天井撤
去改修工事のため、メイン会場となる「はなのき広場」のスペースおよび周辺の安全面
に配慮し中止させていただきます。ご理解とご協力をお願いします。

総合社会教育センター南側では今年も桜並木ライトアップを開催します。
詳細につきましては、３月号でお知らせします。

2023 やとみ桜まつり中止のお知らせ
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市役所市民協働課（内線 434）

令和４年度 男女共同参画啓発講演会

ほっとする会話心が軽くなる会話
無料

楽しく学ぶ　コミュニケーション

申込方法

申込期限

対象者

ところ

講師　伊藤　静香 様

主催：弥富市 市民生活部市民協働課　共催：弥富市 女性の会

NPO 法人参画プラネット　常任理事

講師　中村　奈津子 様
NPO 法人参画プラネット　常任理事

市役所４階市民協働課へ申込書（窓口、市ホームページで入手）を直接持参
または電話で申し込みください。

総合社会教育センター ３階 視聴覚室

弥富市在住・在勤の方 先着 50 人（要申し込み）

2 月 22 日（水）（土・日曜日、祝日を除く）　※定員となり次第締め切り

セミナーの内容
Check

～家庭で職場で活かせる対話術～

２月25日（土）
午後１時 30 分～３時 30 分（開場１時）

詳しくは
こちら▶

市ホームページ

悶々とした専業主婦時代、女性学に出会い、社会とつながり
たいと名古屋市男女平等参画推進センターで働き始める。その
後、NPO 法人参画プラネットの設立に関わって常任理事となり
現在に至る。2005 年、夫に同伴し 2 年間のカナダ暮らしを経
験。帰国後職場復帰し、名古屋市男女平等参画推進センター副
センター長となる。在職中には、名古屋市立大学大学院に進学
し、博士課程へと進む。現在は、名古屋短期大学の非常勤講師
や、各地域の自治体、学校、団体の依頼で男女共同参画や自己
表現、コミュニケーションをテーマにした講座、企業研修など
の講師を務めている。

名古屋市男女平等参画推進センターの一部事業を受託する 
NPO スタッフとなったことをきっかけにジェンダー・女性学に
出会い、男女共同参画を推進する活動を展開する。
2010 年から 4 年間、名古屋市男女平等参画推進センター副
センター長を務める。その後、龍谷大学大学院政策学研究科博
士前期課程への進学・修了、愛知淑徳大学ジェンダー・女性学
研究所勤務を経て、現在は愛知淑徳大学・愛知教育大学・名古
屋短期大学等６つの大学で非常勤講師を務めるほか、多治見市
男女共同参画推進審議会副会長など、3 つの自治体の男女共同
参画審議会に関わっている。

自分も相手も大切にするコミュニケーションの手
法を学びます。
家庭や職場での風通しの良い関係づくりに活かし
ましょう！
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接種回数 接種費用接種期限
接種方法

令和５年３月３１日までの定期接種対象者は以下のとおりです。対象者には高齢者肺炎球菌予防接種券を郵送しています。
接種をお済みでない方は、この機会にぜひ接種してください。予防接種券をお持ちでない方は、健康推進課にて予防接種券
発行の手続きをしてください。

１．次の生年月日に該当する方

※既に肺炎球菌ワクチン（ポリサッカライド）の接種を受けたことがある方は対象外となります。

2．60 歳以上 65 歳未満であって、心臓、腎臓もしくは呼吸器の機能またはヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機
　  能に障がいのある方（身体障がい者1級程度）

令和 5 年 3 月 31 日（金） １人　１回 2,000 円

高齢者肺炎球菌予防接種券（※対象者に４月に郵送済）、健康保険証、接種費用を持参して、指定医療
機関に予約の上、接種してください。

65 歳
70 歳
75 歳
80 歳

85 歳
90 歳
95 歳
100 歳

昭和 32 年 4 月 2 日生～昭和 33 年 4 月 1 日生
昭和 27 年 4 月 2 日生～昭和 28 年 4 月 1 日生
昭和 22 年 4 月 2 日生～昭和 23 年 4 月 1 日生
昭和 17 年 4 月 2 日生～昭和 18 年 4 月 1 日生

昭和 12 年 4 月 2 日生～昭和 13 年 4 月 1 日生
昭和　7 年 4 月 2 日生～昭和　8 年 4 月 1 日生
昭和　2 年 4 月 2 日生～昭和　3 年 4 月 1 日生
大正 11 年 4 月 2 日生～大正 12 年 4 月 1 日生

市役所健康推進課 (内線 312)

高齢者肺炎球菌ワクチン接種（定期接種）
お済みですか？

対象者

市ホームページ対象者の方には、４月にご案内を郵送しました。まだお済みでない方はお済ませください。
対象者の方で、予診票を紛失された方や転入者は、市役所健康推進課までご連絡ください。

お子さんの予防接種
お済みですか？

MR 混合
第２期

11 歳以上 13 歳未満のお子さん
※小学６年生に個別通知しています。

小学５年生の方は令和５年４月に個別通知しますのでお待ちください。

9 歳以上 13 歳未満のお子さん
※小学４年生に個別通知しています。

小学３年生の方は令和５年４月に個別通知しますのでお待ちください。

キャッチアップ接種
平成 9 年 4 月 2 日～平成 18 年 4 月 1 日生まれの女性

※個別通知しています。詳細は通知案内をご覧ください。

２種混合

日本脳炎
２期

子宮頸がん
予防接種

ヒトパピローマ
ウイルス感染症

指定医療機関で予約の
上、予診票・母子健康
手帳・健康保険証を持
参し接種してください。
指定医療機関は市ホー
ムページをご確認くだ
さい。

平成 28 年４月２日～
平成 29 年４月１日生まれのお子さん ３月31日 ( 金 )

13 歳のお誕生日
前日まで

令和７年３月31日

予防接種名 対象年齢 期　　日 受診方法

定期接種 小学校６年生～高校１年生相当の女性
( 平成 18年 4月2日～平成 23年 4月1日生まれの方 )
※個別通知しています。詳細は通知案内をご覧ください。

★平成 18・19年度生まれの女性は、定期接種の年齢を超えても、令和 7年 3月31日まで接種できます。

　弥富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及
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をお済みでない方は、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。

風しん抗体検査及び
定期予防接種（風しん第5期）

男性の方へ！
お済みですか？
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市ワクチン接種コールセンター 
☎66－0097

（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

相談・受診方法

※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。

令和 5 年 1 月 13 日現在

市ホームページ新型コロナウイルスワクチン接種推進室からのお知らせ▶

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 3カ月以上が
経過した方が対象となります。１人につき１回の接
種です。前回接種を令和４年９月末までにお済みの
方へは、接種券は発送済みです。３回目、４回目が
未接種で接種券がお手元にある方は、その接種券を
お使いください。

市役所
健康推進課

・新型コロナウイルス
　ワクチン接種券の再交付
・ワクチンパスポート発行
・接種済証の再交付

※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。
※ノババックスワクチン接種については、市ホームページをご覧ください。

▼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、「愛知県健康フォローアップセ
ンター（受診・相談窓口）」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。

●初回接種（３回）：対象となる方には、はがきにて
ご案内を送付しています。接種を希望される方は市
役所健康推進課へ連絡をしてください。

新型コロナウイルスワクチン予防接種

接種期間は令和５年３月31 日まで

接種のご予約はWeb または
コールセンターでできます

市新型コロナウイルス
ワクチン予防接種
予約ページ▶

お問い合わせ

オミクロン株対応
２価ワクチン接種について

６カ月から４歳までの乳幼児用
ワクチン接種について

５歳から 11 歳までの
小児用ワクチン接種について

●初回接種：５歳を迎えた方で接種を希望される方は市役
所健康推進課へご連絡ください。
※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。
●３回目接種：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。
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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
国民年金の便利でお得な納め方

　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 番地 46）
　☎（052）453－7200　自動音声案内「2」を押した後、もう一度「２」を押してください。
　市役所保険年金課（内線 124・125）

　国民年金は 20 歳から 60 歳になるまでの 40 年間加入し、保険料を納めなければなりません。少
しでも保険料納付にかかる負担を軽くするため、前納割引制度や口座振替制度を利用しましょう。

※土・日曜日、祝日など金融機関が営業していない日が振替日である場合、翌営業日が振替日となります。
※２年前納、１年前納および４月分から９月分までの６カ月前納の申し込み締切日は２月末日まで（必着）です。
※早割では、初回のみ前月分と当月分を合わせた２カ月分の保険料が引き落としされます。割引は当月分からで
す。

●クレジットカードによる納付・・・クレジットカードから継続的にお支払いただく方法です。前納の申し込み
締切日は２月末日まで（必着）です。ご利用するクレジットカードの利用限度額や有効期限にご注意ください。
●納付書による現金納付・・・金融機関やコンビニエンスストアで納めることができます。２年前納や任意の月
から年度末までの前納をご希望の方は、年金事務所へお問い合わせください。

　口座振替はお近くの金融機関および年金事務所で、クレジットカードは年金事務所で申し込みができます。
申し込みの手続きには、申込用紙および次のものをご用意ください。

　申込用紙は金融機関、年金事務所および市役所保険年金課に備え付けてあります。
また、日本年金機構のホームページからダウンロードすることもできます。

●口座振替の場合
　 ・基礎年金番号
　 ・預金通帳
　 ・預金通帳の届出印

●クレジットカードの場合
　 ・個人番号または基礎年金番号
　 ・クレジットカード
　 ・国民年金保険料クレジットカード納付に関する同意書
　　（カード名義人が本人・配偶者以外の場合に必要）

■口座振替方法別割引額

振替方法 一回あたりの
納付額 割引額 振替日

２年前納 １年前納 ６カ月前納

令和４年度 382,780 円
（14,540 円）

195,550 円
（3,530 円）

98,730 円
（810 円）

381,530 円

194,910 円

98,410 円

16,540 円

16,590 円

15,790 円

4,170 円

1,130 円

 

4 月末日

4月末日
4月末日
10 月末日
毎月末日

翌月末日

２年前納【４月～翌々年３月分】　

１年前納【４月～翌年３月分】

６か月前納【４月～９月分、10月～翌年３月分】

当月末振替（早割）

翌月末振替

クレジットカード、現金での前納も可能です 
■現金およびクレジットカード納付による保険料額と割引額

〈参考〉（令和４年度保険料額：月額 16,590 円）

（　）は毎月納める場合と比較した割引額です。

口座振替が
お得です

〈参考〉（令和４年度保険料額：月額 16,590 円）

50円（年間 600円）

なし

日本年金機構
ホームページ

口座振替、クレジットカードの申し込み手続きは？
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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

9

2

16

23

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。

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・大治町は市外局番が 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

休休館日・運休行事予定カレンダー月２
3

10

17

24

6

13

20

27

5

12

19

26

7

14

21

28

1

8

15

22

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 休きんちゃんバス

休図書館・歴史民俗資料館

消費生活相談（予約制）
（市役所）
13:30～16:00
中村年金事務所による
年金相談（予約制）
（市役所）
10:00～15:00

金魚に会えるひなまつり
～3月5日（日）
（歴史民俗資料館）

消費生活相談（予約制）
（市役所）
13:30～16:00

消費生活相談（予約制）
（市役所）
13:30～16:00
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

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

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
行政相談所
心配ごと相談所
（十四山総合福祉センター）
13:00～16:00

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

行政相談所
心配ごと相談所
（総合福祉センター）
13:00～16:00

生活自立支援相談
（市役所）
9:00～正午

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

森整形外科クリニック(あま市)
☎４４５－５０５０

脳神経外科のぞみクリニック
(あま市)☎４４３－５５３３

奥村整形外科(大治町)
☎４４５－５６６７

はせ川外科(津島市)
☎２４－３３７０

つつみ整形外科クリニック
(蟹江町)☎９７－０２２３

彦坂外科(津島市)
☎２５－８３５５

※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」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

4

18

11

25

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

平日夜間・休日診療問い合わせ先令和５年 ２ 月

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

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

<<納期限>>
下水道等使用料　 12・１月分
固定資産税　　　　   　4期
国民健康保険税　　   　8期
後期高齢者医療保険料　8期

天皇誕生日

建国記念の日
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12/15
〔木〕

12/26
〔月〕

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 次の 3 つの回答で間違っているのはどれか？
答えは下をご覧ください。

地震の揺れが収まって
停電していない場合は、
ブレーカーは
切らなくてもよい

①
揺れによりストーブなどの
暖房器具が倒れている
可能性があり、火災の原因に
なるので確認する

②
電気が復旧したら、
暖房器具が勝手につき、
火災の原因になる場合も
あるためコンセントを抜く

③

①　停電していない場合でも、漏電による火災の可能性があるため、ブレーカーを切りましょう。停電の場合でも、停電していない場合でもブレーカーを切ることを覚えておきましょう。 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

弥富市では、令和 4 年の師走を
迎えるにあた

り、毎年行っている避難訓練を実
施しました。

今回の訓練は、南海トラフ巨大
地震を想定し、

市役所の職員およびご協力いた
だける来庁者の

方にご参加いただきました。火災
や地震発生時の各課が連携して

残留者確認や避難誘導を

行う対応能力を図ることができま
した。

また、その際に職員を対象に補足
訓練として止水板設置訓練を行い

ました。

蟹江警察署は、市内の高等学校卒業生で広島東洋カープの栗林投手を一日警察署長に委嘱し、市内ショッピングモールで、年末３大抑えフェスタを開催しました。栗林投手が警察官の制服姿で登場し、クイズを通じて、犯罪や交通死亡事故、緊急性のない110 番の抑止を訴えました。また、最後にはじゃんけん大会も行われ、勝った参加者は栗林投手とのキャッチボールを楽しんでいました。

令和４年度
弥富市役所
避難訓練の開催

年末３大抑えフェスタ
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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。

２月も厳しい寒さの日が続きます。暖かな春が待ち遠しくなりますが、それがやっ
て来るのはまだ先のようです。

さて、今回は県内のコロナ感染者数において、弥富市の感染者数が多い状況につい
て説明させていただきます。
まず新聞報道などにある弥富市の感染者数は、発生届を出した医療機関の
所在地のため、全てが弥富市民ではございません。
現在、医療機関の休診日に PCR 検査センターなどで発生した陽性判定を県内の一
部医療機関に担っていただいております。センターでは陽性者登録ができないため、
依頼を受けた弥富市内の医療機関においても他市町村の陽性者登録を行っているこ
と、市内に地域基幹病院があること、さらに年末年始の休診などが複合的に重なった
ことが本市の感染者数が多い状況となっている一因と考えております。

実際に弥富市民の感染者数も収束には至ってはおらず、市民の皆様には大変ご心配
をおかけしておりますが、引き続き感染症予防対策を講じていただくことをお願い申
し上げますとともに、まだまだ寒さが続く中、インフルエンザの流行入りも発表され
ましたのでお身体を大切になさってください。

「新田開発歴史めぐりコース」ゴールの森津の藤公園内
に、「長屋門潜れば藤の風にほふ」の句碑があります。
澤田緑生は大正 7年に名古屋に生まれ、17歳で俳句雑

誌「馬酔木」に初入選し、近代俳句に新風を吹き込んだ水原
秋桜子に師事しました。海部津島地域の俳句大会にも講師
として何度も招かれ、弥富の風景にまつわる句をいくつも
残しています。
この句は一見さりげないように見えながら、咲き誇る

森津の藤の静かな美しさと芳香を鋭く表現しています。

澤田緑生句碑

市長の部屋

澤田緑生句碑

あ  し  び

しゅうおうし

さわ    だ   りょく せい
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赤ちゃんが生まれたその日から始まる子育て。ニコニコ笑顔、ぐっすり寝顔はかわいいけれど「ミルクを飲ま
ない」「泣いてばかりで寝ない」など悩みはいっぱいです。子育て支援センターではそんなパパ、ママの心が軽く
なるようなお手伝い、サポートをしています。親子で安心して過ごしてもらえるよう新型コロナウイルス感染
症の予防対策を行い、お待ちしています。
お気軽にお出かけください。

〇子どもを安心して遊ばせることができます。
〇地域の親子で交流できます。
〇子育ての不安を相談できます。
〇子育ての情報交換ができます。
〇子育てについて学ぶことができます。
　（育児講座・育児実技講座など）

・育児相談（基本的生活習慣・発達発育・育児方法など）
子育て支援センター職員による育児相談です。
・臨床心理士の個別相談（要予約）
「子どもはかわいいけど、どう関わっていいか分からない・・」
子育てや心に関する相談です。
・訪問相談（要予約）
保育士が自宅に伺ってご相談に応じます。子育てに迷ったら「子育て支援センター」にお電話・ご来所ください。

HAPPY B RTHDAY
子どもは宝 やとみのたから

伊藤 春舞ちゃん（西中地町）
♡我が家のひょうきん王子♡

いとう はるま
3歳

原 理人ちゃん（五之三）
いつも幸せをありがとう！！

はら りひと
1歳

服部 輝貴ちゃん（西中地町）
今年も沢山遊ぼうね♪大好きだよ

はっとり こうき
1歳

富樫 紬衣ちゃん（馬ケ地）
我が家のお姫様♡

とがし つむぎ
1歳 杉浦 椛心ちゃん（荷之上町）

我が家のおもしろ担当！！祝１歳

すぎうら にこ
1歳

喜友名 日向ちゃん（平島町）
３歳おめでとう！

きゆな ひなた
3歳

川井 零央ちゃん（鎌島）
１歳おめでと大好きなぼっちゃん

かわい れお
1歳

子育て相談

子育て支援センターではこんなことをしています

東部 
あおぞらひろば

ひので 
わくわくチャイルド

弥生 なかよしひろば

子育て子育てわわくく わわくく

●応募期間 2 月 6 日(月)～13日(月)【必着】
●対 象 者 4 月生まれで１歳から３歳までの子
問市役所人事秘書課（内線475） 市ホームページ

子どもの写真を
載せませんか？
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★各児童館共通　開館時間　9:30 ～ 17:00  　休 館  日　日曜日・祝日　

児童館だより 2 月1日～ 3月10日

「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
ところ／東部子育て支援センター　　持ち物／母子手帳

月～金曜日　8:30 ～ 17:00

2 月16日（木）10:00～11:30
3 月 6 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（土曜日は電話受付のみ）☎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・東部（木曜日）、弥生（土曜日）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。

Instagram

※「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

2月25日（土）
14：00～16：00

2月4日（土）
14：00～16：00

2月15日（水）
16：00～

2月18日（土）
14：00～16：00

2月18日（土）
14：00～16：00

2月18日（土）
14：00～16：00

2月25日（土）
10：30～11：00

2月18日（土）
10：30～11：00

2月4日（土）
10：30～11：00

2月18日（土）
①10:30～11:30
②13:30～14:30
定員15名

2月4日（土）
①10:00～11:00
②11:00～12:00
定員各10名

2月18日（土）
①13:30～14:30
②14:30～15:30
定員15名

2月18日（土）
①10:00～11:00
②11：00～12：00
定員各10名

2月4日（土）
①14:00～15:00
②15:00～16:00
定員各10名

2月4日（土）
①13:30～14:30
②14:30～15:30
定員各10名

2月4日（土）
10：30～11：00

2月25日（土）
10：30～11：00

2月18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。

★ひな人形づくり
(小学生対象 )

月1回土曜日
10:30～ 11:00

親子で運動遊び

リトミックをたのしもう
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　令和６年度を初年度とする「第２次弥富市総合
計画後期基本計画」の策定にあたり、本市の地域
課題と、その課題解決に向けて取り組むべきこと
について、参加者の皆さんを３つのグループに分
けて話し合いました。
　このワークショップで出された意見は、総合計
画を調査審議するために設置している総合計画審
議会に報告し、計画の策定に活かしていきます。

◎ワークショップコーディネーター：愛知学院大学　藤井勉助教

グループごとの分野

C グループ

B グループ

A グループ
防災・防犯・交通安全・環境など
上下水道・道路・公園など
健康・子育て・福祉など
教育・文化・スポーツなど
農水産業・商工業・観光など
行財政・市民協働・人権など

市役所企画政策課（内線 454）

「弥富・みらい創造」
市民ワークショップを開催しました！

10 月 21 日（金）　参加者 20 人
「弥富市の現状・課題を把握して共有しよう」
➡インプット（総合計画、市の現況などの説明）、グループワーク（市の現状、
課題の共有）

第１回

12 月 16 日（金）　参加者 16 人
「地域や自分でできることを考えよう」
➡グループワーク（分野別に地域や自分でできる取組の意見出し／ワールドカ
フェ方式）

第 4 回

11 月４日（金）　参加者 19 人
「テーマ別の課題について考えよう」
➡グループワーク（分野別に課題の洗い出し）

第 2 回

11 月 25 日（金）　参加者 15 人
「課題解決に向けた取組について考えよう」
➡グループワーク（分野別に課題解決となる案出し）

第 3 回

分野

市ホームページ

詳細については、
こちらを

ご覧ください。
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弥富北中学校教育の広場
　弥富北中学校では、校訓「至誠」のもと、知・徳・体の調和がとれた人間性豊かで実践力のある生徒の育成を目
指し、さまざまな教育活動を行っています。その活動の一部を紹介します。

「弥富市健康都市宣言」に関する取り組みとして、体育の授業では「弥北７分トレーニング」と題
し、基礎体力づくりのためのトレーニングを行っています。また、「月別保健目標の設定や保健室前
の掲示」（保健委員会）、「食を通した健康増進の啓発活動」（給食委員会）など、特別活動と連携
した健康教育を推進しています。

特別活動と連携した健康教育

「お帰り弥北の輝く先輩」と題し、第一線で活躍されている本校出身の方をお招きした講演会を毎
年行っています。母校の先輩が活躍されている姿を実際に見聞きすることで、働くことの素晴らしさ
や将来の生き方について考える機会としています。地域の人材を活用し、地域と連携したキャリア教
育を推進しています。

地域と連携したキャリア教育

弥富北中学校では、清掃の時間を「自問清掃」と名付け活動しています。「人に言われてやる」の
ではなく、自ら気付き、考え、具体的に行動する気持ちや姿勢を育んでいくことを目標にしていま
す。自問清掃によって「根気玉」（進んで清掃に取り組む心）、「親切玉」（人を助けようとする
心）、「発見玉」（新しいことを見つける心）という三つの玉（心）を磨いていきます。15分間、
全校生徒が一斉に、無言で、黙々と掃除に取り組む姿は圧巻の一言です。

自ら考え行動する自問清掃
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献血にご協力ください

2023

2
お知らせ

預けて安心！
自筆証書遺言書保管制度

防災行政無線（同報無線）
を用いた訓練を行います

アルコール専門相談

自筆証書遺言書を法務局で長
期間適正に保管・管理する制度
ができたのをご存じですか。保
管に関する費用は申請１件につ
き3,900円で済み，また，相続
開始後，本制度で保管されてい
る遺言書は，裁判所の検認が不
要となります。
　　　名古屋法務局津島支局
☎26－2423

アルコールに関する悩みを抱
えていませんか？
精神科医師と専門の相談員が
お話を伺います。
●と　き
２月16日（木）
午後１時30分～３時30分
●ところ
津島保健所
津島市橘町四丁目50番地２
●対象者
アルコールが原因の健康問題
に悩む本人または家族（定員
２組）
●申し込み方法
電話予約制
●申込期限
２月13日（月）　　　
津島保健所　健康支援課
☎26－4137

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
２月15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）

市役所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
２月15日（水）
午後１時30分～４時
●ところ
市役所
　市役所健康推進課（内線318）

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。
●トレーニング室利用料
大人300円・中学生150円
●と　き
①10：00～　②14：30～ 
③18：30～

※予定は変更になる場合があり
ます。
●所要時間
１時間半程度
●持ち物
運動できる服装、上履き
●申し込み方法
電話または窓口（要予約）
　TKEスポーツセンター
（十四山スポーツセンター）
☎52－2110

TKEスポーツセンター
トレーニング講習会２月の予定

・

法務省ＨＰ

③
③
②
③
②
②
③
③
②
②
③
②

②
②
①
②
①
①
②
②
①
①
②
①

（金）
（土）
（日）
（火）
（土・祝）
（日）
（水）
（土）
（日）
（木・祝）
（土）
（日）

３日
４日
５日
７日
11日
12日
15日
18日
19日
23日
25日
26日

２回目１回目日　程
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40歳から64歳までの介護保
険料は、各医療保険料（国民健
康保険、社会保険、共済保険な
ど）に含まれて徴収されます
が、65歳になると介護保険料の
決め方と納め方が変わります。
特別徴収（年金からの天引き）
が始まるまでの間は、普通徴収
（納付書もしくは口座振替）で
納めていただくことになりま
す。４月から８月生まれの方は
８月に、９月から３月生まれの
方は誕生月の翌月までに納付書
を送らせていただきますので、
最寄の金融機関などでお支払い
をお願いします。
市役所介護高齢課（内線１７３）

●と　き
３月11日(土)
午前10時～正午
（受付：午前９時30分～10時）
●ところ
津島市神守支所
愛知県津島市神守町五反田２
☎28－5208
●内容
津島市神守支所を起点に、神
守の一里塚や神守の宿場跡な
どを巡ります。（約2.5km）
●定員
30人（抽選）
●持ち物
飲み物、帽子、雨具、歩きや
すい服装
●申し込み方法
往復はがきでお申し込みくだ
さい。
黒色のボールペンで下記のと
おりご記入ください。（消せ
るボールペンは使用しないで
ください。）

送付先
〒496－8555
愛西市稲葉町米野308番地
愛西市教育委員会
生涯学習課行
裏面
【歴史散策会「佐屋路・神守
宿を歩く」申込】
申込者住所・氏名・電話番号
返信先
申込者住所・申込者氏名

●その他
往復はがき１通につき２人ま
での申し込みとさせていただ
きます。
応募者多数の場合は抽選を行
います。
次の場合は無効となります。
・往復はがき以外での応募
・記入漏れ
・記載不備
・重複応募
・１通に３人以上の記入があ
るもの
・応募締切を過ぎたもの
●申込期限
２月22日（水）必着
●主催
海部歴史研究会（津島市・愛
西市・弥富市・あま市・蟹江
町・大治町・飛島村の各教育
委員会およびあま市七宝焼
アートヴィレッジ）
　愛西市教育委員会　生涯学習課
☎55－7137

●と　き
３月３日（金）
●行き先
伊勢神宮内宮
伊勢夫婦岩めおと横丁
●バス乗車場所・出発時間
①（桜・日の出・大藤・栄南）号車
社会教育センター８:15→鍋
田支所８:35→南部コミュニ
ティセンター８:50→現地
②（弥生・白鳥・十四山）号車
総合福祉センター８:15→白
鳥コミュニティセンター８:35
→十四山支所9:00→現地

●対象者
市内在住の平成16年４月１日
以前に生まれた方で、身体障害
者手帳または療育手帳、精神障
害者保健福祉手帳所持者
●定員　60人（先着順）
●料金　無料
●申し込み方法
電話または申込書を持参もし
くはFAX
●受付時間
平日：午前８時３０分～午後５時
●申込期間
２月６日（月）～16日（木）
●その他
付き添いは、原則、重度の方
（１・２級、Ａ判定など）を
対象とします。また、常時車
椅子利用者については、バス
の座席で座位を保てる方を対
象とします。
●新型コロナウイルス感染拡大
防止のため、手指の消毒、マ
スクの着用、検温にできる限
りご協力いただきます。
市社会福祉協議会
☎65－8105
　65－8002

歴史散策会
「佐屋路・神守宿を歩く」

やとみふくしバス旅行６５歳（第１号被保険者）
からの介護保険料について
支払い方法が変わります

・

催しもの
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ヨガ体操、貯筋運動、フラダ
ンス、小中学生対象のバレー
ボールJｒや、社会人が参加しや
すいサンデーヨガ・休日のヨ
ガ・リラックスヨガ・バドミン
トンなど全20種目を開催してい
ます。
詳細は、各戸配布の２月クラ
ブニュースをご覧ください。
NPO法人 やとみスポーツク
ラブ事務局☎ 67－6021

県では、消費者を取り巻くさ
まざまな問題に対応するため、
消費生活モニターとして消費者
行政の推進にご協力いただける
方を募集します。
●モニターの主な活動
①日常生活の中で危険と思わ
れる商品、不当な表示、悪
質商法などの観察・県への
情報提供（年２回程度）
②地域・周囲など身近な方へ
の消費生活に関する情報の
提供
③消費生活に関するアンケー
トへの回答（年１回）
④研修会（年１回の予定）へ
の出席（交通費は自己負
担）など

●応募条件
県内にお住まいの満18歳以上
の方（公務員、公職選挙法に
よる公職者は除く。）
●任期
県が依頼した日から令和６年
３月31日まで
●謝礼
年額1,500円以内（予定）
●申込期限
２月17日（金）（消印有効）
●申し込み方法
市役所、各県民事務所などの
広報コーナーで配布する所定
の応募用紙に必要事項をご記
入の上、お申し込みくださ

い。応募は県ホームページか
らも受け付けます。
愛知県県民文化局県民生
活部県民生活課　
☎（052）954－6163
　（052）972－6001

放送大学は、2023年４月入
学生を募集しています。
10代から90代の幅広い世
代、約９万人の学生が、大学を
卒業したい、学びを楽しみたい
など、さまざまな目的で学んで
います。
心理学・福祉・経済・歴史・

文学・情報・自然科学など、約
300の幅広い授業科目があり、１
科目から学ぶことができます。
資料を無料で差し上げています。
お気軽に放送大学愛知学習セ
ンターまでご請求ください。
●申込期限　
　第１回：2月28日（火）
　第２回：3月14日（火）
　放送大学愛知学習センター
☎（052）589－8333

愛知県消費生活
モニター募集

・

募　集

有料広告 有料広告

NPO法人 やとみスポーツクラブ
令和５年度
新規・継続会員募集

放送大学入学生募集の
お知らせ
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●募集科名
クレーン運転科
●内容
訓練期間：４月４日(火)～９
月27日(水)(６カ月間)
選考：筆記試験、面接(３月９
日(木))
●対象者
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　30人
●料金
無料（ただし教科書、作業服
代などは負担）
●申し込み方法
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。
●申込期間
１月４日(水) ～２月28日(火)
●その他
説明会をポリテクセンター名
古屋港で２月８日(水)、15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

有料広告

♥ 寄　付 ♥
 社会福祉協議会に
●匿名　様・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・金12，000円
●大藤学区文化財保存会　様・・・・・・・・・・・・・・金16，081円
●やとみふくしハンドメイド　様・・・・・・・・・・・・金50，000円
●匿名　様・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・金３０，０００円
●匿名　様・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・金500，000円
●海野寿美　様・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・金２，０００円
 チャレンジハウス弥富に
●猪岡輝子と家族有志　様
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・お菓子詰め合わせ１５人分
●弥富市北地区民生・児童委員協議会　様
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・お菓子１４個袋詰め
●商工会女性部　様・・・・・・・・・・・・・・・・・お菓子１４個袋詰め
●弥富市日赤奉仕団　様・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・鬼まんじゅう
 地域活動支援センター十四山に
●弥富市日赤奉仕団　様・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・鬼まんじゅう
●弥富市東地区民生・児童委員協議会　様・・・・・・お菓子

以上のとおりご寄付いただきありがとうございました。

ポリテクセンター
名古屋港受講生募集
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●と　き　2月4日（土）～3月5日（日）　午前９時～午後５時
●ところ　歴史民俗資料館
●内  容
江戸時代にひな壇に金魚を飾る風習があったことから、3月3日は「金魚の日」に制定されています。
金魚鉢を飾ったひな壇や金魚のつるしひな飾りなど、「金魚のまち」弥富らしいひなまつり展示を開催します。
金魚や文鳥のおひなさまのポップアップカードやオリジナルポイを作る、無料のワークショップも体験できます。
期間中、県内の博物館などのひなまつり展示を巡る「ひなまつりスタンプ・シールラリー」にも参加しています。

●その他　スタンプ・シールラリーの詳細は、歴史民俗資料館で配布するラリーシートをご覧ください。
　歴史民俗資料館

歴史民俗資料館イベント「金魚に会えるひなまつり」

歴史民俗資料館金魚カードの再配布

海部歴史研究会講演会

歴史民俗資料館では令和 4 年 4 月から毎月配布してきた金魚カードの追加
配布を行います。
●と　き　3月4日（土）午前 9時～
●配布枚数など　各種類 20～ 30枚程度（先着順、なくなり次第終了）
※令和 4 年 4 月から令和 5 年 3 月配布分までの 12 種類の内、8 種類以上を
お持ちの方に、不足分（最大 4種類まで）のカードを配布します。不足分の確認
のため、必ず窓口で集めたカードを提示してください。12種類集めた方には特製カードホルダーを差し上げます。
なお、令和 5年度も新たに12種類のカードを配布予定です。

※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。
　市役所議会事務局　（内線５１３）

～ケーブルテレビ中継～
午前10時から会議終了まで（録画放映は当日午後７時からの予定）

～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

2月22日（水）～3月23日（木）の会期予定です。

第 1回

第 2回

３月定例会の開催日程（予定）
●と　き

2 月１９日（日）
午後 2時～4時（1時３０分開場）
3月5日（日）
午後 2時～4時（1時３０分開場）

●ところ　愛西市佐織公民館
愛西市諏訪町郷西４５６番地 1

●内  容
松尾由希子氏（静岡大学准教授）「海部地
域の村役人の読書とネットワーク」

荷之上村服部家の蔵書から村役人として身に付け
た教養や教養形成の過程で築かれていった地域の
ネットワークについてお話しいただきます。

山崎善弘氏（東京未来大学モチベーショ
ン行動科学部准教授）「村役人のお仕事」

徳川社会を支えた村役人の職務についてお話しい
ただきます。
●主　催　愛西市教育委員会生涯学習　課
●協　力　海部歴史研究会（津島市・弥富市・あま
市・蟹江町・大治町・飛島村の各教育委員会お
よびあま市七宝焼アートヴィレッジ）
●定　員　250人
●申し込み方法
事前申し込みなし(当日先着 )
愛西市教育委員会生涯学習課
☎５５－７１３７

第 1回

第 2回

インター
ネット
配信予定

ケーブル
テレビ中継
放映予定

期　日 日　程

2月２２日（水） ○

―

○

○

―

―

―

―

○

○

○

○

○

○

○

○

3月１０日（金）本会議（議案質疑）

本会議（一般質問）

本会議（一般質問）

総務建設委員会

厚生文教委員会

予算決算委員会

１３日（月）

１４日（火）

１５日（水）

１６日（木）

１７日（金）

２３日（木）

本会議（市長施政方針演説、
議案説明など）

本会議
（委員長報告･討論･採決）
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児童厚生員・児童厚生補助員（会計年度任用職員）募集
勤務場所 市内児童館

勤務場所 市立保育所・のびのび園（母子通園施設）

職種

その他

賃金・手当など

必要書類

勤務時間

勤務日

時給　
＜児童厚生員＞998円～1,182円
＜児童厚生補助員＞990円～1,125円
※雇用条件により、交通費・期末手当など支給あり。

(1)弥富市会計年度任用職員登録申込書
(2)顔写真（縦４cm×横３cm程度）
(3)資格証の写し

午前９時30分～午後６時（７時間30分）
※11月から２月までは、午前９時30分から午後５時まで（６時間30分）

月～土曜日（週２日以上）

児童厚生員（教員免許・保育士資格などあり）
児童厚生補助員（教員免許・保育士資格なしでも可）

勤務場所・勤務日数・勤務時間については相談に応じます。

・●市役所児童課で随時受け付けします。 市役所児童課（内線154）

令和５年度保育士（会計年度任用職員）を募集

職種

その他

賃金・手当など

必要書類

勤務時間

勤務日

時給　
＜保育士＞1,033円～1,222円
＜特定保育士＞1,222円～1,437円（クラス担任など、週５日勤務）
＜保育補助員＞1,018円～1,289円
※雇用条件により、交通費・期末手当など支給あり。

(1)弥富市会計年度任用職員登録申込書
(2)顔写真（縦4cm×横3cm程度）
(3)保育士証の写し

＜保育所保育士＞
午前8時30分～午後4時30分（7時間）または、
午前8時30分～午後5時（7時間30分）
＜保育所保育補助員（資格なしでも可）＞
午後2時30分～7時15分（うち3時間以上）
＜のびのび園保育士＞
午前9時～午後3時（6時間程度）
※のびのび園は療育が必要な親子が通園する施設です。

月～金曜日（週２日以上）

保育士
保育補助員（保育士資格なしでも可）

勤務場所・勤務日数・勤務時間については相談に応じます。
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・

新しい活動に
チャレンジして
みませんか？

「地域づくり補助金」説明会のご案内
弥富市をもっと魅力的なまちにするため、地域の中でさまざまな活動をしている方々がいらっしゃいます。
このたび、補助金制度の説明や、活用団体の報告を行います。新しいことにチャレンジしたい方、活動の輪を広
げたい方、ぜひお越しください。

地域の活性化と市民と行政との協働のまちづくりを推進するため、地域づくりを自主的かつ主
体的に行う公益的なコミュニティ活動に対して、その経費の一部を補助します。

地域づくり補助金とは・・・

と　　き  3 月４日（土）　午後 2 時～ 3 時 30 分（予定）
と  こ  ろ  総合社会教育センター　視聴覚室
内　　容  補助金の概要説明、コロナ禍における活動について、活用団

体の活動報告、個別相談
申込方法 市役所 4 階市民協働課へ申込書（窓口、市ホームページで入

手）を直接持参いただくか、電話にてお申し込みください。
申込期限 ３月１日（水）
料　　金  無料
　　市役所市民協働課（内線 434）

～STOP！特殊詐欺～
特殊詐欺とは、電話をかけるなどして対面するこ
となく相手を信用させ、お金やキャッシュカードを
だましとる犯罪です。
犯人は、警察官、役所、百貨店、金融機関、銀
行協会など、さまざまな身分を装って、自宅の固
定電話に電話をかけています。
還付金詐欺被害防止のため、金融機関などの関
係機関と連携して、ATM 付近での携帯電話の利
用自粛を呼びかけています。携帯電話で通話しな
がら ATM 操作している人がいたら被害防止のた
め、声掛けをお願いします。
対策１　全件通報
警察では、金融機関に対して出金の際、全件、
声掛け・警察への通報をお願いしています。警察
官が金融機関に出向し、被害防止のため、出金理
由の確認などをする場合あります。
対策２　特殊詐欺被害防止コールセンター
民間事業者に委託し「特殊詐欺被害防止コール

センター」を開設しています。
オペレーターから、皆さんのご家庭に電話し、
特殊詐欺の「具体的な手口」「対策」について、
お話しします。特殊詐欺などに関する相談は受け
付けておりません。相談は最寄りの警察署までお
願いします。
対象者は電話帳に登載されている方、犯人グルー

プが持っていた名簿に登載されている方、その他、
特定の名簿に登載されている方など、犯人グループ
から狙われる可能性がある愛知県内にお住まいの方。
使用電話番号　（052）462－9130（株式会社バッ
クスグループ）
対策３　キャッシュカードの対策
万一、だまされてしまったときでも、被害を最小
限にできるようにキャッシュカードの利用限度額を
引き下げておきましょう。

愛知県警察本部生活安全総務課
（052）951－1611
市役所市民協働課（内線432）
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市内犯罪発生状況（令和４年11月）暫定値　
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PH未 PH未

・納付日からおおむね 20 日以内
に車検を受ける場合
・車検を受ける車両が二輪の場合
・中古車の購入直後の場合
・他の市町村へ引っ越した直後の
場合

・対象車両に過去の未納がある場合

など軽 JNKS で納付確認ができ
ない場合は、納税証明書の提示
が必要です。

ご注意ください

新しく入った本2/1～3/10
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
市役所図書館☎65－1117

タングル
真山　仁 /著

勇気を出して、
はじめの一歩
本田　有明 /作

毎日おにぎり３６５日
日々おにぎり　ゆこ/著

図 書 名図 書 名 筆 者 名 など筆 者 名 など
●古代エジプトの日常生活
●好かれる人の神対応
　嫌われる人の塩対応
●基地はなぜ沖縄で
　なければいけないのか
●妖の絆
●DMAT 看護師になりたい
●Mizuki の味つけ黄金比率
●祝祭のハングマン

ドナルド　P.ライアン

大野　萌子

川名　晋史
誉田　哲也
菱沼　秀一　
Mizuki
中山　七里

■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
※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 2 月 11日 ( 土・祝 )　午前 10 時～正午
●ところ 図書館
●テキスト　「狩りの時代」( 津島　佑子 / 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 !!!

『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！
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宮崎　芽 ・々伊藤　光咲
毛受　悠乃蒼・毛受　楓那
村上　実玲・佐藤　紗彩

2

3

1

レースの部
中学生男子（３㎞）

小瀬水　歩騎
川瀬　隼
宮崎　虎晴

2

3

1

レースの部
中学生女子（３㎞）

岸本　真季1

レースの部
一般男子の部（３㎞）

森川　耀
冨田　蒼真
沢田　将

2

3

1

レースの部
一般女子（３㎞）

大原　理恵子
竹内　知花
大窪　里桜那

2

3

1

小学生2・3年生の部

伊藤　成那
板谷　樹
中野　綾香

2

3

1

小学生４年生の部

戸谷　心音
各務　潤矢
若山　実愛

2

3

1

小学生５年生の部

橋野　凛佳子
朝日奈　康介
桑原　悠真

2

3

1

小学生６年生の部

伊藤　朱里
阿波連　鉄矢
中山　瑛翔

2

3

1

中学生男子の部

伊藤　崇晴
近藤　未宙
若山　旺翼

2

3

1

中学生女子の部

幸　彗星
井東　愛
大河内　菜穂

2

3

1

芝崎　晴貴2

家田　惺3

林　陽太1

中野　真綾2

秋田　七星3

齋藤　美月1

市役所生涯学習課
（総合社会教育センター）

スポーツ大会結果スポーツ大会結果

生涯学習課所管事業の中止のお知らせ 生涯学習課所管事業の中止のお知らせ 

レースの部
小学生男子（1㎞）

内山　堅斗
荒川　悠樹
佐治　凰雅

2

3

1

十四山少年少女体育クラブ男子
愛知西リトルリーグ
桜小４竹

2

3

1

レースの部
小学生女子（1㎞）

石川　かのん
猪飼　玲奈
村瀬　実来

2

3

1

駅伝の部 小学生男子

十四山少年少女
体育クラブ女子1

駅伝の部 小学生女子

Harry Potter’s
ドンキホーテファミリー
弥北

2

3

1

駅伝の部 中学生男子

BBC
秀典Japan
ティーム さんぱ

2

3

1

駅伝の部 中学生女子

愛知黎明高等学校Ｃ
愛知黎明高等学校Ｅ
愛知黎明高等学校Ｄ

2

3

1

駅伝の部 混成

高学生男子の部 高学生女子の部

愛知黎明高校1

団体戦男子の部

愛知黎明高校1

団体戦女子の部

第 17 回弥富市ロードレース大会 子宝グランド・三ツ又池公園12月11日（日）

第 13 回バスティンピアノコンクール
愛知県名古屋市熱田文化小劇場12月10日（土）・11日（日）

第17回弥富市剣道大会
南部コミュニティセンター12月18日（日）

小学生 5・6 年生の部 中学生以上の部

渡邉　琥珀
（荷之上）

朝日奈　康介
（鯏浦）

小学生 3・4 年生の部

河村　一花
（荷之上）

山田　ののか
（荷之上）

中学生の部

宇佐美　侑加
（鳥ケ地）

小学生 5・6 年生の部

伊藤　遙夏
（鯏浦）

第 13 回日本バッハコンクール

東京都中野坂上
ハーモニーホール

東京都浜離宮
朝日ホール（小ホール）

2 月 4 日（土）～ 12 日（日）

※敬称略 場所日程

第 17 回弥富市わかしゃちなぎなた交歓会
ＴＫＥスポーツセンター第1アリーナ12月17日（土）

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため下表の大会を中止いたします。

大会名 実施日 実施場所
市空手道大会 2 月 26 日（日） ＴＫＥスポーツセンター

演技競技小学生低学年の部
大木　美依
中嶋　日暖
浅井　美羽

2

3

1

試合競技小学生の部

小林　諭都緑
皆倉　ののか
堀田　希

2

3

1

試合競技中学生の部

弥富北中学校
弥富中学校2

1

団体戦中学生の部

２年生チーム
３年生チーム2

1

団体戦高校生男子の部

中嶋　日暖・大木　美依
山田　心陽・山田　陽葵
浅井　美羽・水野　里保

2

3

1

演技競技小学生高学年の部

皆倉　ののか・小林　諭都緑
菖蒲　樹吏愛・安間　義人
末松　奈 ・々大木　千代

2

3

1

演技競技中学生の部
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1 月 14 日「愛知万博メモリアル第 15 回愛知県市町村対抗駅伝競走大会」が長久手市の愛・地球
博記念公園（モリコロパーク）で行われました。
この大会は 2005 年の「愛知万博」をきっかけに、県内各市町村の交流、県民意識の高揚を目的
として 2006 年にスタートしました。新型コロナウイルス感染症の影響で 2 年連続中止となって
いましたが、3 年ぶりに開催されました。
今年は公園内にジブリパークが開業したことによりコースが一新され、全９区間を市の部（38
市）と町村の部（16 町村）全 54 市町村が一本のタスキを繋ぎ全力で競い合いました。
この大会のために半年間一緒に練習を積み重ねてきた選手が懸命に走る姿、大会終了後に監督
と共に健闘をたたえ合う姿は、弥富市のスポーツ振興に大きな役割を果たすものと確信しました。

■第 15 回愛知県市町村対抗駅伝競走大会結果
□成績：市の部 34 位　1 時間 54 分 23 秒
■弥富市代表チームメンバー紹介
（監督）山田　猛

区　間
第１区２．８ｋｍ　中学生（女子）
第２区２．８ｋｍ　中学生（男子）
第３区１．３ｋｍ　小学生（男子）
第４区４．４ｋｍ　ジュニア（女子）
第５区１．１ｋｍ　小学生（女子）
第６区４．４ｋｍ　一般（女子）
第７区４．４ｋｍ　４０歳以上（男女不問）
第８区４．４ｋｍ　ジュニア（男子）
第９区５．０ｋｍ　一般（男子）

久保田　凛音
三浦　直人
小林　鉄馬
古川　悠茜
田中　悠月
服部　亜弓
松川　信也
尾関　柊太
堀尾　亮介

原村　柚衣
山室　壱之輔
坂元　大介

―
―
―
―

加藤　唯人
小田　龍意

（敬称略）

出場選手 控え選手

31広報やとみ　2023.2



●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)

２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か月頃のお子さんを
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か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

13日（月）
27日（月）

７日(火)

15日（水）

新型コロナウイルス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、開催日の１週間前までに市ホームページでお知らせしますので、ご確認ください。

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８月生まれのお子さんに
個別通知します。22日（水）

16日（木）

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検診対象の方には、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」を持参してください。
※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)

申請期限が近づいています。詳しくは33ページをご確認ください。
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。
〇妊娠届出書（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

生後５～６か月頃のお子さん

生後９か月頃のお子さん

保健
センター
(市役所
３階)

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
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ウイルス感染対策としての口腔ケア

一般不妊治療費助成・特定不妊治療費助成の申請期限が近づいています

～第１７９回～

(海部歯科医師会)

新型コロナウイルス感染症については、手洗い・消
毒による手指衛生やマスクの着用などが感染予防に
重要であるという認識は、かなり定着してきました。ま
た、最近はウイルス感染対策として口腔ケアにも関心
が高まっています。
さて、新型コロナウイルスは洗浄剤にも含まれる界
面活性剤がウイルス表面の脂質二重膜構造を破壊す
ることにより不活化されることが知られています。
同様に一般的な歯磨剤にも、発泡剤として、ラウリ

ル硫酸ナトリウム（SDS）などの界面活性剤が含まれ
ています。歯磨剤中の界面活性剤により、ウイルスが
不活化され、その結果、他者への感染リスクが低減で
きるという実験結果があります。
実験には、新型コロナウイルスとして最初に同定さ
れた従来型を使用し、歯磨き時に唾液で希釈されるこ
とを想定して３倍希釈した歯磨剤をウイルス液と混合
し、一定時間反応させた後に、どの程度影響があるか
を調べています。なお歯磨剤としては、SDS含有の歯
磨剤を使用し、その結果、99.99％以上のウイルスの
不活化が認められています。
これらの実験はウイルス感染対策としての口腔ケ
アの有用性を示すものと考えられます。今後も過度に
恐れることなく、口腔ケアもして感染対策をしましょう。

子宮がん・乳がん無料クーポン検診はお済みですか？

●詳しくは、４月に送付した無料クーポン券と検診案内をご覧ください。
　無料クーポン券を紛失された方、転入の方はご連絡ください。

●受診方法：個別検診

●対象

昭和５６年４月２日～昭和５７年４月１日生まれ

平成１３年４月２日～平成１４年４月１日生まれ

４１歳

２１歳

乳がん検診

子宮がん検診

医療機関へ予約
検診希望日の１週間前まで

伊勢湾岸
クリニック

医療機関へ予約海部地区・
津島市医師会

市役所健康推進課へ電話申し込み
１２月２３日（金）～２月１０日（金）
希望検診日の２週間前まで

２月２８日（火）

海南病院

申し込み方法検診最終日医療機関
受診のチャンスが残りわずかです。がんは早期発見・早期治療が
有効です。ご自身の健康のために、この機会にぜひ受けましょう。

※期限が過ぎたものはいかなる理由でも受け付けません。

６月３０日（金）５月３１日（水）４月２８日（金）３月３１日（金）

治療終了日が
令和５年３月の場合

治療終了日が
令和５年２月の場合

治療終了日が
令和５年１月の場合

治療終了日が
令和４年４月～令和４年１２月の場合申請期限

・治療期間の初日が令和４年３月３１日以前
・令和４年４月から令和５年３月までの１回の治療対象者

特定不妊治療費助成

３月２０日（月）申請期限

・治療期間の初日が令和４年３月３１日以前
・令和４年４月から令和５年２月までの１回の治療対象者

一般不妊治療費助成

『知ってください』

COPD

40歳以上の方で、
喫煙歴のある方は
要注意です

※動くとすぐに息切れする、風邪でもないのに咳や痰が出る、
軽い運動後に喘鳴(ゼイゼイ、ヒューヒュー)がある方は
かかりつけ医に相談しましよう。

ＢarnesPJ.NewEnglJ Med2000;343;269-280. より監修者訳
津田徹編 . 非がん性呼吸器疾患の緩和ケア第１版 2017. 南山堂 ,ｐ38

COPDは肺への空気の通りが
悪くなり、呼吸がしにくくなる
病気です。本人が気付かない
うちに進行していくことから、
早期発見、早期治療が大切です。
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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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