


（令和5年2月1日現在）

人口　43,831人（－16）
男　　21,988人（＋1）
女　　21,843人（－17）
世帯　18,581　（＋3）

 

もっと消防団を知ろう
ふれあいサロンに参加してみませんか
ご利用ください　高齢者・障がい者福祉サービス
原動機付自転車および軽自動車などの
名義変更・廃車の手続きは、お早めに！
高額医療・高額介護合算療養費制度のお知らせ
令和5年度 特定健康診査・後期高齢者健康診査のお知らせ
新型コロナウイルスワクチン予防接種
やとみ歴史探訪
市長の部屋
まちの話題
子どもは宝　やとみのたから
保育のひろば　ひので保育所
SUKUSUKUPLAZA

広島研修
市役所図書館
市民文化展・洋邦楽舞発表会を開催します
行事予定カレンダー
くらしの情報
図書館だより
マンホールカードを配布しています
スポーツNEWS
保健センターだより

今月の表紙は 2 月 4 日から 3 月 5 日まで歴史民俗資料館で
開催されている「金魚に会えるひなまつり」の写真です。3 月 3
日は、一般的にはひなまつりの日ですが、江戸時代にひな壇に
金魚を飾る風習があったことから、「金魚の日」にも制定されてい
ます。今回のイベントでは、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」である弥富らしいひなまつりの
展示がされていました。
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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

介護保険料 6 期
《納期限：3月 31日（金）》

今月の納税など
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もっと消防団を知ろうもっと消防団を知ろうやとみの
防災

火災が発生すると、消防団員は現場に駆け付け、
早期鎮火に努めます。大規模火災の場合は近隣
の消防団と連携し、より効率的な消火を行いま
す。

有事の際に適切に対処できるよう、換気をしながらの市内パトロール、消火栓ボックス備品確認や消防車両お
よび機械器具点検などを行っております。コロナ禍において、感染症対策を取り、市民の安全安心を守るため、
団員一人一人ができることを考えながら日ごろから活動しております。

弥富市消防団の活動

消火活動および訓練

火災の発生しやすい年末に、火災を未然に防ぐ
べく、分団詰所を基点とし、夜間警戒を行って
います。

夜間警戒

◆消防団とは？
消防団は火災などの災害時の活動をはじめ、応急救護の普及活動や災害を未然に防ぐための啓発活動な

ど幅広い活動を行っています。会社員や自営業、大学生などの男女問わずさまざまな職業や年齢層の方々
が、「自分たちのまちは自分たちで守る」という精神のもと、地域に密着した活動を行っています。

❶年齢 18 歳以上 60 歳未満の方
❷心身ともに健康な方
❸市内に在住、または在勤の方

消防団は非常勤特別職の地方公務員です。
❶年間一定額の金額が報酬として支給され、災害活動や
　訓練などに出動した場合、手当が支給されます。
❷活動中に負傷した場合、公務災害補償制度があります。
❸消防活動に必要な制服が支給されます。
❹功労、功績に対して表彰を行います。

消防団入団の条件は？ 消防団員の待遇は？

地域のヒーロー！
待ってるよ!!

市役所防災課 (内線 482 )
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高齢者の社会参加、介護予防、健康づくりを目的に、「歩いて行ける集いの場」として各団体が趣向を凝らして
企画運営をしています。講話や軽体操、茶和会などの活動を定期的に開催し、楽しく気軽に交流できる場です。
現在、市内 23 カ所で開催をしています。

※地域によってはコロナの影響により中止しているサロンもあります。詳細などについては、市役所介護高齢課に
お問い合わせください。

市では地域包括支援センターや生活支援コーディネーターと
ともに運営についてサポートします。
「ふれあいサロン」についてご質問がありましたら、市役所介
護高齢課にお気軽にご相談ください。

年に 1 回、12 月中旬頃、各サロン
の代表者が集まり、サロン運営に役
立てていただけるよう、話し合いを
します。

市役所介護高齢課 (内線174 )

ふれあいサロンとは？

市内ふれあいサロン一覧

ふれあいサロンの様子を一部紹介！

新しいふれあいサロンを開催してみませんか?

参加者で仲良くカードゲ
ームを楽しんでいます。

カフェかおるケ丘

他地区の方ともおしゃべ
りできます。

カフェサロン海老江

にこにこサロン（下之割）
全員で楽しく体操！！

連携企業による『栄養講
座～熱中症予防～』

又八・楽平福寿会
ふれあいサロン

市役所（保険年金課）職員
による『いきいき教室：
フレイル予防』

五之三カフェ

YATOMI ふれあいサミット
（ふれあいサロン代表者会）

人と交流することで
健康寿命を延ばすことに
つなげられます。
ふれあいサロンに参加し、
介護予防してみませんか？

開催場所 名称 開催場所 名称
輪中の郷
長寿の里・十四山
デイケアローズ
プレチアやとみ
又八公民館、楽平公民館
鮫ケ地公民館
佐古木公民館
楽荘公民館
ポプラ台集会所
かおるケ丘集会所
中川コミュニティセンター
前新田公民館

ニコ 25 サロン
いこにこサロン
集い場ローズ
いまこい！サロンプレチア
又八・楽平福寿会ふれあいサロン
鮫ケ地生き生きサロン
佐古木ふれあいサロン福寿草
楽荘オレンジふれあいサロン
にこやかサロン笑輪会
カフェかおるケ丘
まちかふぇ中川
前・車新田ふれあいサロン

服部輝雄氏邸
證玄寺
下之割公民館
前ケ平公民館
海老江公民館
中山公民館
前ケ須公民館
四郎兵衛公民館
新田川平公民館、金樹寺会館
竹田公民館
芝井公民館

鳥ケ地光福会
てらカフェ五明
にこにこサロン（下之割）
前ケ平ふれあいサロン会
カフェサロン海老江
中川ふれあいサロン“ほほえみ”
サロン前ケ須
令和サロン会
五之三カフェ
ふれあいタカサゴ
ふれあいサロン芝井
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1 回の乗車につき
2 枚まで

区　分 利用可能枚数 助　成　額

リフト付き
タクシーなど

車椅子 1 回の乗車につき
1 枚

1 枚目　基本料金（障がい者割引分を控除した額）および迎車回送料金
2 枚目　基本料金（障がい者割引分を控除した額）相当分まで

1,500 円
ストレッチャー

ただし、実際に要した額がそれぞれに満たないときは、
実際に要した額2,000 円

一般タクシー

　介護認定を受けられた方または運転免許返納された高齢者の方が外出にタクシーを利用する場合
▼対象者　
市内に住所を有する在宅の方で、次の①または②に該当し、かつ③～⑤に該当する方
①介護保険法の要介護認定もしくは要支援認定を受けた方または基本チェックリストによる事業対象者
②75 歳以上の運転免許返納者
③介護保険施設などに入所していない方
④自動車税、軽自動車税の減免を受けていない方
⑤心身障がい者福祉タクシー料金助成を受けていない方
▼利用券の交付枚数  年間 36 枚
▼助成金の額　1 回の乗車につき 2 枚まで
■1 枚目：基本料金および迎車回送料金に相当する額　
■2 枚目：基本料金相当分まで
▼申請に必要なもの　
　◎介護保険被保険者証
　◎運転経歴証明書または取消通知書（令和3年4月1日以降に交付されたもの）※②の対象の方に限ります。
　◎障がい者手帳（身体、療育、精神）※手帳の交付を受けている方に限ります。

　心身に障がいのある方で、対象者に該当する方がタクシーを利用する場合
▼対象者　
市内に住所を有する方で、次のいずれかに該当する方（施設に入所されている方、
自動車税または軽自動車税の減免を受けている方は除きます。）
①身体障がい者手帳 1 級～ 3 級の方　②療育手帳Ａ、Ｂ判定の方
③精神障がい者保健福祉手帳 1 級、2 級の方
▼利用券の交付枚数　年間 48 枚
▼助成金の額など

▼申請に必要なもの　障がい者手帳（身体、療育、精神）

福祉タクシー料金の助成

高齢者

障がい者

・　 市役所介護高齢課（内線 174・175）、十四山支所☎52－2111

・　 市役所福祉課（内線 162・163）、十四山支所☎52－2111

※リフト付きタクシーなどを利用の場合の助成については、寝たきりの状態または車椅子を使用している重度障がいの方に限ります。

令和5年度分の福祉タクシー料金の助成、
給食サービスの受け付けを3月24日(金)から開始します。

高齢者・障がい者福祉サービス
ご利用ください 
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高齢者や重度の障がい者の方に、自宅へのお弁当の配達サービスまたは総合福祉センターおよび十四山総
合福祉センター内喫茶室においての食事代の一部を助成します。
▼対象者　
市内に住所を有する高齢者（おおむね 65 歳以上の方）または重度の障がい
者（身体障がい者手帳 1 級・2 級、 療育手帳Ａ判定、 精神障がい者保健福
祉手帳 1 級）で、次のいずれかに該当する方
①高齢者のみの世帯　②重度の障がい者のみの世帯
③高齢者と重度の障がい者のみの世帯
▼実施内容 
次のどちらか一つの方法を選び申請してください。
なお、年度内で実施方法の変更はできません。

　①自宅へお弁当を配達
　日曜日から土曜日（週 7 回、1 日 1 食まで）の昼食または夕食のいずれか選択し、自宅にお弁当が配
達されます。その際、配達業者に一食につき 400 円をお支払いください。
※現在、お弁当の配達サービスをご利用の方につきましては、今回は申請の必要はありません。

　②総合福祉センターおよび十四山総合福祉センター内喫茶室において飲食をするときの利用券
　1カ月当たり800円分（200円×4枚）の利用券を交付し、その利用券で食事などをしていただきます。
なお、1 回に使用できる枚数は 1 枚（200 円）ですので、差額分については各自負担してください。

▼申請に必要なもの 
◎年齢確認ができるもの　◎障がい者の方は、障がい者手帳（身体、療育、精神）
▼その他
総合福祉センターおよび十四山総合福祉センター内喫茶室において利
用券で食事などをされる方は、本人確認のため総合福祉センター・十
四山総合福祉センター利用証や障がい者手帳など本人確認ができるも
のを同時に提示してください。

軽自動車税種別割は毎年４月１日現在に原動機付自転車や軽自動車などを所有している方に課
税されます。廃車、売却、盗難などで、すでに車両を所有していない方でも、届け出をしていな
いと課税されますのでご注意ください。
なお、毎年３月は届け出が集中し、窓口が大変混雑します。名義変更や廃車の届け出をしてい
ない方は、３月中旬ごろまでに手続きを済ませてください。

名義変更・廃車の手続きは、お早めに！

給食サービス

・　 市役所介護高齢課（内線 174・175）、十四山支所　☎52－2111

○原動機付自転車（125cc 以下）、
　小型特殊自動車
　市役所税務課（内線 217）
○軽自動車　四輪・三輪
　軽自動車検査協会 愛知主管事務所 
　《名古屋市港区》　☎（050）3816－1770

○軽自動車　二輪（125cc 超 250cc 以下）、
　二輪の小型自動車（250cc 超）
　中部運輸局　愛知運輸支局 《名古屋市中川区》
　☎（050）5540－2046

原動機付自転車および軽自動車などの

7広報やとみ　2023.3



　「医療保険」と「介護保険」の両方のサービスを利用している世帯の負担を軽減するため、１年間
（毎年８月から翌年７月末）に支払った各保険制度の自己負担額の合計が次表の限度額を超えた場
合、支給申請をすることにより、その超えた額が支給されるものです。

高額医療・高額介護合算療養費制度のお知らせ高額医療・高額介護合算療養費制度のお知らせ

●基礎控除額は、43 万円になります。ただし、合計所得金額が 2,400 万円を超える場合は、基礎控除額が
少なくなります。
●医療保険の自己負担額は、医療機関ごとに 1 カ月 21,000 円以上のもののみを合算の対象とします。

●低所得者Ⅰで介護保険受給者が複数いる世帯の場合は、限度額の適用方法が異なります。
●高額療養費や高額介護（予防）サービス費に相当する額は、計算対象の自己負担額から除きます。
●入院したときに、医療費の自己負担額以外に負担された食事代や差額ベッド代などは対象外となります。

　市役所保険年金課 （内線 122・123・126）

所得区分 限度額
212 万円
141 万円

19 万円
31 万円
56 万円
67 万円

低所得者Ⅰ
低所得者Ⅱ
一般（課税所得 145万円未満等）
現役並み所得者Ⅰ（課税所得 145万円以上）
現役並み所得者Ⅱ（課税所得 380万円以上）
現役並み所得者Ⅲ（課税所得 690万円以上）

住
民
税
課
税
世
帯

212 万円

141 万円

67 万円

60 万円

34 万円

基礎控除後の所得 901 万円超

基礎控除後の所得 600 万円超 901 万円以下

基礎控除後の所得 210 万円超 600 万円以下

基礎控除後の所得 210 万円以下
住民税非課税世帯

所得区分 限度額

高額医療・高額介護合算療養費制度とは？

合算した場合の世帯負担上限額

申請方法

支給対象となる方にお知らせを送付します。1

市役所保険年金課で手続きしてください。2

国民健康保険、後期高齢者医療制度に
加入していた場合

70 歳未満の方がいる世帯
（国民健康保険と介護保険の両方に利用者負担がある世帯が対象）

70 歳以上 75 歳未満の方（国民健康保険＋介護保険）
75 歳以上の方（後期高齢者医療制度＋介護保険）

令和４年７月 31 日現在で

加入していた被用者保険の担当窓口へ
問い合わせてください。

社会保険などの被用者保険に
加入していた場合

※期間内に保険を変更した方などには、お知らせを送付で
きない場合がありますので、対象になると思う方は市役
所保険年金課へ問い合わせてください。
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令和５年度の特定健康診査・後期高齢者健康診査を下記のとおり実施します。
受診方法など詳しい内容については、５月下旬に個別発送する健康診査受診券と案内をご覧ください。

※  ①、②、③の健康診査を重複して受診することはできません。
問 市役所保険年金課（内線125）

※令和 5 年 4 月 2 日以降、他の健康保険から国民健康保険・後期高齢者医療制度の
被保険者になられる方で、ご希望の方は受診できますので、市役所保険年金課ま
でお問い合わせください。
※健診日において弥富市国民健康保険を資格喪失されている方は、この特定健診は
受診できません。

弥富市に住所を有している
後期高齢者医療制度加入者

令和 5 年 4 月 1 日現在、弥富市国民健康保険
に加入している 40 歳から 74 歳までの方

令和５年度 特定健康診査・
後期高齢者健康診査のお知らせ
令和５年度 特定健康診査・

後期高齢者健康診査のお知らせ
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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 2 月 16 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▶

市ワクチン接種コールセンターおよび Web 予約は令和 5 年 3月 31日を
もって終了します。
今後のワクチン接種については国の方針により変更となる場合がございま
す。詳細が決まり次第、市ホームページでお知らせします。

令和 5 年 3月13 日からマスク着用は個人の判断が基本となります。ただし次の場合は注意しましょう。
・受診時や医療機関・高齢者施設などを訪問するとき
・通勤ラッシュ時など混雑した電車・バスに乗車するとき
・重症化リスクの高い方が感染拡大時に混雑した場所に行くとき
本人の意思に反してマスクの着脱を強いることがないよう、個人の主体的な判断が尊重されるようご配慮をお
願いします。
※事業者の判断でマスク着用を求められる場合や従業員がマスクを着用している場合があります。

https://www.mhlw.go.jp/
stf/seisakunitsuite/bunya/
vaccine_00184.html

https://www.pref.aichi.jp/
site/covid19-aichi/
wakuchinsessyu.html

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

▼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。

新型コロナウイルスワクチン予防接種

令和5年 3 月 31 日までの接種のご予約は
ＷＥＢまたはコールセンターでできます。

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17時 15分）

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

厚労省新型コロナワクチンについて 愛知県新型コロナワクチンについて
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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。

日ごとに暖かさを感じられるようになりましたが、皆様にはお変わりありません
か。

3 月といえば、お花見・お彼岸・お水取りなど、いよいよ春になるという喜びに満
ちてまいります。また、3 月は年度替わりの時期とされ、卒業式や送別会が行われ、
出会いと別れの時期でもあります。
本市では、7 日に中学校の卒業式、20 日に小学校の卒業式が行われます。次代を
担う児童生徒の皆さんには、次のステージでの更なる飛躍を心より祈念申し上げま
す。

　結びに、何かと不便の多い日が続きますが、春の訪れと共に、皆様の上にも幸せが
訪れますよう願っております。

市長の部屋

三ツ又池公園

三ツ又池公園
み    また いけ こう えん

今月号より観光マップの「宝川周辺史跡めぐりコース」
に沿って、見どころを紹介します。
三ツ又池は宝川の一部でもあり、ここで川が三つに分

かれて池のように見えることが名前の由来です。
川が迷路のように枝分かれした独特の景観には不思議

な雰囲気があります。昔、漁師がここを泳いで渡っていた
ときに丸太と見間違えるほどの太さの大蛇を見かけ、慌て
て近くの民家に逃げ込んだという伝承も残ります。
また、水郷地帯特有のさまざまな魚や野鳥が見られま

す。池の周辺は公園として整備されていて、毎年 4月の
中頃から下旬には芝桜が見頃となり、大勢の人でにぎわい
ます。
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12/13
〔火〕

津島人権委員協議会南部地区委
員会が「第 74 回人

権週間に係る街頭啓発活動」を行
いました。

本活動では 12 月４日から 10 日
までの人権週間に

伴い、広報車での市内巡回を実
施しました。

また、市内保育所への訪問およ
び街頭啓発を行うこ

とで幅広い世代の人権意識の高
揚を図りました。

第74回人権週間に
係る街頭啓発活動12/7

〔水〕

（株）東海観賞魚卸売市場で行われた初市では、「かんこ」と呼ばれる木舟に入ったランチュウやリュウキンなど約 25 種類 23 万匹の金魚が、仲買人たちに次々と競り落とされていました。今回最も高い値を付けたのは、1 匹１万円の「更紗和金」でした。

初市1/11
〔水〕

@yatomi_city

Twitter

@yatomishi

LINE

弥富市役所

YouTube

くらしの情報を発信

市公式SNS

『チャレンジハウス
弥富ボランティ

ア』が令和４年度ボラ
ンティア功労者

に対する厚生労働大
臣表彰を受賞し

ました。総合福祉セ
ンター内にある

就労継続支援 B 型
事業所『チャレン

ジハウス弥富』の利
用者へのサポー

トや季節にあったイ
ベントの開催な

ど、心身に寄り添っ
た活動を行って

います。

厚生労働大臣
表彰受賞

さら さ 　わ　きん
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愛知県交通安全県民
大会における感謝状

1/13
〔金〕

1/15
〔日〕

愛知県芸術劇場大ホールにおいて、2023 年愛知県交通安全県民大会が開催され、横井鉄夫さんと安藤和臣さんに愛知県交通安全推進協議会会長感謝状が贈呈されました。お二人は、本市で多年にわたり街頭指導など地域の交通安全活動にご尽力いただいております。

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 自動車走行時に大地震が発生し、避難するときに注意するポイントは？
答えは下をご覧ください。

ゆっくり安全運転で
避難所まで向かう1

避難するときは、
キーをつけたままに
して、徒歩で避難する
2

避難するときは、
キーを外して、
徒歩で避難する

3

②　自動車による避難は、交通混乱のもとになります。避難の際は、必ず徒歩で避難しましょう。また、車を離れるときは車検証など貴重品を持ち、キーをつけたままでロックもしないことが重要です。 答 え

スポーツ協会の主催事業として「
歩け歩け大会」が開催されまし

た。この日は風もなく季節外れの
暖かさの中、多くの方々にご参加

いただきました。
おみよし松と立田輪中人造堰樋

門をめぐるコースを散策し、市内

の歴史に触れながら楽しく健康増
進することができました。

歩け歩け
大会
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HAPPY B RTHDAY
子どもは宝 やとみのたから

加納 由萌ちゃん（荷之上町）
♡ゆめちゃん3歳おめでとう♡

かのう ゆめ
3歳

石黒 由依ちゃん（平島中）
２歳の誕生日おめでとう！

いしぐろ ゆい
2歳

新美 想真ちゃん（前ケ須町）
これからも元気に育ってね♪

にいみ そうま
2歳

荒尾 尚大ちゃん（五斗山）
すくすく元気に育ってね☆

あらお しょうた
2歳

佐藤 粋蓮ちゃん（前ケ平）
みんなだいすき♡すいれんくん☆

さとう すいれん
2歳

早川 明寿ちゃん（中山町）
笑顔で元気に

はやかわ あきひさ
2歳

●応募期間
3月 6 日(月)～13日(月)【必着】

●対 象 者
5 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？

絵本や図鑑を通して育まれる心

保育
のひろば

ひ の で 保 育 所
絵本は子どもたちの心を豊かにし、さまざま
な世界観を感じさせてくれます。
　０・１・２歳児は「これっ、これ！」「このえほ
んよんで。」「もういっかい。」と、お気に入りの絵
本を先生の膝の上や周りに座り、優しい声で読
んでもらっています。繰り返し読んでもらうこ
とで興味を持ち楽しむ姿が見られます。
３・４・５歳児は、絵本の短い話から物語ま
でそれぞれ興味のある好きな本を選び、見たり
読んだりすることを楽しんでいます。 おもしろそうだね

ザリガニ、オスかメス
　どっちかな？

午睡前の絵本タイム
「おふとん　さーん」「はーい」と
お返事するのを楽しんだ後は、

ふかふかおふとんで
おやすみなさい・・・。

友だちとの会話も
弾みます。

　絵本を通じて「おもしろい」「嬉しい」「悲し
い」などさまざまな感情を抱き、想像力が豊か
になっていきます。また、図鑑は「なんだろ
う」「どうして」を自分で調べることができま
す。保育所では、子どもたちにさまざまな絵
本の読み聞かせをしたり、子どもが自ら知識
を習得し、興味の広がる図鑑などに触れるこ
とを大切にして、子どもたちの感じる心や探
求心を育んでいきたいと思います。

この絵本にしよう

泣き顔の
まねっこしてみて

図鑑　見てみよう　

こう？うえ
～ん　
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★各児童館共通　開館時間　9:30 ～ 18:00  　休 館  日　日曜日・祝日　

児童館だより 3月1日～4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／ 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

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」・市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・栄南は月曜日、白鳥・東部は木曜日、弥生は土曜日に行います。
※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。

※「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

卓球大会
（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。

★おたのしみ会
(小学生対象 )

★新一年生を
迎える会

月1回土曜日
10:30～ 11:00

Instagram

お楽しみ会
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修研島広
教育の広場

本年度の６月号から２月号にかけて、令和３年度に広島研修に参加した生徒の作文を掲載し
てきました。広島研修における中学生の学びの足跡をお伝えできたのではないでしょうか。実
際に現地を訪れ、自分で見聞きし、肌で感じることのできる本研修は、本市の中学生にとって
平和について考えを深めるたいへん貴重な機会となっています。

８月には、各中学校の生徒たちが作成した平和学習についてのまとめが、弥富まちなか交流
館２階展示コーナーに展示されました。毎年、この時期に開催されている催し物です。期間中
は、多くの市民の方に作品を見ていただきました。中学生の広島研修の成果を広く発信する場
となっています。

３月７日には、各中学校で卒業式が行われ、昨年度、広島研修を経験した生徒たちが巣立っ
ていきます。将来、卒業生の皆さんが、広島研修で学んだことを生かし、弥富市の平和と発展
のために、大きく羽ばたいていくことを願っています。

広島研修 ～未来に向けて～
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市役所図書館 ◀図書館
ホームページ 教育の広場

　図書館を利用していて、「この本読んだかな？」などと思ったことはありませんか？

館内検索端末（OPAC）を使って、現在借りてい
る本などの名前をシールで発行し手帳へ貼付する
ことで、履歴として残すことができるというもの
です。

 ・受付カウンター
 ・図書館ホームページからダウンロード

市役所図書館　☎65－1117

ご活用ください！『読書手帳』

図書館ホームページの中に自分だけの『ブックリスト』を簡単に作ることができます。
そこには、図書館が所蔵する本の中から、これから読みたい本や既に読んだ本などのリス
トを登録することができます。ご自身の好きな本、気になったり興味のある本の管理がで
きます。その中でどの本を読んだのか、次はどの本を読んでみようかなと考えていると、
自分だけの本屋さんにいるような気持ちになれるかもしれませんね。
『ブックリスト』の作り方は、図書館ホームページをご覧ください。

作ってみよう！『ブックリスト』

を開催します・洋邦楽舞発表会市民文化展
in 総合社会教育センター

『ブックリスト』
作り方

読書手帳とは？ 配布場所

受付カウンター

自分の借りた
資料のシールを
手帳に貼付！

市民文化展
作品募集 !
お一人様 1 点まで
受付期間
3 月 1 日（水）～15 日（水）
総合社会教育センターで
申込用紙を配布
搬入・搬出日時などは個別に
ご連絡します

市役所生涯学習課（総合社会教育センター）

と　　き   4月15日(土)
　　　　　午前9時30分～
出演団体   文化協会に所属している
　　　　　洋楽、邦楽、舞踊部門の
　　　　　各団体

市民文化展 洋邦楽舞発表会
と　き
4月14日(金)～16日(日)
午前9時～午後5時
 ただし、最終日は
 午後3時まで（ 　　　　　　　  ）
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小中学校修了式

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3
3
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17

24

29 30 31
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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

休図書館・歴史民俗資料館

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

金魚に会えるひなまつり
～3月5日（日）
（歴史民俗資料館）

春休み親子ふれあい映画会
（総合社会教育センター）
10：00～、14：00～

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
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

中学校卒業式

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

消費生活相談（予約制）
（市役所）
13:30～16:00
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

消費生活相談（予約制）
（市役所）
13:30～16:00

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
小学校卒業式

奥村クリニック(津島市)
☎２２－２６００

もりや整形外科(あま市)
☎４４５－３７１１

服部整形外科皮フ科
(弥富市)☎６５－１２００

いくた整形外科
(愛西市)☎２５－９９１１

浅井外科クリニック
(あま市)☎４４１－８００２

※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

問「消費生活相談」　海部地域消費生活センター　☎23ー0150

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 3 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>>
介護保険料　　　６期

春分の日
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新たに国民健康保険に加入さ
れる世帯については、国民健康
保険税の納付に対し、原則とし
て口座振替での納付をお願いし
ています。（国民健康保険税を
年金から差し引く場合や口座振
替による納付が困難な場合など
を除きます）
口座振替の手続きをすること
で、定められた納期限に指定の
口座から自動的に振替されます
ので、納期ごとに納めに行く手
間が省け、納め忘れもなく、と
ても便利です。
国民健康保険に加入中の世帯
で、納付書で納付されている世
帯についても、随時口座振替の
受け付けを行っておりますの
で、ぜひご利用ください。
●申し込み方法
通帳、通帳届出印をお持ちの
上、市役所保険年金課、十四
山支所、口座振替依頼書が置
いてある市内の取扱金融機関
でお手続きください。
●口座振替依頼書取扱金融機関
三菱ＵＦＪ銀行、あいち海部農
業協同組合、大垣共立銀行、十
六銀行、三十三銀行、百五銀
行、愛知銀行、名古屋銀行、中
京銀行、いちい信用金庫、桑名
三重信用金庫、東海労働金庫、
ゆうちょ銀行（郵便局）
市役所保険年金課
（内線122・123）

厚生労働省では、4月2日の
「世界自閉症啓発デー」および
4月2日から8日までの「発達障
害啓発週間」を社会全体で自閉
症をはじめとする発達障がいの
啓発に取り組む機会と捉え、各
地で啓発活動が行われます。
この機会に、自閉症をはじめ
とする発達障がいについて考え
てみましょう。
市役所福祉課（内線162）

市は、令和4年4月1日からお
子さんの医療費助成を、市内に
在住する18歳到達年度の末日ま
でに拡大しました。
これに伴い、現在小学2年生
から中学3年生のお子さんを対
象に「子ども医療費受給者証」
を3月末に郵送でお届けしま
す。新しい受給者証の有効期限
は、お子さんが18歳に到達する
年度の末日までとなります。新
しい受給者証がお手元に届きま
したら、必ず内容をご確認くだ
さい。
4月に入っても受給者証が届
かない場合や受給者証の内容に
変更がある場合は、速やかにお
問い合わせください。
市役所保険年金課
（内線126・127）

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・
要予約）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
運動のできる服装、上履き
●申し込み方法
電話または窓口
TKEスポーツセンター
（十四山スポーツセンター）
☎52－2110

2023

3
お知らせ

国民健康保険税の
口座振替納付について

4月2日は
「世界自閉症啓発デー」です

子ども医療費受給者証の
交付について

TKEスポーツセンター
トレーニング講習会3月の予定

③
③
②
③
③
②
③
③
②
②
③
②

②
②
①
②
②
①
②
②
①
①
②
①

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

３日
４日
５日
9日
11日
12日
15日
18日
19日
21日
25日
26日

２回目１回目日　程
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※会場で会員証用の写真を撮影
します。
※説明会は1時間程かかります。
ファミリー・サポート・センター
☎58－3352

三ツ又池公園の芝桜が満開を
迎える時期に、ささやかな即売
会や飲食の販売などを行いま
す。皆さんぜひ会場へお出かけ
ください。
●と　き
4月15日（土）
午前10時～午後3時
少雨決行
●ところ
三ツ又池公園　拠点広場
●内　容
地元野菜や花きなどの即売会
農業相談所などの設置
キッチンカーなどによる飲食
の販売
市役所産業振興課
（内線252・253）

●と　き
3月19日（日）
●ところ
総合社会教育センター
公民館ホール
●内　容
午前の部
トムとジェリー ～星空の音楽会～
午前10時～11時
午後の部
三人の騎士
午後2時～3時30分
●受　付
上映30分前から
総合社会教育センター

「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、
仲間やボランティアとお茶を飲
みながらゆっくりとした時間を
過ごしてみませんか。
雰囲気が分からない方や参加
を迷っている方は、ぜひお電話
ください。
●と　き
3月25日（土）
午後1時30分～3時30分
●ところ
総合福祉センター　2階研修室
●参加費
100円（お茶菓子代）
※事前の申し込み不要
●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
☎65－3724

●対象者
40歳から74歳までの国民健
康保険加入者の方で、弥富市
国民健康保険が発行する特定
健康診査受診券を利用せず、
職場や農協などで健診を受け
た方
●提出方法
令和3年4月1日以降に受診し
た特定健診結果、保険証を市
役所保険年金課へ持参くださ
い。
※提出された方へ粗品を進呈し
ます。
市役所保険年金課（内線125）

ファミリー・サポート・セン
ターは病児・病後児保育事業や
産前・産後サポート事業を行う
ほか、保育施設の送迎や預かり
支援など、健康なときも病気の
ときも利用会員と協力会員が助
け合う組織です。
●と　き
3月12日（日）午前10時～
●ところ
総合社会教育センター
2階研修室
●持ち物
筆記用具、母子手帳

春休み親子ふれあい
映画会を開催します！

フリースペース『なごみの会』

芝桜まつりにかわる
「やとみ青空市」の開催について

催しもの

特定健康診査結果提出に
ご協力ください

ファミリー・サポート・センター
利用会員入会説明会

有料広告
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・

自衛官など募集案内

●募集項目
・幹部候補生(一般)(歯科・薬
剤科)
・一般曹候補生
・予備自衛官補(一般)(技能)
●資　格
・幹部候補生（一般）
【大学程度試験】
平成10年4月2日から平成
14年4月1日までに生まれ
た者、大卒（見込み含む）
で平成14年4月2日から平
成16年4月1日までに生ま
れた者、修士課程修了者な
ど（見込み含む）で平成8
年4月2日から平成10年4月
1日までに生まれた者

【院卒者試験】
修士課程修了者など（見込
み含む）で平成8年4月2日
から平成16年4月1日まで
に生まれた者
・幹部候補生(歯科・薬剤科)
専門の大卒（見込み含む）
で歯科は、平成6年4月2日
から平成16年4月1日まで
に生まれた者、薬剤科は平
成8年4月2日から平成16年
4月1日までに生まれた者
・一般曹候補生
採用予定月が令和6年4月の
場合、平成3年4月2日から
平成18年4月1日までに生
まれた18歳以上33歳未満

の者
・予備自衛官補（一般）
平成元年7月2日から平成
17年7月1日までに生まれ
た18歳以上34歳未満の者
・予備自衛官補（技能）
国家免許資格などを有する
者、資格により年齢上限が
異なるが、昭和43年7月2
日から平成17年7月1日ま
でに生まれた18歳以上55
歳未満の者

●受付期間
・幹部候補生(一般)(歯科・薬
剤科)
第１回
３月１日(水)～４月14日(金)
(音楽要員除く)
第２回
３月１日(水)～６月15日(木)
(飛行要員除く)
・一般曹候補生
３月１日(水)～５月９日(火)
・予備自衛官補(一般)(技能)
４月６日(木)まで
自衛隊愛知地方協力本部
一宮地域事務所
(一宮市大江二丁目1番地
18ワキタビル2階)
☎（0586）73ー7522

Twitter

有料広告 有料広告

突然の心停止に最も効果があ
るのは、そばにいた方の心肺蘇
生法とＡＥＤを使用した応急手
当です。応急手当が早いほど社
会復帰する可能性が高くなりま
す。
救命講習会を受けて、いつで
も誰でも応急手当が行える住み
よい街に一緒にしていきましょ
う。
●と　き
3月19日(日)　午前9時～正午
●ところ
海部南部消防組合消防署
●内　容
　普通救命講習Ⅰ(3時間コース)
成人を対象にした心肺蘇生法、
ＡＥＤの使用方法、止血法

●定　員
16人
(定員になり次第締め切り)
●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
※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

募　集
救命講習会参加者募集

・
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PH未 PH未

●配布場所
歴史民俗資料館（弥富まちなか交流館）
●と　き
午前９時～午後５時
月曜日、年末年始を除く
●配布方法
１人１枚、手渡しでの配布となります。
郵送や予約は受け付けておりません。

マンホールカードとは？
マンホールカードは、マンホール蓋を通して楽し
みながら下水道に興味を感じていただくためのカ
ードです。下水道広報プラットホーム（GKP）と各
地方公共団体が共同で制作しています。各土地の
魅力を感じるマンホールデザインを、全国各地で
集めることができます。

歴史民俗資料館にて弥富市のマンホールカードを配布しています。
きんちゃんと白文鳥も描かれている、弥富市公共下水道のマン
ホールデザインです。普段は何気なく通り過ぎてしまうマンホール
ですが、ぜひカードを手にしてじっくり見てみてください。

新しく入った本3/1～4/10
市役所図書館☎65－1117

チャートと地図でわかる
徳川家康と最強家臣団
小和田　泰経／著

日本の風景が織りなす
心に響く情景のことば 365
パイインターナショナル／編著

罪の境界
薬丸　岳／著

図 書 名図 書 名 筆 者 名 など筆 者 名 など
●イッキにわかる！国際情勢
●現代の奴隷
●いますぐ食べたい！
　冷凍食品の本
●善玉菌とやせ菌を増やす
　ちょっ早ゆる腸活ごはん
●樹林の罠
●ワンダーランド急行
●キホンがわかる！
　税金とわたしたちのくらし
　税金のしくみ

島崎　晋
モニーク　ヴィラ

西川　剛史

武蔵　裕子　
佐々木　譲
荻原　浩

三木　義一

■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 3 月 11日 ( 土 )　午前 10 時～正午
●ところ 図書館 ( 弥富まちなか交流館 )
●テキスト　「キネマの神様」( 原田　マハ / 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！

マンホールカードを配布しています

ホームページ Twitter

　市役所歴史民俗資料館
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第25回　弥富市長旗争奪少年野球大会　試合結果

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
第 25 回弥富市長旗争奪
少年野球大会

子宝グラウンド8月28日（日）

第1回ＩＢＫＯインターナショナルコンベンション空手道選手権大会
東京都国立代々木競技場令和4年11月13日（日）

学校部門バトン編成

山本　花帆奈（平島中）坂口　巧（又八）

第50回バトントワーリング
全国大会

千葉県幕張メッセイベントホール
12月10日（土）・11日(日)

※敬称略 場所日程

参加資格対象 ※一人あたり参加費 申込期限ところと　き大会名

スポーツ大会に参加しませんかスポーツ大会に参加しませんか

火～土曜日：午前９時～午後９時
日曜日、祝日：午前９時～午後５時受付時間申込用紙 ( 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。申し込み方法

　　　　　 を
広報やとみに掲載します
成績優秀者

20チームが白熱した試合を繰
り広げ、令和４年12月17日（土）
に行われた決勝戦では、弥富ベー
スボールクラブが稲西クラブを下
し、見事優勝しました。

優勝
弥富ベースボール
クラブ

弥
富
ベ
ー
ス
ボ
ー
ル

ク
ラ
ブ

①

10 10 6

0

4

6

7

1

2 4

1 30

0

0

0

2

126

2

1

02

8

676 0

0

72

1

3

16 0

7

4

13

②
中
川
青
葉

稲
北

ゼ
ロ
フ
ァ
イ
タ
ー
ズ

蟹
江
北

サ
ン
ボ
ー
イ
ズ

③ ④ ⑤ 

美
和
ビ
ッ
キ
ー
ズ

⑥ 

大
治
少
年
野
球
ク
ラ
ブ

蟹
江
南
Ｊ
Ｂ
Ｃ

新
川
若
鷹

少
年
野
球
ク
ラ
ブ

⑦ ⑧ 

佐
屋
少
年
野
球
ク
ラ
ブ

⑨ 

大
里
西
ク
ラ
ブ

⑩ ⑪ 

甚
目
寺
J
B
C

⑫ 

津
島
西
ク
ラ
ブ

⑬ 

稲
西
ク
ラ
ブ

⑭ 

セ
ブ
ン
ト
レ
ジ
ャ
ー

⑮ 

草
平
ク
ラ
ブ

⑯ 

あ
ま
Ｊ
Ｂ
Ｃ

⑰ 

愛
西
ジ
ュ
ニ
ア
ク
ラ
ブ

⑱ 

神
守
ブ
ル
ー
ジ
ュ
ニ
ア

⑲ 

津
島
ス
タ
ー
ラ
イ
ズ

⑳ 

侍

榊原　七翔（鯏浦） 加藤　夢宙（平島）
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●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)

3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。

乳幼児健診 受付時間 対象者 内容など 場　所実施日

20日（月）

7日(火)

15日（水）

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9月生まれのお子さんに
個別通知します。22日（水）

2日（木）
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)

※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。

支援事業

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)

出産・子育て応援
支援事業

内　容事業

　安心して出産・子育てができるよう妊娠期から切れ目ない相談・支援を行う
「伴走型相談支援」と「出産・子育て応援ギフト（国の出産・子育て応援給付金）」による
経済的支援を実施します。母子健康手帳交付時に出産応援ギフト（５万円）、出産後に
子育て応援ギフト（５万円）を給付します。
※令和４年４月以降に妊娠又は出産した方が対象です。

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。

アピアランスケア
支援事業

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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3 月号 その487

マウスピース型（アライナー）矯正装置の留意点

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180回　こころの健康～

(海部歯科医師会)

節目歯科無料クーポン検診はお済みですか？

●歯周病検査

●対象年齢今年度対象の方には5月に個人通知をしています。
むし歯や歯周病などのお口の病気は早期発見・早
期治療が大切ですが、初期のうちは痛みがなく、気付
くのが遅れがち・・・。
この機会にお口の健康状態をチェックし
てみてはどうでしょうか。まずは歯周病の
進行具合を検査してみましょう。

【プローブ】という器具を使用し、歯肉からの出血の有
無や、歯と歯肉の間の溝(歯周ポケット)の深さを調べ
ます。深ければ深いほど、歯周病が進行しています。

※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5月31日4月28日3月31日

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

3月は、自殺対策
強化月間です

　ストレスを抱えた状態が続くと、心身のバランスが崩れ、こころや
体に変調を来します。これは、こころの病気の危険を知らせるサイ
ンです。「疲れているだけ…」「よくあること…」などと見過ごしては
いませんか？思い当たることがないか、振り返ってみてください。
●気分転換を図り、ストレス解消しましょう
　・誰かとおしゃべりする・読書したり、音楽を聞く・ゆったり入浴す
　る・おいしい物を食べる・自然やペットと触れ合う・深呼吸でリラ
　ックスするなど自分に合った方法でストレス解消しましょう。

　ストレスや不安による寝不足が続いていませんか？寝不足で心
身が疲労すると、こころの健康が崩れてしまい日常生活に影響が
出る恐れがあります。
　十分な睡眠がとれると…ストレス解消、記憶力の向上、体調を整
えるホルモンの分泌に効果があります。
●質の良い睡眠をとりましょう
・目が覚めたら日光を浴びる・昼夜メリハリをつけ、だらだら過ごさない
・適度に運動を行う・眠気が強いときは上手に仮眠をとる
・毎日、朝食を食べる（たんぱく質やビタミン、ミネラルなどはストレ
　ス耐性を強める栄養素です）

　近年においてマウスピース型（アライナー）矯正治療への問い
合わせが増えており、日本矯正歯科学会からの見解をお知らせい
たします。
　日本矯正歯科学会では「アライナー型矯正装置による治療指
針」の中に推奨されない症例が記載されております。
①抜歯症例、②乳歯列期、混合歯列期で顎骨の成長発育や歯の
萌出の正確な予測が困難な症例、③骨格性の不正を有する症例
です。
　マウスピース型矯正装置を使用するメリットもありますが、患者
の使用状況に治療結果が大きく委ねられ、また、歯の移動範囲も
限られていることから、予想外の治療経過をたどることや、目標と
した治療結果が得られないことがあります。そのため、治療を担当
する歯科医師には、治療を開始する前に適切な検査・診断を行い、
マウスピース型矯正装置の適応症であるかを見極めることができ
る知識、経験、技能が必要となります。さらに、もし目標とした治療
結果を達成できないような場合に、治療状態の修復と再度治療目
標を達成するために、マルチブラケット装置による治療方針の変
更が必要となるため、マルチブラケット装置による治療技術を習
得した歯科医師によって、マウスピース型矯正装置の治療をされ
ることをお勧めいたします。また、マウスピース型矯正装置は国内
外で作製されたものを問わず日本国の薬機法上の医療機器には
該当しないため医薬品副作用被害救済制度の対象外となってい
ます。マウスピース型矯正装置を用いて治療する歯科医師には、
診断、治療計画、設計などについて矯正歯科学的な専門的知識が
必要であることを知っておきたい。

肉・魚・卵・
大豆製品など

豚肉・にんにく・
うなぎなど

緑黄色野菜・
柑橘類など

乳製品・小魚・海藻類・
アーモンドなど

■自己負担金・・・無料　　 ■実施期間・・・・・3月31日まで
■受診方法・・・・・指定の歯科医院に予約の上、受診してください。
■持ち物・・・・・・・・健康保険証・節目歯科無料クーポン検診受診券(ハガキ)
■実施場所・・・・・指定の歯科医院（通知案内参照）

たんぱく質 ビタミンＢ群 ビタミンＣ
カルシウム・
マグネシウム

市役所健康推進課（内線312）

昭和46年4月2日～昭和47年4月1日
昭和41年4月2日～昭和42年4月1日
昭和36年4月2日～昭和37年4月1日
昭和31年4月2日～昭和32年4月1日
昭和26年4月2日～昭和27年4月1日
昭和21年4月2日～昭和22年4月1日

平成13年4月2日～平成14年4月1日
平成8年4月2日～平成9年4月1日
平成3年4月2日～平成4年4月1日
昭和61年4月2日～昭和62年4月1日
昭和56年4月2日～昭和57年4月1日
昭和51年4月2日～昭和52年4月1日

ストレスサインを見逃さないで！

よい睡眠習慣を実践できていますか！

ほうしゅつ
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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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