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日 曜 始時 終時 主 雨 行事名 場所 内容等 問い合わせ先

月 13:00 15:00 公園緑地課 23-6717

月 13:30 14:00 動物総合センター 27-0444

月 下水工事課 23-6505

月 大河ドラマ館｢雨の日来館記念証｣の配布開始 ｢どうする家康｣活用推進課 23-7937

火 10:30 動物総合センター 27-0444

火 13:30 動物総合センター 27-0444

火 介護保険課 23-6692

火 団 展示即売･栽培相談など 当日会場へ おかざき農遊館 46-4700

水

水 9:00 11:00 動物総合センター 27-0444

水 9:00 12:00 ごみ対策課 22-1153

水 10:00 11:00 中央図書館 23-3115

水 10:00 17:00 乙川左岸河川敷船着場受付､岡崎公園坂谷門跡受付 地域創生課 23-6409

水 10:00 21:00 荒天中止 SOUL FOOD JAM vol.24 GOLDEN WEEK SPECIAL 乙川河川緑地

水 11:00 どの動物のお昼ごはんにお邪魔するかは当日のお楽しみ 園内放送で案内 当日会場へ 動物総合センター 27-0444

水 13:30 14:00 動物総合センター 27-0444

水 人事課 23-6796

木

金

金 10:00 15:30 団 岡崎城 城主体験 葵紋の入った陣羽織や軍配などの装束を身にまとい､城内を見学 有料 当日会場へ 岡崎城 22-2122

金 10:00 16:00 団 小雨決行 中央総合公園 25-7887

土 9:00 12:00 ホタル保護活動勉強会 ホタル学校 82-3027

土 9:00 17:00 展示･即売･相談など 最終日は早めに終了 公園緑地課 23-6399

土 9:00 各児童育成センター こども育成課 23-6330

土 9:30 12:00 雨天中止 おかざき自然体験の森 45-5544

土 10:00 公園緑地課 23-6399

土 10:45 11:45 動物総合センター 27-0444

土 15:10 17:10 団 障がいのあるかたのためのイベント 聴覚障がい者生活講座 福祉の村 友愛の家 21-8077

土 少年自然の家 47-2357

日 9:00 龍北総合運動場 46-3261

日 10:00 15:00 団 おもちゃ､子ども服などの販売 南公園 51-4426

日 10:30 11:45 プラバンでキーホルダーを作ろう 動物総合センター 27-0444

日 13:30 15:00 フェルトボールづくり 動物総合センター 27-0444

月 団 国際交流協会 23-6644

月

火 9:30 保健政策課 73-6022

火 10:00 12:00 教育的ニーズがある子どもの就学説明会 教育相談センター 71-3201

火 16:00 16:30 子ども読書の日記念イベント 手話と声のおはなし会 中央図書館 23-3115

水 10:00 12:00 多様性社会推進課 23-6222

水 14:00 16:00 農務課 46-4490

水 14:00 16:00 わくわくまちづくり大作戦 認知症お買い物サポート ひな地域包括支援センター 65-8555

水 経営管理課 23-7565

木 10:00 11:30 団 高齢期に役立つ情報･交流会 前日までに電話で申込 ひな地域包括支援センター 65-8555

木 19:00 21:00 団 52-4611

木 文化振興課 23-6615

金 9:00 16:00 ごみ対策課 22-1153

金 9:00 17:00 団 さつきの展示即売､栽培相談など おかざき農遊館 46-4700

金 9:00 17:00 展示･即売･相談など 最終日は早めに終了 公園緑地課 23-6399

金 10:00 保健政策課 73-6022

土 9:00 17:00 松平元康の初期の鎧に代えて金荼美具足を展示 ｢どうする家康｣活用推進課 23-6978

土 10:00 17:00 旧本多忠次邸 23-5015

土 10:00 盆栽講習会 公園緑地課 23-6399

土 15:00 民 シビックセンター 72-5111

土 15:30 17:30 春季企画展｢はしもとみお木彫展｣関連イベント 音とアートのワークショップ 53-3511

土 16:30 18:30 団 コントラバス発表会 三河武士のやかた家康館 24-2204

土 18:30 20:00 53-3511

土 53-3511

日 9:00 12:30 ファミサポ講習会｢救命講習」 家庭児童課 87-5050

日 9:00 団 春の市民ラグビー祭り スポーツ協会 53-7644

日 9:30 15:30 雨天中止 ホタル学校 82-3027

日 9:30 団 市民ソフトバレーボール大会 スポーツ協会 53-7644

日 13:30 15:30 団 二胡演奏会 三河武士のやかた家康館 24-2204

日 民 岡崎げんき館 21-7733

●行事予定表　令和５年５月１日(月)～令和５年５月31日(水)

 主：主催者（空欄＝市、県＝県、国＝国、団＝諸団体、民＝民間）
雨：雨天時の扱い（日付は、延期日を示しています）
※日時、場所などは、都合により変更になる場合があります。 

電話（0564）

5月1日 春季緑化植物展示会 盆栽講習会(②5/3 10:00～12:00) 中央総合公園(高隆寺町) 剪定､育て方の指導など(盆栽､はさみ持参) 当日会場へ

東公園動物園 40周年 InstagramLive 東公園動物園Instagram 東公園動物園内を案内しながらInstagrmLiveを配信 園は休園日

下水道マンホールふたのデザイン募集(～6/30) 市役所/下水工事課(西庁舎5階) 募集デザイン像:いつまでも岡崎市民に愛されるデザイン メール･郵送･直接提出 指定用紙あり

5月1日 どうする家康 岡崎 大河ドラマ館(岡崎公園内､康生町)
気象庁の愛知県西部の予報で前日11時時点の6時～12時･12時～18時の降水確率が50%以上
の日限定

5月2日 ゾウさんのお面づくり(②11:30～) 動物総合センター･あにも 研修室(東公園内､欠町) 各20人(先着) 各回10分前から整理券配布 当日会場へ

エマ(うま)の写真を撮ろう! 東公園動物園 ウマ舎(欠町) 10組(先着､1組5人程度) 開催時間から整理券配布 当日会場へ

介護の仕事PRショートムービー公開 市公式YouTube､市HP映像ギャラリーにて公開

5月2日 岩チドリと山野草展(～5/4) おかざき農遊館(東阿知和町)

5月3日 <祝日>憲法記念日

40周年記念クイズラリー(②5/4③5/5) 東公園動物園(欠町) 各日40人(先着) 当日9:00～藤棚付近で台紙配布 当日会場へ

こどもガラス体験 HOT!なガラスでペーパーウエイトを作ろう! リサイクルプラザ内ガラス工房・葵(高隆寺町) ②13:00～16:00 小学生各20人(保護者同伴) 1000円

子ども読書の日記念イベント 図書館なぞ解きイベント｢ひゃっかじてんで遊ぼ
う!!｣

図書館交流プラザりぶら 2階子ども図書室(康生通) ②5/5 各日13:00～14:00も開催 申込みで定員を満たしていない場合は当日参加可能

次世代モビリティ｢C+walk(シーウォーク)｣の貸出開始(～R6/1/28)
期間中の土･日･祝日のみ 1回300円 8台 事前予約必要(使用時要本人確認) 当日空きがあれ
ば受付

乙川河川緑地右岸(康生町) キッチンカー48店舗が出店 セグウェイなどの子供向けコーナーもあり 入場無料
090-6383-
1075

隣のお昼ごはんツアー(②5/4③5/5) 東公園動物園(欠町)

飼育員のお話とスライドで振り返る40年の歩み(②5/4③5/5) 動物総合センター･あにも 研修室(東公園内､欠町) 各日40人(先着)

5月3日 職務経験者(電気)対象 岡崎市職員採用候補者試験受付(～5/17) インターネット申込 性格検査･基礎能力試験:5/22～6/4 個人面性試験:6/17 発表7月上旬

5月4日 <祝日>みどりの日

5月5日 <祝日>こどもの日

岡崎城(岡崎公園内、康生町)

5月5日 ファミリーフェスタ IN 中総2023 中央総合公園(高隆寺町) 花壇づくり､eスポーツ体験､はたらくのりもの展示､ストラックアウトなど 一部有料コーナーあり

5月6日 ホタル学校(鳥川町) 4/7～電話申込 火曜日定休

春季緑化植物展示会 イワチドリ･山野草展(～5/8) 中央総合公園 多目的広場展示会場(高隆寺町)

児童育成センター 夏休み入所児童募集(小学1～3年生) 保護者が就労で不在となる家庭対象(先着) 期間:7/16～8/31 7月3500円､8月7000円

昔ながらの農業体験 田起こし～代かき(②5/13③5/14④5/20) おかざき自然体験の森(八ツ木町)
①田起こし②泥んこ遊びとドラム缶風呂③代かきとドラム缶風呂④田植え(雨天翌日) 火曜日定
休

山野草講習会(②13:00～) 中央総合公園 (高隆寺町) ①コケ玉作り 10人 1000円②剪定､植替えの仕方 岡崎山草会(070-5407-2373)へ申込

モルモットのふれあい(②13:30～14:30) 東公園動物園 ふれあい舎(欠町) 各60人(先着､1組5人まで) ①10:15～②13:00～整理券配布 当日会場へ

福祉の村 友愛の家(欠町) 20人(先着) 50円 4/7～直接･電話･FAXで申込

5月6日 第22期ネイチャークラブ(前期)(②7/1③7/15④8/19) 少年自然の家(須淵町) 4回コース 炊飯活動･トンボ観察･カヌー体験･創作活動など 3000円(4回分)

5月7日 100kmリレーマラソンinおかざき(②12:00～) 龍北総合運動場(真伝町) ①100kmの部､高校生以上､1チーム20000円②50kmの部､小学生以上､1チーム15000円

5月14日 南公園deフリーマーケット 南公園 遊園地なかよしの塔前(若松町)

動物総合センター･あにも 多目的ホール(東公園内､欠町) 40人(先着) 当日10時15分から整理券配布

5月7日 動物総合センター･あにも 多目的ホール(東公園内､欠町) 40人(先着) 当日13時から整理券配布

5月8日 国際交流協会(OIA) 外国語会話講座(～R6/3/29) ①竜美丘会館(東明大寺町)②オンライン(Zoom)
20～30回程度①英語､中国語､スペイン語､ポルトガル語､フランス語､韓国語ほか②韓国語､タ
イ語

5月8日 新型コロナワクチン春季接種開始(～8月末) 令和5年度追加接種 接種条件あり 接種券の申込は市HP･申請書(保健所窓口などにあり)で
岡崎市新型コロナワクチン
コールセンター

0570-049-
900

5月9日 クアオルト健康ウォーキング 下山いやしの里山コース(②5/31③6/15) 下山小学校(保久町)集合 座学､ウオーキング 20歳以上各日20人(先着) 4/11～電話申込

総合学習センター(上地3丁目) 特別な支援などが必要な年長児保護者対象 4/28までに電話申込

5月9日 図書館交流プラザりぶら 2階子ども図書室(康生通) 手話を母語とするかたと職員による手話と声のおはなし会 当日先着5組 当日会場へ

5月10日 出張マザーズハローワーク 就労支援セミナー(就活スタート編) オンライン(Zoom) ミニセミナー(自己理解､仕事選びのコツ)､個別相談会 無料 10人(抽選) 市HP～申込 5/1必着

やさしい野菜づくり教室(②5/17③5/24) 農業支援センター(東阿知和町) ①ナス･ピーマン②スイカ･メロン③カボチャ他 各30人(抽選) 各200円 ①4/10②③5/8締切

アピタ岡崎北店 1階フードコート(日名北町) 認知症高齢者への対応､声掛けの仕方体験など 受付は15:30まで 当日会場へ

5月10日 ｢岡崎市下水道100年の歩み展｣パネルキャラバン(～5/30) 北部地域交流センター なごみん(西蔵前町) これまでの100年を振り返る年表パネルや下水道に関する豆知識を紹介するパネルを展示

5月11日 ひなde茶話会 ひな地域包括支援センター(日名南町)

ドローン活用セミナー(②5/25③6/10) 中小企業･勤労者支援センター(羽根町) ①基礎知識&体験②14:00～16:00産業活用③19:00～21:00副業でドローン
中小企業・勤労者支援セン
ター

5月11日 おかざきアートのるつぼ2023作品募集(～7/20) 要項･申込書を提出 HPから申込可 テーマ:自由 部門:平面･立体･映像 8/19～27美術館で展示

5月12日 パート・ド・ヴェール(②7/7) リサイクルプラザ内ガラス工房・葵(高隆寺町) 電気炉で型ガラス作品作成 各6人(先着･小学生以下保護者同伴) 3000円

さつき展(～5/14) おかざき農遊館(東阿知和町)

春季緑化植物展示会 岡崎盆栽育成展(～5/14) 中央総合公園 多目的広場展示会場(高隆寺町)

5月12日 クアオルト健康ウォーキング 岡崎城跡周遊コース(②5/26③6/8) 図書館交流プラザりぶら(康生通)集合 座学､ウオーキング 20歳以上各日20人(先着) 4/11～電話申込

5月13日 松本潤さん着用の金荼美具足を期間限定展示(～5/24) どうする家康 岡崎 大河ドラマ館(岡崎公園内､康生町)

第8回野草の会投げ入れいけばな展(②5/14) 旧本多忠次邸(欠町) ②9:00～15:30 月曜日休館

中央総合公園 (高隆寺町) 当日までに岡崎盆栽育成会(090-9028-3312)へ申込

プレミアムコンサートシリーズ 東儀秀樹with川井郁子 シビックセンター コンサートホールコロネット(羽根町) 14:30開場 出演:東儀秀樹(篳篥･笙)､川井郁子(ヴァイオリン)､Keiko(ピアノ)

おかざき世界子ども美術博物館(岡町)
①舞台装飾作り 講師:はしもとみお②作曲､猫町バンドと共演､発表 講師:イトケン､山田稔明､近
藤研二

おかざき世界子ども美術博
物館

岡崎城二の丸能楽堂(岡崎公園内、康生町) 当日先着300人

企画展｢はしもとみお木彫展｣関連イベント 猫町バンドナイトミュージアムコンサ
ート

おかざき世界子ども美術博物館(岡町) 猫町バンド(はしもとみお､イトケン､山田稔明､近藤研二) 中学生以下無料､高校生以上3000円
おかざき世界子ども美術博
物館

5月13日 親子造形センター 特別教室 父の日のプレゼント(～6/18) おかざき世界子ども美術博物館(岡町) 100円～ 期間中随時受付 小学3年生以下保護者同伴 月曜日休館
おかざき世界子ども美術博
物館

5月14日 消防本部(朝日町)
受講後ファミリーサポートセンター援助会員として活動できるかた10人(先着) 4/7～5/1電話申
込

中央総合公園 多目的広場(高隆寺町) 4/30までにスポーツ振興課(福祉会館5階)､市体育館にある申込書で申込

ホタルマスターファミリー講座(②6/11③7/16④8/6⑤9/24) ホタル学校(鳥川町) 6/11は16:30～21:00 小中学生を含む家族25人(抽選) 火曜日定休

中央総合公園 総合体育館(高隆寺町) 5/1までにスポーツ振興課(福祉会館5階)､市体育館にある申込書で申込

岡崎城二の丸能楽堂(岡崎公園内、康生町) 当日先着300人

5月14日 岡崎げんき館 第2期(7月～9月)教室受講生募集(～5/28) 岡崎げんき館(若宮町) プール･スタジオ・テニス 詳しくは5/14～配布するチラシやHPで確認を
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日 曜 始時 終時 主 雨 行事名 場所 内容等 問い合わせ先 電話（0564）

月 13:00 13:30 スポーツ振興課 23-6363

月 18:30 20:00 国際交流協会 23-6644

火 7:45 8:15 ｢歩行中･運転中のながらスマホ根絶｣バスガイド交通安全キャンペーン 名鉄観光バスの新人バスガイドが中心となり､駅利用者に啓発品などを配布し呼びかける 防犯交通安全課 23-6238

火 9:00 21:00 家庭菜園やガーデニングなどの資料を集めて展示 水曜日休館 貸出可能 中央図書館 23-3115

火 15:00 17:00 団 52-4611

水 14:00 15:30 認知症サポーター養成講座 長寿課 23-6837

水 16:00 20:00 市街地整備課 23-6264

木 11:00 16:45 商工労政課 23-6351

金 9:30 12:00 ごみ対策課 22-1153

土 9:00 15:00 団 ササユリの展示即売､栽培相談など おかざき農遊館 46-4700

土 9:00 17:00 民 ふれあいドーム岡崎 43-0123

土 9:00 19:00 展示･即売･相談など 最終日は早めに終了 公園緑地課 23-6399

土 9:30 16:00 乙川河川緑地 両岸 乙川河川緑地

土 10:00 16:00 荒天中止 美味しいグルメや家康の考えを踏まえたマルシェなどを開催 無料 公園緑地課 23-6722

土 13:30 16:30 団 ピア･カウンセリング公開セミナー 障がい者同士でカウンセリングを行い自己信頼を回復する方法を学ぶ 障がいのないかたも可 障がい福祉課 23-6163

日 10:00 さつき愛好会による講習会 当日会場へ 公園緑地課 23-6399

日 10:00 団 雨天中止 南公園 51-4426

月 10:30 中央図書館 23-3115

月 13:15 議会事務局議事課 23-6378

月 53-3511

火 10:00 12:00 認知症介護家族交流会 情報交換など 認知症のかたを介護しているかた 当日会場へ 長寿課 23-6837

火 10:00 議会事務局議事課 23-6381

水 10:00 12:00 雨天中止 わんパーク 82-3511

木 10:00 12:00 みんなで学ぶ認知症介護勉強会 長寿課 23-6837

金 9:00 12:00 ごみ対策課 22-1153

金 10:30 11:20 市民会館 21-9121

金 公園緑地課 23-7406

土 10:00 12:00 昔ながらの農業体験 サツマイモの苗差し おかざき自然体験の森 45-5544

土 13:00 16:00 団 岡崎中央総合公園 岡崎レッドダイヤモンドスタジアム ぼーるぱーく､障害物リレー､はたらくくるま展示･試乗､バックヤードツアー､キッチンカーなど 中央総合公園 25-7887

土 13:30 16:00 市民協働推進課 23-6491

土 ホタル学校 82-3027

日 9:00 12:30 雨天中止 ホタル学校 82-3027

日 9:00 19:00 展示･即売･相談など 最終日は早めに終了 公園緑地課 23-6399

日 10:00 12:00 団 はじめての梅酒づくり体験教室 南公園 51-4426

日 10:00 16:00 岡崎カーフェスティバル 商工労政課 23-6287

日 13:00 14:30 団 梅の実もぎとり体験 南公園 51-4426

日 13:00 15:00 親子造形センター 親子教室 父の日に贈る感謝状 53-3511

日 14:00 三河皐月会による講習会 当日会場へ 公園緑地課 23-6399

日 保健政策課 23-6807

日 団 梅の実セット特別販売 南公園 51-4426

月 14:00 16:00 難病療養相談会 多発性筋炎･皮膚筋炎の診断と治療 健康増進課 23-6639

火 9:30 12:30 健康増進課 23-6962

火 10:00 12:00 前期図書館講座｢ブックスタートボランティア養成講座｣ 中央図書館 23-3115

水 10:00 11:30 団 プリザーブドフラワー講座 おかざき農遊館 46-4700

水 経営管理課 23-7565

5月15日 岡崎アスリートFCマルヤス岡崎 壮行会 市役所/ロビー(東庁舎1階) ｢天皇杯JFA第103回全日本サッカー選手権大会｣に愛知県代表として出場 決意表明など

5月15日 岡崎市国際交流協会(OIA)文化講座｢中国健康気功｣(～R6/3/25) 竜美丘会館 302会議室(東明大寺町) 期間中の月曜日開催 全20回 14人(抽選) 20000円 中学生以下は保護者同伴

5月16日 名鉄東岡崎駅(明大寺本町)

図書館テーマ展示｢園芸の楽しみ｣(～6/30) 図書館交流プラザりぶら テーマ展示コーナー(康生通)

5月16日 先端技術セミナー(②5/30③6/13) 中小企業･勤労者支援センター(羽根町) ①Excel活用法②デジタルを活用したチラシ作成術③小さな組織から取り組めるDX基礎知識
中小企業・勤労者支援セン
ター

5月17日 東部地域交流センター むらさきかん(藤川町) 20人(先着) 5/8～前日までに電話申込

5月17日 第23回 出会いの岡崎 駅ナカ横丁(～5/19) JR岡崎駅 改札口正面自由通路(羽根町) 飲食物等の販売 イートインスペースあり 売り切れ次第終了 計25店舗出店予定

5月18日 オンライン地元就職フェア(②5/19) Zoom開催 ライブ配信､チャットでの質疑応答 OKナビHPから申込

5月19日 ベビーメモリアル☆赤ちゃんの足形をとろう!(②13:30～16:00) リサイクルプラザ内ガラス工房･葵(高隆寺町) 砂に足跡をつけ溶けたガラスを流し込む 費用2000円 足のサイズ11cm以下の乳児各30人

5月20日 ササユリ展(②5/21) おかざき農遊館 催事場(東阿知和町)

春の山野草展示即売会(②5/21) ふれあいドーム岡崎(下青野町) 山野草､寄せ植えなど 5/21は16:00まで 当日会場へ

春季緑化植物展示会 さつき愛好会(～5/26) 中央総合公園 多目的広場展示会場(高隆寺町)

犬市場 in OKAZAKI 2023 Spring マルシェ､ステージイベント､飲食ブース､アクティビティ(ドッグラン､ワンちゃんとSUPなど)500円
090-6383-
1075

おとがわびより2023 春 桜城橋橋上広場(明大寺本町)､中央緑道(康生通南)

5月20日 社会福祉センター(美合町)

5月21日 さつき盆栽講習会(②14:00～) 中央総合公園 (高隆寺町)

5月21日 みんなで花を植えましょう! 南公園 遊園地なかよしの塔前(若松町) 小学生以下親子当日先着40組 プレゼントあり

5月22日 シネマ･ド･りぶら ｢亀も空を飛ぶ」上映会(②14:00～) 図書館交流プラザりぶら ホール(康生通) 各回先着200人 各回60分前から整理券配布

市議会/議会BCP策定特別委員会 市議会/大会議室(西庁舎2階) 議会BCPについて

5月22日 はしもとみお木彫展連携企画｢cycle of lifeはしもとみおの動物賛歌｣ ハンズ名古屋店 10階イベントスペース(名古屋市)
～6/4まで 子美博で開催中の企画展でもスタンプを押し2つ揃うとオリジナルステッカーがもらえ
る

おかざき世界子ども美術博
物館

5月23日 市役所/202会議室(福祉会館2階)

5月23日 市議会/議会運営委員会 市議会/大会議室(西庁舎2階) 6月定例会の運営等について

5月24日 ちびっこ集まれ!どろんこ初体験(②13:00～15:00) わんパーク(淡渕町) 1歳以上未就園児親子各10組(抽選) 火曜日定休

5月25日 市役所/西庁舎 認知症のかたを介護しているかた対象 5/19までに電話で長寿課へ申込

5月26日 吹きガラス工芸一日体験 初夏を彩る花器を作ろう!(②13:00～16:00) リサイクルプラザ内ガラス工房葵(高隆寺町) 溶けたガラスで花器を作る 15歳以上各6名 1500円

ベビーマッサージ教室(6/9､6/23 金曜日3回コース) 甲山閣(六供町) 2ヵ月～1歳未満親子各8組(先着) 1800円(3回分) 3/7 10:00～電話申込

5月26日 花菖蒲まつり(～6/18) 東公園 花菖蒲園(欠町) 19:00～21:00ライトアップ 5/28･6/3･6/4･6/10･6/11イベントなどあり

5月27日 5月28日 おかざき自然体験の森(八ツ木町) 15家族(抽選) 火曜日定休

社会人野球ファン感謝祭2023(②5/28)

令和5年度岡崎市市民公益活動事業費補助金公開審査会 市役所/大ホール(福祉会館6階) 書類審査を通過した13団体が審査員を前に活動や公益性などを発表 見学自由

5月27日 鳥川ホタルまつり(～6/30) ホタル学校(鳥川町) 21:00まで開館 6/13 17:30～19:00オープニングイベント･ライブコンサートなど

5月28日 オクオカ｢夢テラス｣トレッキング(約8キロ) ホタル学校(鳥川町) 20人(先着) 4/7～電話申込 火曜日定休

春季緑化植物展示会 三河皐月会(～6/4) 中央総合公園 多目的広場展示会場(高隆寺町)

南公園(若松町) 梅の収穫と梅酒造り 20歳以上30人(抽選) 1500円 はがき･FAXで申込 5/12必着

乙川河川敷殿橋下流右岸(明大寺町) 4WD登坂キット体験会､三菱製車両･レッドサラマンダーなどの展示､キッチンカー出店など

南公園(若松町) 南公園の梅の実を収穫 30人(抽選) 500円 はがき･FAXで申込 5/12必着

おかざき世界子ども美術博物館(岡町) 600円 段ボールなどで感謝状作り 小学生以下親子12組(先着) 5/10 10:00～電話申込
おかざき世界子ども美術博
物館

さつき盆栽講習会(②6/3) 中央総合公園 (高隆寺町)

岡崎げんき館市民会議 親子クッキング(②6/11) 岡崎げんき館(若宮町) 3歳～未就学児親子各10組(抽選) 1組1000円(子ども1人追加につき500円) 5/11まで申込

5月28日 南公園 遊園地案内所､交通広場受付(若松町) 南公園で採れた梅の梅干し･梅酒の手作りセットを販売 無くなり次第終了 詳しくはHPで

5月29日 岡崎げんき館(若宮町) ミニ講座､交流会など 多発性筋炎･皮膚筋炎と診断されたかたと家族30人(先着) 4/26～申込

5月30日 食生活改善推進員養成講座(～9/5 全8回) 岡崎げんき館(若宮町) 講義･グループワーク･調理実習 20人(抽選) 2760円 はがき･FAX･市HPで申込 5/8必着

5月30日 図書館交流プラザりぶら 会議室103(康生通) 6/13､27の全3回 各20人(先着) ブックスタートについての講義､実践を行う

5月31日 おかざき農遊館(東阿知和町) 10人(先着) 3000円 5/7～直接･電話申込

5月31日 ｢岡崎市下水道100年の歩み展｣パネルキャラバン(～6/20) 西部地域交流センター やはぎかん(矢作町) これまでの100年を振り返る年表パネルや下水道に関する豆知識を紹介するパネルを展示


	Sheet1

