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仕事終わりに夜の籠田公園で。



9月1日現在の

岡崎市の人口

※（　）内は先月比を表しています。

10月の税金・保険料

納期限 10月31日㈭
納付書は切り離さずに金融機関やコンビニエンス
ストアへ提出してください。ただし、バーコード
が印字されていない納付書はコンビニエンススト
アでは使用できません。

納　税　課　Л23Д6123　Я23Д5970

国保年金課　Л23Д6843　Я27Д1160

医療助成室　Л23Д6841　Я27Д1160

介護保険課　Л23Д6647　Я23Д6520

　男　　196,932 人（－143）
　女　　191,020 人（－70）
　計　　387,952 人（－213）
世帯数　163,877 世帯（－42）

市県民税（3期分）

国民健康保険料（4期分）

後期高齢者医療保険料（4期分）

介護保険料（4期分）

● 夜間納付窓口も利用できます。
10月29日㈫～31日㈭　17時30分～20時
場所／市役所東庁舎1階ロビー

市税・保険料の納付がさらに便利に !
スマホを使ったクレジットカード
納付も利用できます。
右のコードを読み取りアクセスしてください。
※システムの利用には手数料がかかります。

東公園の木製遊具で遊ぼう！
8月26日㈪、東公園の多目的広場に新たな木製
遊具が完成しました。五角形のフリークライミ
ング遊具や回転型のバランス遊具、タワー遊具
など、12種類13基です。登ったり滑ったり、
子どもたちが思い切り体を動かして楽しめます
ので、ぜひ体験してみてください！

今月の1枚

市政だより　おかざき No.1369
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特集
QURUWAで変わる　まちがおもしろくなる

今月のこれ！
・岡崎市公式LINEスタート!
・岡崎城下家康公 秋まつり

パーク＆ネイチャー
スポーツ
パパママ＆ベビー
シニア
ほけんだより
芸術＆文化
まルちアングル・Story・市長室より
お知らせ・相談
街角情報BOX
救急患者のための　救急医療情報

Contents

参加者全員の
①郵便番号　②住所　③氏名（ふりがな）　④電話番号
学生は　⑤学校名　⑥学年も記入

●申込共通項目

10
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ケーブルテレビミクス
チャンネルおかざき121ch

FMおかざき 76.3MHz
こちら、おかざき情報室（763）
月～金曜日　7：45～7：55
月曜日：市役所探訪
火曜日：ＪＡＺＺコレ岡崎
水曜日：コロネットから　など
木曜日：ＬＩＣＣだより　など
金曜日：おでかけ情報

・楽しく遊ぼう！東公園！！
・岡崎はアーチェリーのまち！？

みなさんはアーチェリーというス
ポーツを知っていますか？実は岡崎市は
アーチェリーが盛んなまちなのです。今回
の特集では、アーチェリーのルールなどを
紹介します。

岡崎はアーチェリーのまち！？Pick
up

特 集

※都合により番組内容を変更することがあります。
CATVミクスへの加入は フリーダイアル

0120ひ345739

再放送 10：15～、12：15～、18：45～
※チャンネルおかざきでも7:45から放送します。

広報課　☎23Д6007　Я23Д6950

くいず?
図書カードが当

たる！

ル　マン

10月1日から岡崎市が利用を
開始する情報発信アプリ L I○○

○○に入る言葉はなんでしょう？

応募方法ーはがき（1人1枚）に①答え②郵便番号・住所・氏名・
年齢③市政だよりの感想などを記入し、〒444…8601　広報課へ。
クイズ正解者の中から10人のかたに500円分の図書カードを贈呈
します。

8月1日号の答

10月31日㈭必着

3 OKAZAKI  2019年10月



籠田総門

信濃門

大手門

松葉総門

松
葉
川

大林寺郭堀

菅生川

菅生橋

二の丸

本丸
清海堀

QURUWAで変わる
まちがおもしろくなる

－特集－
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総曲輪

籠田総門籠田総門籠田総門

信濃門信濃門信濃門

大手門大手門大手門

松葉総門松葉総門松葉総門

松
葉
川

松
葉
川

松
葉
川

大林寺郭堀大林寺郭堀大林寺郭堀

菅生川菅生川菅生川

菅生橋菅生橋菅生橋

二の丸二の丸二の丸

本丸本丸本丸
清海堀清海堀清海堀

東海道二十七曲り
門
堀（空堀、水堀）
土塁
川
橋

「総曲輪」ってなぁに？

城の他、城下町一帯も含めて外周を堀や石垣、土塁で囲い込ん
だ城郭構造を「総曲輪」または「総構え」といいます。そのエ
リアを見てみると、ＱＵＲＵＷＡと重なりませんか？

名鉄東岡崎駅

乙川 明
代
橋

桜
城
橋

中
央
緑
道

殿
橋

岡崎城
岡崎公園

りぶら

国道１号

籠田公園

乙川
代
橋橋
代
橋

明
代
橋橋

桜
城
橋

桜
城
橋橋

中
央
緑
道

中
央
緑
道

中
央
緑
道

殿
橋
殿
橋

りぶら 籠田公園

右写真撮影方向

籠田公園から南を見ると、岡崎のまちを緩やかに蛇行する乙川と、それに直
交する緑の軸線に気づきます。ＱＵＲＵＷＡエリアでは高質化された公共空
間をきっかけに、将来の豊かな暮らしと風景が描かれようとしています。

岡崎市民会館上空からの景観 ▶

QURUWAってなぁに？
く　る　わ

　ＱＵＲＵＷＡとは、名鉄東岡崎駅や籠田公園、図書館交流
プラザ・りぶら、岡崎公園、乙川など、中心市街地に点在する
公共空間を結ぶ動線のこと。そのエリアがかつての岡崎城跡の
「総曲輪（そうぐるわ）」と重なること、「Ｑ」の字に見えるこ
とからＱＵＲＵＷＡと名付けています。
　目指すのは市民や来訪者が楽しめるまち、そして市内の他エリ
アと繋

つな
がるまち。今、ＱＵＲＵＷＡエリアが変わりつつあります。

　今回の特集では、ＱＵＲＵＷＡエリアの現状と、その先につい
て紹介します。

都市施設課　Л23Д7421　Я23Д6676
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START
!

将来のまちの姿を描いて、
場所と期間を限定して、実
際にやってみて確かめるこ
とが社会実験です。道路や
河川、公園といった公共空
間では、できることが制限
されています。ＱＵＲＵＷ
Ａエリアでは、人が回遊す
る持続可能なまちの運営を
目指し、豊富な公共空間を
市民や民間のかたが利活用
しやすくなるよう、規制緩
和なども活用し、様々な社
会実験を行っています。

社会実験とは？

QURUWA
歩き

ＱＵＲＵＷＡってどんなとこ？
どんな風にまちづくりが進んでいるの？

ＱＵＲＵＷＡを歩いてみれば、きっとわかるはず。

7月にリニューアルしたばかりの籠田公園は、芝生広場や東海道二十七
曲りの町屋を再現した屋根付き休憩スペースが整えられ、ゆったり過
ごせる空間に。子どもが遊具で遊んでいるのを見守りながら、大人は
休憩スペースでのんびり、なんていかがでしょう？

現在、社会実験で今後の賑
にぎ

わい
づくりを検討中！市民・事業者
により公園内でのキッチンカー
出店や、イベント開催などが行
われています。出店・イベント
開催希望者は、公園緑地課（Л
23Д7406）へ。

～

公園近くのお店で
テイクアウト♪

籠田公園

籠田公園から西に行くと3本の通りがあります。りぶらに繋
つな

がる
これらの道が、例えば道端にベンチがあって、ちょっと座って飲
み物を飲んだりできる空間になったらどうでしょう？この通りで
は、道路という公共空間を活用した未来の日常の実現に向け、随
時社会実験を行っています（現在行っている社会実験については
9ページで）。

康生通り・連尺通り・二七市通り

今回ＱＵＲＵＷＡを歩いてもらうのは市内在住の河合さん一家。
歩いて、見て、感じて、ＱＵＲＵＷＡを体験していただきます。

昨年行われた社会実験の様子

★

★
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▲殿橋テラス Parlor Newport Beach
開催期間／11月24日㈰まで

▲キャンプサイト
開催期間／10月末までの土曜日
申込／おとがワ！ンダーランドホームページで。

▲乙川ナイトマーケット
開催日／第4土曜日

♪

初めに訪れたのは目下建設中の桜城橋。乙川の北
と南を結ぶ公園橋で、橋の上とたもとにある広場
を活用して休憩所や飲食店などを民間事業者が整
備予定。橋の上で風を感じながらちょっと休憩、
なんてことができるようになりますよ。

桜城橋
(さくらのしろばし )

りぶらから伊賀川沿いを南に歩き乙川へ。ここは桜まつりな
どのイベント時には多くの人で賑わうものの、普段はあまり
使われていませんでした。そんな乙川河川敷の使い方ルール
を見直し、水辺活用の楽しみを生み出すべく、「おとがワ！ン
ダーランド」という取り組みを開始。たくさんの人が訪れ、
日常的にも過ごしやすい空間に変わりつつあります。

乙川河川敷－かわまちづくり－
次のページへ♪

令和2年3
月完成予定

～

長さ121.5㍍、横幅16㍍

▲おとがワ！ンダーランド
　ホームページ

橋の表面には額田
地域の木を使用

図書館交流プラザ・りぶら
市民が気軽に集える多機能複合施設。
サイクルシェアがあるので、電動アシ
スト付き自転車でまちに出られます♪

中央緑道（天下の道）
籠田公園へ続く中央緑道は、歩いて
楽しい空間に整備中。四天王像も

ここに設置予定です。

りぶら

乙川河川敷

★
START!

★

★
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GOAL!

◀家康公像
11月2日㈯お披露目予定
の新たな岡崎のシンボ
ル。9.5㍍という日本最大
級の高さと堂々たる姿を
誇る若き日の家康公です。

QURUWAを巡ってみて、色々な
変化に気づきました。オト・リ
バーサイド・テラスや橋の完成な
ど、これから岡崎がどのように変
化していくのか楽しみです。

QURUWA、初めて知りました。
岡崎に住み始めて8年、新しくき
れいになる場所や、古い建物を活
用したお店など、色々変化してい
て岡崎、スゴイなぁ。

オト・リバーサイド・テラス
(名鉄東岡崎駅北東街区 )

▲ホテルロビー

▲岡崎の街が
　一望できる客室

★

GOAL!

★
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都市施設課
主任主査　中川　健太

籠田公園や乙川での市民・事業者による新たな活動など、目に見えて動き籠田公園や乙川での市民・事業者による新たな活動など、目に見えて動き
出しているＱＵＲＵＷＡエリアの公民連携まちづくり。社会実験などによ出しているＱＵＲＵＷＡエリアの公民連携まちづくり。社会実験などによ
り様々な新しい過ごし方、暮らし方が見えてきたところですが、これからり様々な新しい過ごし方、暮らし方が見えてきたところですが、これから
もっともっと動いていきます。もっともっと動いていきます。

銀界拉麺
ラーメンat the table est 2015

（喫茶／教室）

公民連携
まちづくりとは？
行政と民間の互いの長所を活

い

かして、
それぞれ得意な分野を責任をもって受
け持つことで、持続可能でより質の高
いサービスを提供すること。

道路は通るだけのところ？　いいえ、違います。籠田公園の西側、康生通
りと連尺通りでは、沿道と一体となった歩きたくなる通りを目指して、道
路空間を活用する社会実験を行っています。

道路空間を利用した社会実験

QURUWAって
どうなっていくの？
QURUWAって
どうなっていくの？
QURUWAって
どうなっていくの？

東海道二十七曲りに位置するこの通りが目指すのは、「気になる通り」。軒
先スペースなどの歩道空間と空き地を一体的に活用する生活社会実験を実
施中です。

連尺通り

「まち歩きが楽しい通り」を目指し、車道を減らして歩道空間を拡大します。
空き地へのキッチンカーの出店や軒先の利用、休憩スペース（パークレット）の設置など、将来の姿を検証します。
※期間中、車線が 4車線から 2車線へ減少しますので、車で通行する際はご注意ください。

康生通り

籠田公園周辺では空き家や空き店舗をリノベーションしたおしゃれなお店
が増えています。昔から続く老舗と、リノベーションしたお店が共存する
まちの雰囲気を感じながら、ゆったりとした時間を楽しんでみませんか？

リノベーションまちづくり

殿橋の南側（太陽の城跡地）では、ＱＵＲＵＷＡのプロジェクトのひとつ
として、コンベンション施設や飲食店に加え、民間によるホテルを誘致し
ていきます。「まち・ひと・かわを結ぶ交流拠点」が新たに生まれます。

コンベンション、ホテル（太陽の城跡地）

リニューアルした籠田公園でお月見を
しながら、QURUWAエリアの楽しみ
方や暮らし方について参加者同士で話
すトークイベントを開催します。気軽
に参加ください。詳しくは市ホーム
ページで。

QURUWA
ピクニックトーク
in 籠田公園

日時／10月14日㈷　17時～18時30分

商工労政課　Л23Д6210　Я23Д6213

企画課　Л23Д6652　Я23Д6229
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市政情報

News

岡崎市公式LINEスタート!10月1日から
広報課　☎23Д6033

Я23Д6950
　市の公式LINEで、市政だよりをはじめとした様々な市政情報の中
からあなたが欲しい情報をお届けします！

　市公式アカウントのトー
ク画面下に表示されている
メニュー。
　観光サイトや救急医療情
報など、よく使われる便利
なページを集めました。

　市から発信される情報は多
すぎて、欲しい情報を探しづ
らい…。そう感じたことはあ
りませんか？
　受信設定をすることで、年
代や住んでいる地域、興味の
ある分野など、自分に合った
情報を受け取れます。

便利なページに
　　　らくらくアクセス♪

!

他にも…!

 登録方法!

欲しい情報だけが届く！

　LINEの「友達追加」から下の
QRコードまたはID検索で登録

① 友達登録

　選んだ地域やカテゴリに応じて、
自分にぴったりな情報が届きます。

③「欲しい」情報が届く！

　トーク画面の下に表示されている
メニューの「受信設定」から選択

岡崎市　SNS

② 受信したい情報を選択

○岡崎市広報

　岡崎市は様々なSNSで情報
発信しています。

!

イベント
子育て

保健

イベント

イベント

子育て 保健

●QRを読み取る

●ID検索

受信設定をタップ

Twitter facebook Twitter Instagram

（例）

（例）

イベント、暮らしの情報
などを配信！

○岡崎ルネサンス
市内の “インスタ映え”
スポットを写真で紹介！

欲しいものだけ
届くから便利！

@okazaki_city

（画面イメージ）

これ！
今月の今月の
これ！

市からのお知らせやおすすめイベントなどを紹介します。
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岡崎城下家康公秋まつり公開生放送 !!
「ラジオとお出かけ76.3」各所のイベント情報を生中継します。
インターネットでも配信、パソコンやスマートフォンでも聴けます。

会場会場

岡崎公園多目的広場岡崎公園多目的広場

殿橋下流乙川河川敷殿橋下流乙川河川敷

康生地区周辺・東岡崎駅周辺康生地区周辺・東岡崎駅周辺

商工労政課　Л23Д6212　Я23Д6213

会場ごとのイベントの詳細はホームページまたは
10月下旬以降の新聞折り込みをご覧ください。

※内容は変更する場合あり。

※開催の有無は、Л0180Д991100で当日8時から案内しています。（PHS、一部の携帯電話などからはご利用できません。）

■　岡崎アスリートチームと対決！！

■　ステージイベント

●サッカー、アーチェリーなど、
　スポーツイベント盛りだくさん！

●武将隊、エコマンダー、のど自慢大会など。
　みんなでルネがGETできるクイズに参加しよう！

■　わくわく抽選会
●各ブースで参加券配布（数量限定・条件あり）

■　おいしいグルメ、物産販売

水切り3投100円。
的に入れて、乗せて、石製品や豪華景品をゲット！

午前・午後各25人募集、当日会場へ。入賞者には景品あり。
※参加費　大人1,000円、子ども500円

２日

３日

水切りゲーム

岡崎水切り選手権大会

◆石－１GP2019　岡崎水切り石選手権大会
◆ストーンフェスタ岡崎 2019

◆商工フェア

●康生地区／お得な商店街イベント開催、オカザえもんの国内芸術祭2019
●東岡崎駅／家康公像が完成！！　岡崎ジャズストリート2019開催

◆まめ吉ひろば

◆秋空てづくり市
◆岡崎の観光PR
◆公園ひろば

２日のみ

２日のみ

◆消防ひろば
●消防車の走行試乗
●ロープ綱渡り、放水体験

岡崎市健康・食育キャラクター
「まめ吉」登場！

◆農林業祭

（秋まつり本部）

●農林産物及び加工品の即売
●もちつきの実演及びつきたてのおもちの無料配布
●ゆかりのまち長野県佐久市・岐阜県関ヶ原市、
　香川県綾川町の特産品の販売
　（佐久市のりんごは初日に完売することがあります)

◆Bousai Shooting Game
●先着300人
　景品あり

◆公共交通に親しむ日
●バス乗り方教室　　●バス運転手体験

◆上下水道のひろば
●スーパーボールすくい
●重機操縦体験（子ども限定）

●石材コンテスト　●石で遊ぶ

●まめ吉ウオークラリー

◆環境ひろば
●エコマンダーと楽しく学ぼう！

マスコットキャラクター
オカボー

FCマルヤス岡崎

他にもイベント
や

出展がいっぱい
!

◆

◆◆◆◆

くじを引いて素
敵な

景品をGETしよ
う!

東海オンエアの等身大パネルが
大集合するよ！

コレ１枚で
500円分の

お買い物が可能

ステージイベントなどでは、商工フェア内で使用できる
会場内通貨「ルネ」を
ドドーンと、プレゼント
当日使いきれなかった「会場内通貨」は、
後日、市内の協力店でも利用可能（2019年12月末日まで）

1111 2日㈯・3日㈷月 10時～時～16時
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Л52Д9095　Я77Д4511

南公園

日　時
内　容

ハロウィン in 南公園
10月27日㈰　10時～15時（雨天中止）
●ハロウィンの仮装を作ろう　当日先着200人
●スタンプラリー DE トリック・オア・トリート
　当日先着500人
●ハロウィンドキドキダンス♪　14時30分～
●フェイスペイント、ネイルコーナー　※有料

Ю旭堂南鱗講談席
日　時
定　員

Юワンコインコンサート in 巽閣
日　時
定　員
費　用
申　込

巽閣の催し
たつみかく

三河武士のやかた家康館　Л24Д2204　Я24Д2247

10月20日㈰　14時～15時30分
当日先着50人

11月9日㈯　14時
50人（先着）
500円
10月9日㈬10時から電話で。

Л26Д1939　Я24Д2247

日　時
場　所
費　用

岡崎産のお抹茶で霜月を愛でる！5日間

11月の毎週土曜日　10時～16時
城南亭立礼席
一服450円（季節の和菓子付き）

きょくどうなんりん

岡崎公園　イベント

三河武士のやかた家康館　Л24Д2204　Я24Д2247

日　時
場　所
定　員

和太鼓　繋の宴
つながり　うたげ

10月26日㈯　11時～16時
岡崎城二の丸能楽堂
当日先着250人

公園緑地課　Л23Д6399　Я23Д6559

日　時
場　所
内　容

秋季緑化植物展示会　第44回 三河の菊まつり

10月25日㈮～11月3日㈷
三河武士のやかた家康館前
菊の展示・即売。
相談コーナーあり。

Л66Д6031　Я66Д6032

道の駅「藤川宿」

日　時
【両日】

【12日】
【13日】

秋の味覚　ハロウィンフェスタ2019
10月12日㈯・13日㈰　9時～18時
●藤川宿を巡ってハロウィン菓子をもらおう！
　10時～（お菓子が無くなり次第終了）
●ハロウィングッズの出張工作教室
　10時～15時（有料。材料が無くなり次第終了）
●藤川宿ガイドツアー（雨天中止）
　11時～。当日先着15人
●ジャンボかぼちゃの重量当てクイズ
　　　　　　　　　　　　　　　　　など

●JAZZ演奏LIVE（雨天中止）　14時～
●オカザえもんとハロウィンを楽しもう！
　10時～16時
●筆柿の詰め放題　9時～
　（有料。無くなり次第終了）
●カクキュー八丁味

み

噌
そ

「お味噌汁試飲会」
　10時～（無くなり次第終了）

Л46Д4700　Я46Д4701

おかざき農遊館

申　込
Ю秋の植木相談会
日　時
Ю三河おもと名品展
日　時

内　容
Ю秋の洋らん展
日　時

Ю初心者向けタマネギ栽培講習会
日　時
申　込
Юプリザーブドフラワー講座
日　時
費　用
申　込

当日会場へ。

10月19日㈯　9時～15時

10月26日㈯・27日㈰　9時～16時
（27日は15時まで）
当日先着10人に、おもとプレゼント

11月9日㈯・10日㈰　9時～17時
（10日は15時まで）

10月23日㈬　10時30分～11時30分
10月10日㈭から直接または電話で（先着）。

11月26日㈫　10時～11時30分
3,000円
10月18日㈮から直接または電話で（先着）。

賞品
あり

&Park Nature
パーク ネイチャー

市内の公園や体験施設などのイベントを紹介します。

12OKAZAKI  2019年10月

Л45Д5544　Я45Д5891（月曜日定休）

日　時
場　所
持ち物
申　込

干し芋作り
11月16日㈯　9時30分～12時（雨天中止）
管理棟
軍手、長靴
10月22日㈷9時から

持ち物
Ю①お茶畑整備
日　時

Ю②里山保全活動
日　時

ボランティア活動（申込不要・雨天中止）
軍手、長靴

11月13日㈬・27日㈬
9時30分（駐車場集合）～12時

11月23日㈷　9時（管理棟集合）
～12時

その他イベント多数開催！詳しくは右のコードから確認を。

その他の自然体験イベント

日　時
内　容
対　象
費　用
申　込

少年自然の家　手作り竹馬を作ってみよう！

11月16日㈯　9時30時～14時
手作り竹馬、炊き込みご飯作り
小中学生親子10組（抽選）
1人500円
はがきに2ページの申込共通項目を記入し、
〒444…3341　須淵町字屋名平44番地1　少年
自然の家「竹馬を作ってみよう」係へ。11月1
日㈮必着

日　時
対　象
申　込

ドングリきんとんづくり
11月24日㈰　10時～12時
3歳以上親子12組（先着）
10月23日㈬9時から電話で。

Л47Д2357　Я47Д3536

こども自然遊びの森　わんパーク
Л・Я82Д3511（火曜日定休）

Л43Д0123　Я43Д0122

ふれあいドーム岡崎

Юコスモス、枝豆まつり
日　時
費　用
持ち物
申　込

Ю初心者向けタマネギ栽培講習会
日　時
定　員
申　込

10月14日㈷　10時～12時（雨天中止）
枝豆1縛り（30㌢ひも）150円
軍手・園芸用はさみ
当日会場へ。詳しくはＪＡあいち三河
本店（Л55Д2994）へ問い合わせを。

10月23日㈬　13時30分～14時30分
20人（先着）
10月10日㈭から直接または電話で。

ホタル学校（鳥川町）
Л82Д3027　Я82Д3689（月曜日定休）

申　込
Юむらさき麦のホタル籠でクリスマスツリーを作ろう
日　時

Ю巡礼の道トレッキング（約7㌔。雨天中止）
日　時

Ю望遠鏡使い方教室
日　時

Ю秋の星空観望会（曇天中止）
日　時

Юホタル保護活動視察バスツアー（稲沢市）
日　時

10月8日㈫9時から電話で（先着）。

11月3日㈷　9時～12時

11月10日㈰　9時～12時30分

11月16日㈯　16時～17時
※あれば天体望遠鏡

11月16日㈯
18時～20時30分

11月24日㈰　8時45分（市役所西庁舎ロータ
リー集合）～17時
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問い合わせ先
　㈱名古屋グランパスエイトЛ0565Д79Д8880
　（火～土曜日の10時～18時※祝日、ホームゲーム日を除く）
　Ｅメール　hometown@nagoya-grampus-eight.co.jp

Jリーグ市民観戦デー！

豊田スタジアム11月23日㈷　14時

名古屋グランパス

名古屋グランパス サガン鳥栖

スポーツ振興課　Л23Д6363　Я23Д7182

10月5日㈯10時～11月22日㈮に右のコードを
読み取るか、申込フォームから応募登録を。

サガ

Ｊ１リーグ第32節サガン鳥栖戦

チケット30%OFF！！

申　込

①市民バドミントン選手権大会（混合ダブルス）
日　時
場　所
②市民綱引き大会
日　時
場　所
③市民柔道大会
日　時
場　所
④新春五万石マラソン
日　時
場　所

体育協会　スポーツイベント
Л53Д7644　Я54Д7097

詳しくは体育協会へ問い合わせを。
スポーツ振興課（東庁舎2階）、市体育館にある
申込書で。①11月6日㈬②11月24日㈰③11月
15日㈮④12月6日㈮必着

11月24日㈰　9時開会式
市体育館

12月8日㈰　9時受付
市体育館

12月15日㈰　9時開会式
岡崎中央総合公園

令和2年1月3日㈮　9時20分開会式
日名橋下流矢作川河川敷

場　所
対　象
Ю楽しい健康ウオーキング
日　時

費　用
申　込

Ю楽しく運動！週末に全身リフレッシュ！
日　時

費　用
申　込

岡崎げんき館市民会議
保健企画課　Л23Д6807　Я23Д5041

岡崎げんき館1階多目的室
各35人（抽選）

11月15日～12月13日の金曜日
9時20分～11時50分（5回コース）
600円（5回分）
はがき（〒444…8545）、ファクス（Я23Д
5073）に2ページの申込共通項目を記入し、岡
崎げんき館市民会議「ウオーキング教室」係へ。
11月1日㈮必着

11月16日～12月21日の土曜日　10時～11時
50分（6回コース）
1,800円（6回分）
11月1日㈮までに2ページの申込共通項目を電
話（健康づくりリーダー岡崎支部　神谷Л090
Д2595Д9467）またはファクス（岡崎げんき
館市民会議事務局Я23Д5073）で。

詳しくは、岡崎中央総合公園へ問い合わせを。
申　込

Юフラダンス教室
日　時
対　象
Ю1日アーチェリー無料体験会
日　時

対　象
●子ども対象教室
Ю親子ふれあい体操教室（13回コース）
日　時
対　象
Ю親子ヨガ教室（5回コース）
日　時
対　象
Ю子ども運動教室（6回コース）
日　時
対　象
Юキッズダンス教室（15回コース）
日　時

Юチアダンス教室（5回コース）
日　時

対　象

岡崎中央総合公園 Л25Д7887　Я25Д5815

はがき、ファクスに2ページの申込共通項目と
希望教室名・時間を記入し、〒444…0002　
高隆寺町字峠1番地　岡崎中央総合公園へ。10
月20日㈰必着（抽選）

毎週金曜日　11時30分～12時30分
16歳以上

10月27日㈰
10時～12時、13時～15時
小学5年生以上の未経験者

11月～令和2年3月の水曜日　10時～12時
入園前までの乳幼児親子

11月・12月の金曜日　10時～11時
6カ月～3歳児親子

11月・12月の水曜日　18時～19時
小学1～3年生

11月～令和2年3月の土曜日（各45分）
5歳～6歳：14時～、小学校低学年：15時～
小学校高学年：16時～

11月・12月の木曜日
19時～20時
小学3～6年生

スポーツに関する情報をお届けします。
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Л53Д3511　Я53Д3642（月曜日休館）

Л27Д0444　Я27Д0422

Юハロウィンステンドモビール
日　時

費　用
申　込

ЮボンドDE砂絵
日　時
対　象
費　用
申　込

10月5日㈯～31日㈭
※10月15日・23日は休館
1,200円
期間中随時受付（小学3
年生以下は保護者同伴）

10月27日㈰　13時～15時
小学生以下親子12組（先着）
600円（フレーム付）
10月10日㈭10時から電話で。

動物総合センター　あにも
日　時
対　象
内　容
対　象

学校指導課　Л23Д6513　Я23Д6529

11月（詳しくは各小学校から通知あり）
入学予定の小学校
内科、眼科、耳鼻科、歯科検診
平成25年4月2日～平成26年4月1日生まれの子
ども。転居が決まっている場合は、転居先の学校
で受診可（事前に転居前・後の学校まで連絡を）

新小学1年生の入学前健康診断

受　付

対　象

費　用

申　込

こども育成課　Л23Д6330　Я23Д7292

小学1～3年生（先着）＝10月19日㈯　9時～
小学4～6年生（先着）＝10月26日㈯　9時～
※定員に空きのある場合のみ募集。受付開始日
以外は、平日のみ受付
冬休み期間中（12月16日㈪～令和2年1月15日
㈬）の昼間、保護者が就労で留守となる家庭の小
学生※土曜日の利用は、一部の拠点センターのみ
12月分・1月分＝各3,500円
※別料金で7時30分から利用可
こども育成課(福祉会館2階)、各児童育成セン
ターにある申請書（市ホームページから入手
可）に記入し、希望の児童育成センターへ直接

児童育成センター　冬休み入所児童募集

日　時
場　所
対　象
費　用
申　込

保健企画課　Л23Д6807　Я23Д5041

11月17日㈰　10時～12時
岡崎げんき館１階調理実習室
4歳～未就学児親子12組（抽選）
1組300円（子ども1人追加につき150円）
はがき（〒444…8545）、ファクス（Я23Д5073）
に2ページの申込共通項目と子どものアレル
ギーの有無を記入し、岡崎げんき館市民会議事
務局「親子クッキング」係へ。10月24日㈭必着

岡崎げんき館市民会議　親子で楽しいおやつ作り

おかざき世界子ども美術博物館
親子造形センター教室

Юあにまねウオッチ
日　時
内　容
対　象
申　込

Юエッグアート体験
日　時
対　象
申　込

10月20日㈰　14時～14時45分（雨天中止）
動物のマネ遊び、動物観察
幼児15人（先着）
当日13時30分から、動物総合センターあにも1
階受付で。

11月10日㈰　13時30分～14時30分
未就学児親子8組（1組3人まで。抽選）
10月10日㈭～16日㈬に市ホームページ
（電子申請総合窓口）で。

子育て講座子育て講座
詳しくは総合子育て支援センターまで。
Л26Д0706　Я26Д6711

Pickup

定期
開催中！

子ども・子育てに関する情報をお届けします。
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会場・連絡先 日　時カフェ名

あったカフェ ケアプランセンターそら色　☎83Д5514
（担当：デイサービスあおぞら）　

岡崎東病院通所リハビリテーション
☎22Д6616

10月19日㈯
10時～12時虹カフェ

中央地域包括支援センター
☎25Д3199

10月16日㈬
10時～11時30分ホッ・・・カフェ

オレンジカフェ
日向家

アピタ岡崎北店1階フードコート　☎65Д8555
（担当：ひな地域包括支援センター）　 9時30分～11時30分

10月 9 日㈬

日曜喫茶
おいでん

特別養護老人ホーム　アルクオーレ
岡崎六名　☎51Д6541  9 時～11時

10月13日㈰

会場・連絡先 日　時カフェ名

13時～15時
10月 8 日㈫

10時～12時
10月19日㈯大門珈琲

さくら大樹店
介護老人保健施設　さくら大樹
☎28Д3000

13時～16時
10月27日㈰オレンジカフェ

いなぐま
認知症対応型デイサービス
はなれ縁　☎65Д7090

10時～12時
10月28日㈪オレンジカフェ

新居
新居町公民館（担当：真福地域
包括支援センター　☎66Д2667）

13時30分～15時30分
10月20日㈰さわやかカフェ

千姫
グループホーム千姫
☎28Д6200

会場・担当 内　　容日　時

10月23日㈬
10時～12時

11月14日㈭
10時～12時

11月14日㈭
13時30分～15時

対　象
申　込

介護教室・家族の会

交流会は高齢者を介護している家族のかた
前日までに電話で各担当へ。

対　象　認知症のかたと家族、地域のかた　　申　込　当日会場へ。オレンジカフェ

額田の里
担当：額田地域包括支援
センター　☎82Д4370

ひな地域包括支援
センター　☎65Д8555

なのはな苑地域包括支援
センター　☎57Д8087

ロコモティブシンド
ローム

高齢期の栄養、交流会
※参加費1,000円

カルシウムの話と骨の
健康チェック、交流会

言語聴覚士による
誤
ご

嚥
えん

の話、交流会

岡崎東地域
包括支援センター
☎84Д5003

10時～12時
11月 5 日㈫オレンジカフェ

大柳
大柳町公民館（担当：真福地域
包括支援センター　☎66Д2667）

日　時

対　象

その他

高齢者向けインフルエンザの予防接種
生活衛生課　Л23Д5068　Я23Д6621

10月15日㈫～令和2年1月31日㈮（医療機関の
休診日を除く）
昭和29年12月31日以前に出生した接種時に満
65歳以上のかた、または昭和34年12月31日以
前に出生した接種時に満60歳以上65歳未満の
かたで心臓、腎臓、呼吸器などに身体障がい者
手帳1級程度の障がいがあるかた
対象者には、10月中旬までに通知書を郵送。接
種希望のかたは、通知書掲載の医療機関で予約
し接種を※岡崎市・幸田町以外の医療機関で接
種を希望されるかたは、接種前に保健所へ要相談

日　時

場　所
定　員
申　込

認知症サポーター養成講座
認知症の基礎知識・対応方法など

11月9日㈯
①10時～11時30分②13時30分～15時
図書館交流プラザ201会議室
各40人（先着）
10月10日㈭から電話で。

分 5時

オレンジリング
プレゼント

Pickup

日時／11月11日㈪・12日㈫　10時～15時
場所／イオンモール岡崎セントラルコート
内容／認知症予防運動（コグニサイズ）、脳トレ、
　　　クイズ、お口の機能チェックなど

認知症普及啓発
岡崎発!  認知症知ってＱ 当日会場へ。

高齢者向けの教室や介護・医療に
関する情報をお届けします。

長寿課
Л23Д6837　Я23Д6520
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多文化を活かした地域づくりの方法は？
～まざりあって暮らすからできることがある～

11月24日㈰ 10時～12時
福祉会館6階ホール

●申込／10月7日㈪から電話、ファクス、Ｅメール（�oka_sha@m3.
　catvmics.ne.jp）で、2ページの申込共通項目を社会福祉協議会
　「地域福祉講座」係へ。11月13日㈬必着。手話通訳・要約筆記あり
　（要予約）。愛知県立大学准教授　松宮　朝氏

地域福祉講座

社会福祉協議会　ど23ひ8705　Я23ひ8706

先着
120人

講師

人

会場・連絡先 内容日　程 時　間 定員

13時30分～15時30分

10時～12時
13時30分～15時30分

10時～12時

13時30分～15時30分

①
②
③
④
②
④

⑤

④

②

20

30

25

30

20

20

南部地域福祉センター
☎43Д6600

高年者センター岡崎
☎55Д0116

北部地域福祉センター
☎45Д8790

西部地域福祉センター
☎34Д3211

中央地域福祉センター
☎25Д7701

東部地域福祉センター
☎48Д8090

10月23日㈬
11月13日㈬
10月25日㈮
11月 1日㈮
10月30日㈬
11月14日㈭

10月30日㈬

11月 8日㈮

11月 8日㈮

内　容

対　象
持ち物
申　込

きらりシニア塾

①歌って楽しく音楽療法②肩こり知らずになろう
③おいしくお食事～オーラルケア～④整

せい

膚
ふ

で学
ぶ健康術～皮膚をひっぱる健康法～⑤リラック
スやさしいヨガ
65歳以上
室内用シューズ
10月8日㈫9時から前日までに電話で各会場へ（先着）。

講話とストレッチ

時　間
対　象
持ち物
申　込

寺子屋☆脳きらり

①東部市民センター＝10月18日㈮、11月1日㈮・15日㈮
②南部市民センター分館＝10月29日㈫
③図書館交流プラザ会議室103＝10月31日㈭、11月7日㈭

10時～11時30分
65歳以上各30人（先着）
①②は室内用シューズ
①②＝10月7日㈪、③＝10月10日㈭9時から電
話で高年者センター岡崎（Л55Д0116）へ。

認知症予防の脳トレーニング、回想法、ストレッチなど

会場・担当 日　　　時

お元気アップ丸ごと教室
１（運動）　２（栄養）　３（口腔）（6回コース）

北部地域福祉センター
☎45Д8790

12月13日、令和2年1月10日・24日、2月14日・
28日、3月13日の金曜日　10時～12時

中央地域福祉センター
☎25Д7701

12月11日・25日、令和2年1月8日・22日、
2月12日・26日の水曜日　10時～12時

西部地域福祉センター
☎34Д3211

12月12日・26日、令和2年1月9日・23日、
2月13日・27の木曜日　13時30分～15時30分

高年者センター岡崎
☎55Д0116

12月6日・20日、令和2年1月17日・31日、
2月21日、3月6日の金曜日　10時～12時

東部地域福祉センター
☎48Д8090

12月17日、令和2年1月7日・21日、2月4日・
18日、3月3日の火曜日　10時～12時

12月10日・24日、令和2年1月21日・28日、
2月11日・25日の火曜日　10時～12時

戸崎神明宮　社務所
担当：十坪ジム
☎090Д1746Д8340

対　象
申　込

65歳以上各20人（先着）
10月8日㈫から電話で各担当へ。

日　時
場　所
対　象
申　込

10月15日㈫　10時～12時
東庁舎7階701
認知症のかたを介護しているかた
当日会場へ。

認知症介護家族交流会 情報交換など

日　時
対　象
申　込

11月11日㈪　10時～11時30分
60歳以上50人（先着）
10月9日㈬9時から直接または電
話で。

高年者センター岡崎
エンジョーイ　太極拳!!

ワン　　　　　　　　　ツー　　　　　　　　　スリー こうくう

Л55Д0116　Я55Д0156
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生活衛生課　Л23Д6187　Я23Д6621

▶薬は用法・用量、使用期間、使用上の注意を守り、
　正しく使用しましょう。
▶薬は小児などの手の届かないところで保管しましょう。
▶病院・薬局へ行く時はお薬手帳を持参しましょう。
▶身近で相談しやすい薬局を「かかりつけ薬局」として活用しましょう。
▶薬を買う時や薬について不明な点がある時、薬を使用して異常を感じた
　時は、医師・薬剤師などの専門家に相談しましょう。

薬を正しく使用したにもかかわ
らず、副作用により一定の健康
被害が生じた場合
は、医療費などを
受給できる医薬品
副作用被害救済制
度があります。

薬を正しく使用しましょう

ゆあさ流！げんき塾　第4期募集 岡崎げんき館　☎21ひ7733　Я 21ひ7738

岡崎げんき館
岡崎げんき館利用者番号を事前取得後、往復はがき
（1人1枚）に2ページの申込共通項目と①希望教室②
利用者番号③年齢・性別④電話番号を記入し、〒444
…0014　若宮町2丁目1番地1　岡崎げんき館「げん
き塾」係へ。11月15日㈮消印有効。抽選。参加費は
事前に一括納入（原則返金不可）。詳しくは、館内に
あるチラシやホームページ、電話で確認を。

ば

ほシェイプ＆ボディメイク教室
1月9日～3月26日の木曜日　13時～14時

6,120円（12回）
30人

ノルディックウオーキング
1月10日～3月27日の金曜日　13時～14時30分

6,120円（12回）
30人

シニアリフレッシュ教室（60歳以上）
1月10日～3月27日の金曜日　13時～14時

6,120円（12回）
20人

らくらくアクア
1月6日～3月30日の月曜日　13時～14時

5,100円（10回）
45人

教室名・日時 参加費・定員

歯周疾患健診
岡崎歯科医師会（岡崎歯科総合センター）　
☎21ひ8117　Я 21ひ8148（聴覚障がい者専用）

歯周疾患健診実施歯科医院（岡崎市・幸田町）
口
こう

腔
くう

内検査、簡易歯周ポケット測定、歯みがき指導、
レントゲン撮影（40・50・60・70歳のかた）
※オプション（1,000円）：口腔がん検診（岡崎歯科総
合センターで50・60歳のかたのみ）
16歳以上（受診は1年度1回）
歯周疾患健診受診券・お使いの歯ブラシ
各歯科医院へ予約。受診券の交付は岡崎歯科総合セ
ンター（月～金曜日　9時～12時、13時～16時）へ
電話で。

ば

な

た

も

ほ

保健企画課　☎23ひ6807　Я 23ひ5041
10月29日㈫　9時20分～13時
大平市民センター
簡単な運動・調理実習
24人（抽選）
650円
直接またははがき（〒444…8545）、ファクス（Я23
Д5073）に2ページの申込共通項目を記入し、岡崎
げんき館市民会議事務局「地域ふれあい健康教室」
係へ。10月15日㈫必着

Ψ

ば

な

Λ

Ъ

ほ

岡崎げんき館市民会議
地域ふれあい健康教室

：日時に ：場所ば ：主な内容な

：講師こ ：対象た ：定員て

：費用り ：持ち物も ：申込方法ほほけんだよりほけんだより
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◆10月7日㈪～9日㈬ 10時～15時

◆10月30日㈬～11月7日㈭ 9時～21時

イオンモール岡崎1階セントラルコート

※月曜日は除く岡崎げんき館1階ギャラリー

～知ろう!! 乳がんのこと～

ピンクリボンピンクリボン
キャンペーンキャンペーン

「女性のがん」パネル展

健康増進課　Л23Д6639　Я23Д5071

生活衛生課
Л23Д6714　Я23Д6621

接種忘れはありませんか？
（子どもの定期予防接種）

　子どもの定期予防接種は、種類により接種期限が
異なります。市では、接種対象期間になる頃に予防
接種券を随時送付していますので、内容を確認のう
え早めに接種しましょう

※接種対象期間に入っても接種券が届かない場合は
連絡を。各予防接種の詳細につい
　ては、市ホームページで確認を。

骨髄バンクにご協力ください
生活衛生課　☎23ひ6187　Я 23ひ6621
　4月から骨髄提供したドナーに対する補助金制度を始
めました。ドナーは1日2万円（最大7日）、ドナーが勤務
する事業所は1日1万円（最大7日）です。一人でも多くの
移植を必要とする患者さんを救うため、ドナー登録にご
協力をお願いします。

食中毒にご用心！
生活衛生課　☎23ひ6068　Я 23ひ6621
　アニサキスは、サバやカツオ、イカなどに寄生する体
長約2㌢の糸状で半透明白色の寄生虫です。生で食べる
と激しい腹痛を伴う急性胃腸炎になることがあります。
新鮮な魚を選び、目視で虫を除去するか、加熱または冷
凍するなどして食べましょう。

健康増進課　☎23ひ6180　Я 23ひ5071

難病療養相談会
SLEとともに暮らす

11月13日㈬　14時～16時（受付13時45分～）
岡崎げんき館3階講堂
全身性エリテマトーデス（SLE）と診断されたかた
と家族、支援者
50人（先着）
10月7日㈪から2ページの申込共通項目を電話または
ファクスで。

Ψ

ば

Θ

Λ

ほ

健康増進課　☎23ひ6715　Я 23ひ5071

こころの健康講座
発達障がいの理解と対応について

11月26日㈫　14時～15時30分（受付13時45分～）
岡崎げんき館1階多目的室
60人（先着）
10月15日㈫から2ページの申込共通項目を電話また
はファクスで。

Ψ

ば

Λ

ほ

減塩大作戦! ～めざせ8g減塩プロジェクト～

Pickup

健康増進課　☎23ひ6962　Я 23ひ5071

11月15日㈮　10時～13時
岡崎げんき館1階調理実習室
講話、グループワーク、調理実習
30人（抽選）
1人500円
直接またははがき（〒444…8545）、ファクスに2ページの申込共
通項目と年齢（参加者全員）を記入し、「健康料理教室」係へ。
市ホームページ（電子申請総合窓口）から申込可。10月28日㈪必着

Ψ

ば

な

Λ

Ъ

ほ

健康料理教室

Health Information
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関連イベント
※市内小中学生、市内在住の65歳以上のかた、各種障がい者手帳所持者と介助者は無料
※展覧会限定フリーパス「Limi-pass（リミパス）」は750円

開館時間：10時～17時（入館は16時30分まで）
休 館 日：月曜日（10月14日㈷・11月4日㉁は開館）、10月15日㈫、11月5日㈫
観 覧 料：一般500円、小中学生250円

9月28日㈯－11月10日㈰

高隆寺町峠１番地　岡崎中央総合公園内
☎28Д5000　FAX28Д5005

秋
景
山
水
図
并
句
（
鶴
田
卓
池
画
賛
、
岡
崎
市
美
術
博
物
館
）

鶴田卓池と三河の俳諧
－蕉風俳諧の系譜

❶ 江戸時代前期の岡崎の俳諧
　  ― 岡崎と蕉風 ―
　 講演日／10月5日㈯
　 講　師／服部 直子氏
　　　　　　（愛知県立大学 非常勤講師）

●時間／14時（当日13時30分から整理券配布・開場）
●場所／1階セミナールーム　　　●定員／各70人（聴講無料、先着）

❷ 暁台・士朗と卓池について
　 講演日／10月12日㈯
　 講　師／寺島 徹氏
　　　　　　（金城学院大学 教授）

❸ 俳人 卓池の人と作品
　  ― 俳と画と旅 ―
　 講演日／10月27日㈰
　 講　師／加藤 定彦氏
　　　　　　（立教大学 名誉教授）

●日時／10月6日㈰・20日㈰　14時
●場所／1階展示室（当日の観覧券が必要）ギャラリートーク

講演会

日　時

旧本多忠次邸　野草の会　野の花をいける
Л・Я23Д5015（月曜日休館）

11月3日㈷・4日㉁　10時～16時30分（4日は
15時30分まで）

日　時
定　員
費　用
申　込

せきれいホール　Л25Д0511　Я25Д0512

11月13日㈬　9時30分～12時30分　
30人（先着）
500円
10月10日㈭10時から電話で。

文化財移動教室　中期 社会教育課　Л23Д6177　Я23Д6643

① 10月25日㈮ 絵馬奉納から
　　　くらしを読み解く

市役所－金蓮寺（西尾市）－瀬門神社（西尾市）：昼食、見学－
渭信寺－六所神社－市役所

② 10月30日㈬ 北部の城館遺跡を訪ねて
－様々な戦国社会を探ろう－

市役所－井田城跡－岩津城跡－奥殿陣屋：昼食－細川城跡－市役所

ぜまんぢょうがっこう

こんれん　　　　　　　　　　　　　せ　もん

い　しん

やつるぎ

みょうげん　　　　ちょうえん

■時間／8時45分（市役所集合）～17時　　■対象／小学生以上（小学生は保護者同伴）
■申込／はがき、ファクスに2ページの申込共通項目と希望番号、年齢を記入し、〒444…8601　社会教育課
　　　　「文化財移動教室（中期）」係へ。①10月11日㈮ ②10月16日㈬ ③10月23日㈬ ④11月5日㈫必着

③ 11月6日㈬ 額田の文化財巡り－乙川編－ ④ 11月19日㈫ 西三河の墓所を巡る
市役所－大川神明宮の舞台－寺野の大クス・夏山の大スギ・夏山
八幡宮－千万町楽校の山里アート展：昼食、見学－千万町神楽と
八剱神社－乙川水源巴山と三川分流碑－市役所

市役所－源空寺－松應寺－大樹寺－奥殿陣屋：昼食、見学－
妙源寺－長圓寺（西尾市）－本光寺（幸田町）－市役所

共通

28人
（抽選）

20人
（抽選）

20人
（抽選）

28人
（抽選）

せきれい文化講座　歴史教室「古街道と明大寺」　

芸術＆文化展覧会やコンサート・催しなどに関する情報をお届けします。
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文化振興課　Л23Д6976　Я23Д6343

Л53Д3511　Я53Д3642（月曜日休館）

〝みる〟と〝つくる〟をつなげる

11月2日（土）～17日（日） 11時～18時　期間

図書館交流プラザ2・3階、岡崎シビコ2階、名鉄東岡崎駅3階、美術館本館1階外壁

会場（美術館は除く）でアンケートに
ご協力いただいたかたに、オカザえも
んのオリジナルシールをプレゼント。
※なくなり次第終了

休場日／6日㈬・13日㈬
※美術館は4日㉁・11日㈪のみ休場

会場

会場の監視
ボランティア
スタッフ募集

須田真弘（美術家）
・アートワークショップ
　「オカザえもんと音楽にあわせて絵を描こう2019」「オカザえもんのコロコロ工作」
　「オカザえもんと人物画を描こう2019」の参加者が制作した作品の展示
・現代美術作家5人の作品展　　　・オカザえもんの軌跡展

詳しくは岡崎アートコミュニティ推進協議会　鈴木（Л090Д
3930Д5516　�msg@kcf.biglobe.ne.jp）へ問い合わせを。

●期間／10月29日㈫～12月15日㈰　9時～17時
●場所／おかざき世界子ども美術博物館
オカザえもんが選んだ世界の子どもたちの絵をコメント付きで紹介

オカザ
えもん

の

国内芸
術祭20

19

パート
ナーシ

ップ

事業で
ござる

世界の子どもたちの絵　世界の子どもたちの絵　オカザえもんのこの一枚オカザえもんのこの一枚

オカザえもんの国内芸術祭2019オカザえもんの国内芸術祭2019オカザえもんの国内芸術祭2019

日　時
場　所
定　員
申　込

歴史まちづくりシンポジウム
郷土食の八丁味噌造りにみる歴史的な風情を磨く
まちづくりデザイン課　Л23Д6522　Я23Д7967

日　時
内　容

登録有形文化財特別公開2019
社会教育課　Л23Д6177　Я23Д6643

11月9日㈯※公開時間は建物により異なる
市内の国登録有形文化財建造物（八丁味

み

噌
そ

本社
事務所、旧本多忠次邸など）の特別公開。事前
予約が必要な場合あり。詳しくは
市ホームページで確認を。

11月17日㈰　13時30分～16時30分（13時開場）
図書館交流プラザりぶらホール
250人（先着）
10月15日㈫～11月8日㈮に2ページの申込共通
項目と年齢、性別を記入し、ファクス（Я21
Д8202）またはＥメール（�info@221ent.com）
で。市ホームページ（電子申請総合窓口）から申
込可

第72回　岡崎市芸術祭（11月分）
文化振興課　Л23Д6975　Я23Д6343

Ю美術館　※最終日は早めに終了
●竜城写真展／11月12日㈫～17日㈰　10時～17時30
分●二科三河グループ展／11月13日㈬～17日㈰　10
時～18時●ハートフルっ子展　特別支援学校合同作
品展／11月20日㈬～24日㈰　10時～18時●北杜会展
／11月20日㈬～24日㈰　10時～18時

Ю市民会館
●加藤健一事務所公演「パパ、I LOVE YOU！」／11
月9日㈯　18時～20時30分●岡崎大正琴連盟演奏会
／11月23日㈷　12時30分～15時30分

Юその他　※最終日は早めに終了する場合あり
●市民茶会／11月3日㈷　9時～15時。城南亭●ＭＯＡ
美術館　岡崎児童作品展／11月9日㈯・10日㈰　9時
～18時。東部地域交流センター●塩の道俳句会俳句
大会／11月17日㈰　13時～17時。南部市民センター
分館。1,000円●マンドリンの調べ～秋のコンサート
／11月19日㈫　14時～16時。シビックセンターコロ
ネット●吟剣詩舞道大会／11月23日㈷　10時～16時。
せきれいホール●白士会地元作家展／11月26日㈫～
12月1日㈰　10時～18時。彩雲堂画廊

Art & Culture
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8月24日㈯

2019年全国ふるさと甲子園で
3部門受賞！

何匹つかまえられたかな？
～乙川でアユをつかもう！～

8月25日㈰

憧れのＶリーガーと一緒に
～東レバレーボール教室～

8月6日㈫

※この記事は岡崎東高校2年の浅井萌花さん
　がインターンシップで担当しました。

8月18日㈰

大河ドラマ「いだてん」
トークツアーin愛知県岡崎市

ばなし

ア
ン グ ル

まルち

市内のできごとを写真で紹介
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岡崎市長

内田　康宏

　ＡＩ（人工知能）やＩｏＴ（もののインターネット）といった先進技術に関する話題を日常
的に耳にするようになりました。本市においてもそれらの先進技術や官民が保有する各分野の
データを活用した「スマートなまちづくり」に取り組んでいます。
　その第一歩となる取り組みとして、8月に開催した花火大会で、㈱デンソーとNEC㈱の協力の
下、殿橋周辺や名鉄東岡崎駅構内における人の流れを3次元赤外線センサーやカメラ映像を利用
して分析しました。それらによって　“見える化”　したデータを今後のイベントにおける安全性向
上や警備体制づくりなどに活用していきます。
　他にもNTT西日本㈱との連携により、市街地の駐車場情報をリアルタイムで確認できる仕組み
づくりに取り組むなど、様々な分野において先進技術や可視化したデータの利活用を進めること

で、まちの課題解決や魅力の向上、都市機能の効率化などに繋
つな

げていきたいと考えています。

スマートなまちづくり
市長室より

from mayor

Dream City

 O
ka

za
ki

夢ある新しい
おかざき

※この記事は、2人の大学生がインターンシップで担当しました。

名古屋市立大学3年
名倉 舞衣さん

愛知大学3年
鶴田 百代さん

外国人の情報源、「おかざきニュース」の編集長。
28年間休まず発行中！

山本　純子さん

編集は生きがい。常に前向きで笑顔がピカイチ！
◆やまもと　すみこ さん

SStory
わたし物語
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1010月7日（月（月）～）～
広報課（東庁舎4階）、
市政情報コーナー（西庁舎1階）、各支所
※民間での販売も行います。
　詳しくは市ホームページで確認を。

©R.S.H/RUNE

販売開始後
1週間は

H/RUNE©R.S

広報課　Л23Д6600　Я23Д6950

内藤ルネバージョン

①11月16日㈯　②12月１日㈰

①wagamama house（八幡町）
②マルタ園（駒立町）

10時～16時（2回コース）

■対象／10代～40代のかた20人（選考）
■費用／1,000円（12月1日のみ）
■申込／10月20日㈰までに特設ホームページ
　　　　から申込

岡崎カメラがっこう
ローカルフォトツアー

広報課　Л23Д6600　Я23Д6950

場所

カメラの使い方を学び、取材と撮影を実践

東部市民センター市民講座
Л・Я48Д2922

Ю共　通
Ъ 2,000円（5回分）
Ж 10月18日㈮までに直接または電
話で（抽選）。

Ю茶道入門
Ψ 10月29日、11月12日・19日・26
日、12月3日の火曜日　10時～
11時30分（5回コース）

Λ 10人
Ю手作りパン講座
Ψ 10月30日、11月27日、12月25
日、令和2年1月22日、2月26日
の水曜日　13時30分～16時（5
回コース）

Λ 20人

りぶらまつり2019
市民活動センター Л23Д3114

Я23Д3142
Ψ 11月9日㈯・10日㈰　10時～16時
Φ 移動販売車やブース展示、ステー
ジ発表など※オープニングセレモ
ニー／9日　10時～10時30分

Юボランティア募集
Ж 10月13日㈰までに電話で。

福祉の村　友愛の家
障がいのあるかたのための講座

Л21Д8077　Я64Д7999
Ю共　通
Ж 10月8日㈫9時から直接または電
話、ファクスで（先着）※支援者
の参加可

Юクリスマスを飾る寄せ植え
Ψ 10月29日㈫　10時～12時
Θ 18歳以上12人
Ъ 1,250円
Ю和凧

だこ

作り体験
Ψ 10月29日㈫～31日㈭　13時～15時
Θ 18歳以上10人
Ъ 750円
Юシミを消したい！修正メイク
Ψ 10月30日㈬　10時～12時
Θ 18歳以上15人
Ъ 50円
Юおやつクッキング～秋はやっぱりおいもスイーツ～
Ψ 10月31日㈭　13時～15時
Бこども発達センター
Θ高校生以上10人
Ъ 550円
Ю災害時障がい者を救助するために
Ψ 11月3日㈷　10時～12時
Θ小学生以上20人
　※支援者向け
Ъ 50円

第66回理科作品展
第46回技術・家庭科作品展

学校指導課　Л23Д6877
Я23Д6529

Ψ 10月12日㈯
▶理科作品展／9時～15時。自然科
学研究機構　岡崎コンファレンス
センター（明大寺町）

▶技術・家庭科作品展／10時30分～
15時。竜美丘会館

Φ 小中学生の作品展示・発表会、サ
イエンスショー、技能コンテスト
など。

保育士就労支援セミナー
保育課　Л23Д6454　Я23Д6540
Ψ 11月15日㈮　9時15分～12時
Б東庁舎7階701
Θ 保育士の有資格者で就労に関心の
あるかた

Ж 10月25日㈮までに電話で※託児
あり（要予約）。

●マーク説明 ：日時　　　：場所　　　：内容　　　：講師　　　：対象　　　：定員　　　：費用　　　：持ち物　　　：申込方法Ψ　　　　　Б　　　　　Φ　　　　　Γ　　　　　Θ　　　　　Λ　　　　　Ъ　　　　　Ч　　　　　　Ж
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10月7日（月）～

Л72Д5111　Я72Д5110

○○の秋　大集合！
まるまる

シビック

10月19日㈯
10時30分～15時
シビックセンター
交流広場、館内

つくる？きく？たべる？
秋フェス

2019

※雨天時は一部内容変更
詳しくはホームページをご覧ください。

●交流広場
・特設ステージ
ダンスパフォーマンス、
ジャズコンサート　など

・ワークショップ
シャカシャカマラカスを
作ろう！

クイズにチャレンジ！
シビックアドベンチャー

●館　内
写真立てをデコレーション！
※チェキ撮影付き

トイレットペーパーの芯で
ロケットを作ろう！　など

ほかにも
楽しいことが
いっぱい！先着50人。200円

先着150人

先着150人
先着200人

シ ン！

スを

平成30年度
愛知県知事賞受賞作

少年・幼年消防クラブ員
防火作品展

消防本部予防課　Л21Д9859
Я21Д9821

Ψ 幼年：10月10日㈭～14日㈷
　 少年：11月28日㈭～12月10日㈫
Б 図書館交流プラザ
Φ 小学5・6年生、中学生の防火作品
展入賞作品（ポスター、習字）及び
園児の防火に関する図画を展示

シネマ・ド・りぶら「終着駅」上映会
市民活動センター　Л23Д3114

Я23Д3142
Ψ 10月17日㈭
　①10時30分②14時③18時30分
Б図書館交流プラザりぶらホール
Λ各回当日先着280 人
Ж 託児（500円、①②のみ）の申し
込みは10月10日㈭までに電話で。

第56回　造形おかざきっ子展
学校指導課　Л23Д6772

Я23Д6529
Ψ 10月19日㈯　9時（オープニング
セレモニー）・20日㈰

Б美術博物館野外（高隆寺町）
　 ※昨年度までの、おかざき世界子
ども美術博物館野外から変更

Φ 市内小中学生・認定こども園児に
よる造形作品35,000点を展示

愛知病院　地域緩和ケアセンター
キャンサーカフェ、レディースカフェ

Л21Д6251　Я21Д6467
Ψ ①10月11日㈮②10月25日㈮　9
時30分～11時30分

Φがん患者と家族の交流の場
Θ①がん患者と家族②女性のがん患者
Ж当日会場へ。

2019岡崎城下家康公秋まつり　商工フェア
岡崎大好き！みんなの！のど自慢
大会出場者募集
商工フェア実行委員会（商工労政課内）

Л23Д6212　Я23Д6213
Ψ 予選／10月20日㈰　9時30分～

13時
Б暮らしの杜

もり

葵ホール（羽根町）
Φ 11月3日㈷の商工フェア特設ス
テージで行うのど自慢大会の予選会

Ж 詳しくはホームページで確認を。
10月11日㈮必着※応募

　多数の場合は書類選考

南部地域交流センター
よりなん感謝祭

Л59Д3600　 Я54Д3700
Ψ 10月27日㈰　10時～15時
Φ ステージ発表、作品展示、手作り
品の販売など

Event & Lectures
催し・講座

市ホームページ（電子申請
総合窓口）から申込可 Information
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●催し・講座…P24

●募　集………P30

●暮らし………P31

●相　談………P33

お知らせ
市政だよりでは要点のみを掲載しています。
詳しい内容は、各担当課・各施設・ホームページなどで
ご確認ください。



超伝導・極低温の世界や
磁石の不思議を体験してみよう!

実行委員会事務局（商工労政課内）　Л23Д6287　Я23Д6213

無料シャトルバス
名鉄東岡崎駅
パークアンドライド駐車場（下記①～③）

パークアンドライド駐車場
①アイシン・エィ・ダブリュ岡崎工場（岡町）
　※おかざき世界子ども美術博物館前 

②花園工業団地（恵田町）
③三菱自動車工業岡崎製作所（橋目町）

※会場周辺の駐車場は大変混雑するため、
　無料シャトルバスをご利用ください。

自動車メーカー／ディーラーの出展
最新技術展示、車両展示、試乗など

レッドサラマンダー、はしご車など 詳しくは、
市ホームページで。

はたらく車展示

岡崎中央総合公園
10時～15時30分11月9日㈯

入場
無料

ラリー走行イベント
＆ トークショー フリーアナウンサー

安東弘樹さん

エヴァンゲリオンレーシング
レースクイーン2019
レイ役　橘  香恋さん

©Khara

「Central Rally A
ichi/Gifu2019」の

コース（SS）をラリー
カーが走る！

リサイクルプラザ内ガラス工房・葵
ガラス工芸講座募集

ごみ対策課　Л22Д1153
Я25Д8153

Ю①～④共通
Ж 開催月の前々月16日～前月15日
までに直接リサイクルプラザ内ガ
ラス工房葵へ（先着。土・日曜
日、祝日を除く。9時～16時）。

　①吹きガラス（開放利用）
Ψ 12月～令和2年2月の月曜日また
は水曜日（祝日は除く）　9時～12
時、13時～16時　

Θ 吹きガラスを1人でできる15歳以
上各6人

Ъ 3,000円
　②フュージング教室
Ψ 12月6日、令和2年2月7日の金曜
日　9時～16時

Φ ガラスを重ねて溶かしアクセサ
リーや箸置きなどを作る

Λ 各10人（小学生以下は保護者同
伴）

Ъ 3,000円

　③パート・ド・ヴェール
Ψ 令和2年1月10日、3月6日の金曜
日　9時～16時

Φ電気炉で型ガラス作品を作る
Λ各6人（小学生以下は保護者同伴）
Ъ 3,000円

　④サンドブラスト
Ψ 12月～令和2年2月の月曜日～木
曜日　9時～12時、13時～16時

Φ ガラス容器に自分で図柄を描く
（小学生以下は保護者同伴）
Ъ 1時間1,000円

Ю⑤⑥吹きガラス一日体験共通
Θ 15歳以上各6人（抽選）
Ъ 1,500円
Ж 往復はがき（1家族1枚）に2ペー
ジの申込共通項目と希望日時を記
入し、〒444…0002　高隆寺町字
阿世保5番地　リサイクルプラザ
「吹きガラス一日体験」係へ。

　⑤クリスマスカラーのグラスを作ろう！
Ψ 11月22日㈮  9時～12時、13時～

16時
Ж 10月22日㈷必着

　⑥新年を彩るうつわを作ろう！
Ψ 12月20日㈮　9時～12時、13時～

16時
Φコップまたは小鉢を作る
Ж 11月18日㈪必着

ЮHOT！なガラスでクリスマスツリーを作ろう！
Ψ 11月4日㉁　9時～12時、13時～

16時
Θ 小学4～6年生各12人（抽選。保
護者同伴）

Ъ 1,500円
Ж はがき（1家族1枚）に2ページの
申込共通項目と希望時間を記入
し、〒444…0002　高隆寺町字
阿世保5番地　リサイクルプラザ
「こどもガラス体験」係へ。10月
15日㈫必着

Event & Lectures
催し・講座

Information
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乙川リバーフロント推進課　Л23Д6982　Я23Д6983

乙川リバーフロント地区のまちの主要回遊動線「QURUWA」
の軸となる「桜城橋」工事見学会を開催します。桜城橋に実際
に使用する額田地区の木材に、未来のあなたに向けたメッセー
ジを書きませんか？

●場所／桜城橋北側現場事務所（唐沢町1丁目28番地）
●定員／工事見学会：各回30人（先着）
　　　　書きこみ体験：記入スペースがなくなり次第終了
　　　　　　　　　　　※小学生以下は保護者同伴

11月2日㈯　10時～15時
工事見学会：10時30分～14時30分（30分ごとに開催）

当日
会場へ

岡崎げんき館 １階多目的室

本多光太郎生誕150周年記念

会　場

12月1日㈰ ①10時　②13時30分（各120分）

広報課　Л23Д6600　Я23Д6950

超伝導・極低温の世界や
磁石の不思議を体験してみよう!

低温と磁石のふしぎ

■対象／小学4～6年生　各60人（抽選）
　　　　※子ども1人につき保護者1人まで
■申込／はがき、ファクス（Я55Д8764）に2ページの申込

共通項目、希望時間を記入し、〒444…8691　羽
根町字若宮30番地1　株式会社エフエム岡崎「科
学教室」係へ。申込フォームから

　　　　申込可。11月1日㈮必着

超伝導・極低温の世界や
磁石の不思議を体験してみよう!桜城橋工事見学会

さくらのしろばし

保育士就労セミナー
若手保育士との意見交換・相談会
保育課　Л23Д7230　Я23Д6540
Ψ 10月26日㈯　10時～12時（入退
場自由）　

Б 福祉会館6階大ホール
Θ 保育士として働くことに興味があ
るかた

Ж 当日会場へ。詳しくは、市ホーム
ページで確認を。

ボランティア養成講座
中央図書館　Л23Д3115

Я23Д3165
Ψ 11月12日、11月26日、12月10日
の火曜日　13時30分～15時30分
（全3回）
Б 図書館交流プラザ会議室103
Λ 20人（先着）
Φ 赤ちゃんに読み聞かせをしながら
絵本を手渡す「ブックスタート」事
業を実施するためのボランティア

Ж 10月7日㈪9時から直接または電
話で。図書館
ホームページ
から申込可

動物総合センター　あにも
Л27Д0444　Я 27Д0422

Юどうぶつとなかよくなろう！ニホンザル編
Ψ 11月16日㈯　13時30分～15時30分
Θ 小学生親子6組（1組3人まで。抽選）
Ж 10月10日㈭～16日㈬に市ホーム
ページ（電子申請総合窓口）で。

　❶❷共通
Ъ 500円
Ж ①10月10日㈭②11月14日㈭③12
月12日㈭9時から電話で（先着）。

Ю❶パピースクール（子犬の社会化。犬同伴）
Ψ ①11月3日㈷②12月7日㈯③令和

2年1月11日㈯　10時～11時30分
Θ 5種以上の混合ワクチンが1回以
上済んでいる8カ月未満（受講時）
の子犬を飼っているかた

Λ各5組
Ю❷しつけ相談（犬同伴）
Ψ ①11月23日㈷②12月21日㈯③令和2年

1月18日㈯　10時～12時、14時～16時
Φ 1組20分
Λ各8組
Ю事前講習会（犬を飼う心構え）
Ψ ①11月14日㈭②12月14日㈯③令和2
年1月12日㈰　13時30分～14時30分

Θ 動物総合センターから犬を譲り受
けたいかた、これから犬を飼う予
定のかた（未就学児同伴不可）

Ж直接または電話で。

国際交流協会（OIA）
Л23Д6644　Я23Д6667

Ю共　通
Λ各20人（抽選）
Ж はがきに2ページの申込共通項目
と希望の講座名を記入し、〒444
…8601　国際課内国際交流協会
へ。10月30日㈬必着

Юプレスクール・サポーター養成講座
Ψ 11月17日㈰　14時～16時
Бりぶら国際交流センター
Юイタリア料理講座
Ψ 11月24日㈰　11時～13時30分
Б図書館交流プラザ
Ъ 3,000円（OIA会員は2,500円）

せきれいホール
エッグアート教室「クリスマス2」

Л25Д0511　Я25Д0512
Ψ 11月14日㈭　10時～12時
Λ 18人（先着）
Ъ 2,300円～
Ж 10月7日㈪10時から電話で。

●マーク説明 ：日時　　　：場所　　　：内容　　　：講師　　　：対象　　　：定員　　　：費用　　　：持ち物　　　：申込方法Ψ　　　　　Б　　　　　Φ　　　　　Γ　　　　　Θ　　　　　Λ　　　　　Ъ　　　　　Ч　　　　　　Ж
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地方創生から考える地方産業 

10月18日㈮ 15時～16時30分　セレモニー
16時45分～18時15分　記念対談

岡崎市民会館　あおいホール

～全国に広がるビズモデルの可能性～ 
葵大橋東側河川緑地
仁木会館
天神橋の南下
堤下公園
大門水郷公園
大門児童遊園
憩の広場（日名神明宮西側）
諏訪神社
諏訪公園
八帖公園
美矢井橋河川緑地駐車場
大聖寺河原運動場
北野バス停東矢作川入口
水辺の楽校広場（日名橋南・舳越町）
水辺の楽校公園(矢作橋の北)
渡運動広場（渡橋の北）

10月27日㈰
10月13日㈰

10月27日㈰

10月20日㈰

10月27日㈰

7時30分
8時30分

7時30分

8時

7時30分

細　　　川

岩　　　津

大　　　門

広　　　幡

連　　　尺

六ツ美中部
六ツ美西部
北　　　野
矢　作　北
矢　作　東
矢　作　南

学　区 開 催 日 開催時間集　合　場　所

川と海のクリーン大作戦に参加しよう（雨天中止）

Ч ゴミ回収袋（指定袋以外も可）・
軍手など※回収したゴミは集合場
所で「可燃」と「不燃」に分別を。
詳しくは、町内回覧で確認を。

河川課　Л23Д6468　Я23Д6532

内田修ジャズコレクション
セミナー　ジャズを語る

市民協働推進課　Л23Д3158
Я23Д3165

Ψ 11月7日㈭　19時　
Φ 第8回「大友良英が語る師、高柳
昌行 Part2」

Λ 60人（抽選）
Ж はがき、ファクス、Ｅメール
（� info-libra@dr-jazz.jp）に2
ページの申込共通項目を記入し、
〒444…0059　康生通西4丁目71
番地　市民協働推進課「ジャズを
語る」係へ。10月20日㈰必着

岩津市民センター
世界に一つだけのビーズアクセサリー

Л・Я45Д2512
Ψ 11月19日、12月3日・24日、令
和2年1月7日・21日の火曜日　
10時～12時（5回コース）

Λ 20人（抽選）
Ъ 8,000円（5回分）
Ж 10月25日㈮までに直接または電
話で。

図書館活用セミナー
糖尿病を予防してぴんぴんころり

中央図書館　Л23Д3111
Я23Д3165

Ψ 11月19日㈫　10時30分～11時45分
Б図書館交流プラザ1階103会議室
Λ 30人（先着）
Ж 10月10日㈭から図書館ホーム
ページ、中央図書館各カウンター
または電話で。

シビックセンター
キッズお仕事体験
子どもレセプショニスト

Л72Д5111　Я72Д5110
Ψ 11月17日㈰　13時～16時30分
Φ 「山中惇史＆住谷美帆デュオ・リ
サイタル」公演の観客案内

Θ小学5・6年生若干名（抽選）
Ж はがきに2ページの申込共通項目
と保護者氏名（ふりがな）、続
柄、ファクス番号、メールアドレ
スを記入し、〒444…0813　根
町字貴登野15番地　シビックセ
ンター「子どもレセプショニスト」
係へ。10月31日㈭必着

Ю臨時休館日
Φ 施設設備の全館保守点検のため、

10月14日㈷に臨時休館します。

りぶら国際交流センター
ことばの教室・韓国語

Л23Д3148　Я23Д3125
Ψ 11月5日・12日・19日の火曜日

10時～11時30分（3回コース）
Λ 24人（先着）
Ж 10月8日㈫から電話で（受付時間

9時15分～17時）。

図書館交流プラザ自主事業
プレジャーBの
コメディ・クラウン・サーカス

Л23Д3100　Я23Д3165
Ψ 12月22日㈰　13時
Б図書館交流プラザりぶらホール
Φクラウン（道化師）によるジャグリ
ング・パントマイム・サーカス芸

Ъ 1,500円（自由席）
▶チケット発売開始／10月12日㈯
▶チケット取扱場所／図書館交流プ
ラザ2階総合案内Л23Д3100、
電子チケットぴあ／Л0570Д02
Д9999【Pコード：497-636】※ぴ
あスポット、セブンイレブン各店
でも購入可。公演

　内容を一部変更
　する場合あり。

Event & Lectures
催し・講座

Information
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岡崎エリアで就職 !

竜美丘会館

10月10日㈭
13時～17時

▶内容／採用担当者とブース形式で面談
▶対象／大学生・短大生など（2020年3月
　　　　卒業予定）、既卒者（卒業後3年以内）、
　　　　中途求職者（45歳未満）

岡崎商工会議所　Л53Д6165　Я53Д0101
商工労政課　Л23Д6214　Я23Д6213

商工労政課　Л23Д6210　Я23Д6213

申込不要
入退場自由

合同企業説明会
2020年卒向け最後 !

社会人1年目の先輩が
あなたの就活を応援 !

地方創生から考える地方産業 地方創生から考える地方産業 

1010月1818日㈮日㈮ 15時～16時30分　セレモニー15時～16時30分　セレモニー
16時45分～18時15分　記念対談16時45分～18時15分　記念対談

岡崎市民会館　あおいホール岡崎市民会館　あおいホール

～全国に広がるビズモデルの可能性～ ～全国に広がるビズモデルの可能性～ 

第2回　全国Bizサミット開催記念対談　

■対象／中小企業、小規模事業者、自治体関係者、金融機関関係者など
■申込／申込フォームから（https://kokucheese.com/event/
　　　　index/573706/）。詳しくは商工労政課へ問い合わせを。

㈱日本総合研究所
主席研究員

藻谷 浩介氏

富士市産業支援センター
f-Biz

小出 宗昭センター長

岡崎ビジネスサポート
センターOKa-Biz

秋元 祥治センター長

200人

け最け最後後 !!

新企画

新卒対象

省エネクッキング教室
土鍋で肉料理

環境政策課　Л23Д6685
Я23Д6536

Ψ 11月1日㈮　9時～12時
Б 南部市民センター分館
Λ 15人（先着）
Ъ 500円
Ж 10月7日㈪9時から電話で。

令和元年記念
ヒマナシスターズ感謝コンサート

せきれいホール　Л25Д0511
Я25Д0512

Ψ 12月7日㈯　13時～15時30分
Б 市民会館あおいホール
Φ 昭和歌謡の演奏を聴きながらみん
なで歌う

Ж 10月14日㈷からせきれいホール、
市民会館、竜美丘会館で整理券配
布（1人3枚まで）

奥殿陣屋
Л45Д7230　Я45Д7458（月曜日休館）

Ю椿油絞り体験会
Ψ 12月7日㈯　10時～12時
Λ小学3年生以上20人（先着）
Ъ 1,500円
Ж 11月13日㈬9時30分から電話で。
Юその他のイベント（申込不要）
●秋まつり　収穫祭／11月1日㈮～
24日㈰●和太鼓（かがり火）公演／
11月3日㈷　11時30分、13時（雨天
中止）●秋の手作り三人展／11月6日
㈬～10日㈰●細川小郷土芸能・ちゃ
らぼこクラブ発表会／11月10日㈰　
12時30分（雨天中止）●二

に

胡
こ

発表会
／11月10日㈰　12時（雨天中止）
●冬の装い展／11月12日㈫～17日㈰

オカビズ6周年パーティ　オカパー
商工労政課　Л23Д6212

Я23Д6213
Ψ 10月19日㈯　14時～16時
Б市民会館
Λ 100人（抽選）
Ъ 1,000円（中学生以下無料）
Ж Oka-B i zホームページの申込
フォームで。詳しくは商工

　 労政課、Oka-Biz（Л26Д
　 2231）へ。

母子・父子・寡婦就業支援講習会
調剤薬局事務講習

家庭児童課　Л23Д6769
Я23Д6833

Ψ 令和2年2月1日㈯～3月14日㈯のう
ち指定の7日間　10時～15時40分

Б 中部コンピュータ・パティシエ・
保育専門学校（豊橋市）

Λ 20人（抽選）
Ъ 5,500円
Ж 11月1日㈮～22日㈮に直接家庭児
童課（東庁舎1階）へ。

産業フェスタみよし2019
（みよし市）
緑と花のセンター　Л0561Д34Д6111
Ψ 11月3日㈷　9時20分～14時30分
Бさんさんの郷（みよし市）
Φ 農畜産物の即売やおにぎりなどの
無料配布、子どもお仕事体験コー
ナー、福祉団体のバザー、自衛隊
による特殊車両の展示、はしご車
体験、ステージイベントなど。

●マーク説明 ：日時　　　：場所　　　：内容　　　：講師　　　：対象　　　：定員　　　：費用　　　：持ち物　　　：申込方法Ψ　　　　　Б　　　　　Φ　　　　　Γ　　　　　Θ　　　　　Λ　　　　　Ъ　　　　　Ч　　　　　　Ж
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岡崎プレミアムみやげ品付き!

開館時間／9時～17時（入館は16時30分まで）
休 館 日／月曜日（10月14日㈷、11月4日㉁は開館）、
　　　　　10月15日㈫・23㈬、11月5日㈫
観 覧 料／大人500円　小中学生100円
※市内小中学生、各種障がい者手帳所持者と介助者は無料
　（各種手帳を提示）

岡町鳥居戸1番地1
Л53Д3511　Я53Д3642

公共交通に親しむ日
鉄道見学会

地域創生課　Л23Д6486
Я23Д6698

Ю共　通
Φ 駅の裏側などの見学や鉄道のお仕
事体験

Θ 小学生親子（1組4人まで。未就学
児の参加不可）

Ж はがき、ファクスに2ページの申
込共通項目と年齢、希望コース名
（希望順）を記入し、〒444…8601
地域創生課「鉄道見学会」係へ。
10月15日㈫必着（抽選）

Ю名古屋鉄道　東岡崎駅バックヤード見学会
Ψ 11月2日㈯　9時45分（東岡崎駅
集合）～11時30分

Λ 40人
Ю愛知環状鉄道　鉄道お仕事体験
Ψ 11月3日㈷　9時50分（中岡崎駅
集合）～12時30分

Λ 30人

陸上自衛隊
高等工科学校生徒募集
自衛隊岡崎出張所　Л・Я58Д0095
Ψ 推薦＝11月1日㈮～29日㈮、一般
＝11月1日㈮～令和2年1月6日㈪

Θ 中卒（見込みを含む）17歳未満の
男子（推薦の場合、学

　 校長の推薦が必要）

令和2年度
市立看護専門学校社会人入学試験

Л23Д2951　Я23Д2930
Ψ 11月30日㈯
Φ小論文、一般教養、面接
Θ 高等学校卒業後若しくは短期大
学、大学を卒業後、社会人経験が
3年以上あるかた

Ъ検定料／8,000円
Ж 10月25日㈮～11月15日㈮に願書
を提出（消印有効）。募集要項、
願書（市ホームページから入手可）
は直接または郵送で配

　布。詳しくは市ホーム
　ページで確認を。

令和2年度採用
岡崎市民病院医療職員募集
岡崎市民病院総務課　Л66Д7012

Я25Д2913
Ψ 試験日/専門試験（看護師・助産
師を除く）・作文・適性検査＝11
月9日㈯、面接試験＝16日㈯

Θ 昭和35年4月2日以降に生まれた
有資格者または、令和元年度中に
資格取得見込みのかた

Φ 看護師・助産師＝100人、薬剤師
＝3人、言語聴覚士＝1人

Ж 市民病院総務課、市政情報コー
ナー（西庁舎1階）にある申込書
（市民病院ホームページから入手
可）で。10月24日㈭消印有効

いちご産地に貢献！ボランティア募集
農務課　Л23Д6201　Я23Д8970
Ψ令和2年1月～5月（1日3時間程度）
Б市内いちご農家
Φ 作業内容はいちご農家で相談して
決定

Θ 次の①②に該当するかた①1週間
に2日以上または6時間以上の作
業が可能②作業場所までの交通手
段がある

Λ 10人（選考）
Ж はがきに2ページの申込共通項目
と応募理由を記入し、〒444…
8601　農務課「いちごボラン
ティア」係へ。10月21日㈪必着

令和元年11月採用
嘱託収納員募集

介護保険課　Л23Д6677
Я23Д6520

Φ 自家用車で介護保険料滞納者宅を
訪問し、納付指導や徴収などをす
る。勤務は4週間を1期間とする
中で120時間勤務

Θ 65歳以下※自動車運転免許必要。
兼業不可。

Λ 1人（選考）
Ж 10月16日㈬までに必要書類を介
護保険課（福祉会館1階）へ。詳
しくは問い合わせを。

Event & Lectures
催し・講座

Wanted
募　集

市ホームページ（電子申請
総合窓口）から申込可 Information
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岡崎ぐるり早めぐりバスツアー

予約申込 三重交通㈱観光販売システム営業部
Л052Д253Д6324

岡崎歴史かたり人と行く！

徳川家康公像完成記念コース

東岡崎駅（9時発）→東岡崎駅バスロータリー（家康公像見学）→六所神社→
岡崎公園→岡崎ニューグランドホテル（ランチブッフェ）→大樹寺（宝物殿）
→伊賀八幡宮→岡崎公園（16時35分着）→東岡崎駅（16時50分着）
●事前予約制／大人4,600円、小学生2,000円、4～6歳1,600円

※昼食代、拝観料、入館料込み。みやげ品は大人のみ。

11月3日（祝）・4日（休）・8日（金）～10日（日）・
16日（土）・23日（祝）

岡崎プレミアム
岡崎プレミアムみやげ品付みやげ品付き!

おかざき観光ガイド募集
観光協会　Л64Д1637　Я64Д1638
Θ 令和2年3月現在でおおむね20歳
～70歳の月4回程度、ボランティ
アでガイドができるかた※事前研
修会（8回程度）に出席が必要

Ж はがきまたはファクスに2ページ
の申込共通項目と生年月日、性
別、勤務先を記入し、〒444…
0045　康生通東2丁目47番地　
観光協会「観光ガイド募集」係へ。
11月15日㈮必着

岡崎げんき館
第4期（1月～3月）教室受講生募集

Л21Д7733　Я21Д7738
Φ プール・スタジオ・テニス
Ж 11月15日㈮までに往復はがきで
（消印有効）。詳しくは岡崎げん
き館で10月20日㈰配布されるチ
ラシやホームページで確認を。

令和2年度
シルバー人材センター職員募集

Л23Д8971　Я23Д8596
Ψ 一次試験＝11月17日㈰
Θ 平成6年4月2日以降に生まれ、高
校を卒業したかたまたは令和2年
3月末までに卒業見込みのかた
（大学、短大、高卒対象）
Λ 2人（選考）
Ж シルバー人材センター（西庁舎地
下1階）にある申込書で。10月18
日㈮消印有効

市営住宅の公開抽選による
入居者募集

岡崎市営住宅管理センター
Л23Д6320　Я23Д6821

Φ 若松荘5戸、矢作荘1戸、和志山
荘（西本郷町）3戸、五位原荘（大
平町）3戸、伊賀山住宅2戸、土井
住宅1戸

Ж 10月16日㈬～11月14日㈭に岡崎
市営住宅管理センター（西庁舎1
階）へ直接※入居日は令和2年1
月16日㈭から。詳しくは問い合
わせを。

エコドライブコンテスト
出場者募集

環境政策課　Л23Д6401
Я23Д6536

Ψ 11月24日㈰　8時30分～12時
Б上地自動車学校（上地3丁目）
Φ 指定のコースを走行し、燃料消費
量の少なかったかたを表彰

Θ普通自動車運転免許証所持者
Λ 16人（抽選）
Ж 10月16日㈬までに直接または電
話で。

共同募金運動が始まります
社会福祉協議会　Л23Д8705

Я23Д8706
Ψ 10月1日㈫～12月31日㈫
Φ身近な福祉活動に役立てられます。

10月1日スタート
外来害獣捕獲檻貸出制度

環境政策課　Л23Д6188
Я23Д6536

Φ アライグマ、ハクビシン、ヌート
リアによる生活環境への被害にお
困りのかたへ捕獲檻を貸し出しま
す。詳しくは問い合わせを。

違反建築を防止しましょう
建築指導課　Л23Д6816

Я65Д5566
Φ 違反建築の防止と諸手続の徹底を
図るため、全国一斉公開建築パト
ロールを実施します。

　▶適法な建物を造るためには3段
階の確認が必要です①建物の新
築・増築時には、あらかじめ建築
確認を受ける②建築士に工事監理
を依頼する③工事完了時には完了
検査を受ける。

岡崎の木を使ってみよう！
森林課　Л82Д4123　Я82Д4124
Φ 「木づかい」は、暮らしに国産の
木材や木製品を取り入れて健全な
森林を育てる活動です。地域材の
利用は森林の整備、地球温暖化の
防止、さらに地域の活性化にも繋

つな

がります。地域材を使って森を育
てましょう。

Life & Support
暮らし

●マーク説明 ：日時　　　：場所　　　：内容　　　：講師　　　：対象　　　：定員　　　：費用　　　：持ち物　　　：申込方法Ψ　　　　　Б　　　　　Φ　　　　　Γ　　　　　Θ　　　　　Λ　　　　　Ъ　　　　　Ч　　　　　　Ж
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岡崎地区献血推進協議会事務局　地域福祉課　Л23Д6145　Я23Д6857

場　　所

イオンモール岡崎（戸崎町）

岡崎献血ルーム
（東岡崎駅南館5階）
☎52ひ1800

10：00～11：30
13：00～16：00

10：00～13：00
14：00～17：45
　＊成分献血＊
10：00～12：00
14：00～17：00

20日㈰

時　　間実施日

金曜日以外献血にご協力ください献血にご協力ください

月の献血

400ml・成分献血への定期的な
ご協力をお願いします。

10

都市計画マスタープランの
改定に関する住民説明会

都市計画課　Л23Д6260　Я23Д6514
Φ 都市計画に関する基本的な方針となる「都市
計画マスタープラン」で目指すべき都市像と
主要課題、課題に対する整備方針などをまと
めた「全体構想（案）」について、説明会を
開催します。

Ж当日会場へ。
※いずれの会場も、説明内容は同じです。

特定生産緑地制度の住民説明会
都市計画課　Л23Д6260　Я23Д6514

Φ 生産緑地をお持ちのかたを対象に、制度内容
や特定生産緑地の指定の意向調査など今後の
予定について、説明会を開催します。

Ж当日会場へ。
※いずれの会場も、説明内容は同じです。

日　　時 場　　所
10月9日㈬

10月12日㈯
10月17日㈭
10月18日㈮
10月19日㈯

19時～20時
10時～11時
19時～20時
19時～20時
19時～20時

JAあいち三河・東部営農センター（保母町）
JAあいち三河・本店（坂左右町）
JAあいち三河・矢作支店（北本郷町）
北部地域交流センター
福祉会館6階

日　　時 場　　所

10月26日㈯

10月27日㈰

11月2日㈯

11月3日㈷

10時～11時
13時～14時
10時～11時
13時～14時
16時～17時
10時～11時
13時～14時
14時～15時

北部地域交流センター
南部市民センター
西部地域交流センター
大平市民センター
福祉会館6階
東部地域交流センター
額田センター
地域交流センター六ツ美分館

障がい者の無料健康診査
障がい福祉課　Л23Д6867

Я25Д7650
Ψ 11月2日㈯　9時～13時
Б 福祉の村のぞみの家
Φ 血液検査（16歳以上）、検尿、心
電図、血圧測定

Θ 身体障がい者手帳1・2級（下肢・
体幹・移動機能障がいで常時車イ
スを使用しているかた）・療育手
帳所持者（他に同様の健診を受診
したかたは除く）

Λ 150人
Ж 10月10日㈭までに電話またはファ
クスで。

就学援助制度
学校指導課　Л23Д6425

Я23Д6529
Φ 経済的な理由でお困りのかたに、
小中学校で必要な費用の一部を援
助します。詳しくは、各学校また
は学校指導課（福祉会館4階）へ。

愛知県最低賃金の改定
商工労政課　Л23Д6351

Я23Д6213
Φ 愛知県最低賃金は、10月1日から
時間額926円に改定されました。
県内の事業場で働くすべての労働
者に適用されます。詳しくは、岡
崎労働基準監督署（Л52Д3161）
へ。

暮らしの便利帳に掲載する
広告を募集します
広報課　Л23Д6461　Я23Д6950
Φ 市役所での各種手続きに関する情
報や、地域の情報などを掲載した
「暮らしの便利帳」に掲載する広
告を募集します。便利帳は令和2
年5月頃発行し、各世帯に配布す
る予定です。つきましては、10月
～12月に共同発行事業者である
株式会社サイネックスが各事業所
を訪問します。ご理解とご協力を
お願いします。広告掲載について
は、株式会社サイネックス（Л
059Д361Д1144）へ問い合わせ
を。

Life & Support
暮らし

Information：定員 ：費用 ：持ち物 ：申込方法Λ Ъ Ч Ж
●マーク説明 ：日時 ：場所 ：内容 ：講師 ：対象Ψ Б Φ Γ Θ
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保　
　
　

健

相続・離婚

　　　 弁護士

　　　 司法書士

人権　※当日受付

行政　※当日受付

税金

登記（測量）

不動産

行政手続き

建築

年金労働

消費生活

法律

健康

医師

保健師など

DV・女性相談

相　談　内　容 日　に　ち 時　　間 場　　所 問い合わせ

月～金曜日

毎週月・水・木曜日

第1・第4火曜日

第1・第3火曜日

第2・第4火曜日

第1・第3木曜日

第2木曜日

第1金曜日

第2金曜日

第3金曜日

第4金曜日

月～金曜日

8：30～17：15

13：00～16：00

9：00～16：00

申込時に決定

10：00～12：00、13：00～15：00

申込時に決定

10：00～11：30、13：00～15：30

申込時に決定

10：00～16：30

8：30～17：15

9：00～17：00

9：00～12：00

13：00～16：00

8：30～17：15

9：30～16：30

14：00～16：00

自治振興課
Л23Д6492

自治振興課

消費生活センター
Л23Д6459　Я23Д6570

総合子育て支援センター
Л26Д0706　Я26Д6711

消費生活センター

　　　 一般

　　　 栄養・歯科

計測（血圧・体脂肪・握力）など

精神保健福祉

アルコール依存

難病摂食・嚥
えん

下
げ

訪問

難病医療（神経内科）

不妊

がん患者・家族（電話）

月～金曜日

10/8㈫・10/9㈬

11/22㈮

随時

11/15㈮

10/24㈭

10/31㈭

10/25㈮

毎週火・木曜日

随時

随時

毎週火曜日

第3水曜日

第3木曜日

第2金曜日

水・日曜日以外

月～土曜日

月～金曜日

育児相談（すくすくテレホン）

妊婦・乳幼児

子
育
て

商　
　
　

工

融資制度金融（中小企業者向け）

経営・創業・金融

税務（事業経営）

労務（　〃　）

法律（　〃　）

発明（　〃　）

OKa-Biz（ビジネスサポート）

知的障がい者

身体障がい者（視覚障がい）

障
が
い

D
V
・
女
性

　　　　　　　 電話・面接

　　　　　　　 法律

第1土曜日

月～金曜日

水曜日以外

第2・第4火・土曜日

健康増進課
Л23Д6639　Я23Д5071

健康増進課
Л23Д6715　Я23Д5071

健康増進課
Л23Д6180　Я23Д5071

岡崎げんき館
イオンモール岡崎

イオンモール岡崎

岡崎げんき館

自　宅

岡崎げんき館

岡崎げんき館

福祉の村　友愛の家

商工労政課

岡崎商工会議所

図書館交流プラザ

市役所東庁舎1階

図書館交流プラザ

がんサポートほっとラインЛ052Д684Д8686

健康増進課Л23Д6084　Я23Д5071

健康増進課Л23Д6084　Я23Д5071

岡崎商工会議所
Л53Д6500　Я57Д2189

商工労政課Л23Д6214　Я23Д6213

OKa-BizЛ26Д2231　Я26Д2232

家庭児童課Л23Д6778

（電話）Л23Д3113

（面接・法律）Л23Д3241

福祉の村　友愛の家
Л21Д8077　Я64Д7999

市　

民　

相　

談

相談
相談内容は 秘密厳守  します。

※祝日は受け付けていない場合があります。

秘秘秘密厳厳守守守

 事前予約  が必要なものがあります。詳細は、お早めに問い合わせください。
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●申込は団体・グループで
●企業・事務所の申込は不可
●原稿提出締め切りは前々月の20日

情報をお寄せください
広報課　☎23Д6033

掲載ルールなど、詳しく
は市ホームページで確認
を。

■片づけとお金の専門家ふたりによる　講座「モノとお金の整理術！」
10月11日、11月29日、12月13日の金
曜日　10時15分。りぶら。2,000円。
電話、ホームページ（https://kurashi
noki.com）、Eメール（�kurashinoki
@gmail.com）で申込。くらしの樹　
松Л090Д4219Д1535

■マークのやさしい英会話（初級）
10月12日～毎週土曜日　11時5分。
りぶら。1回800円（テキスト代別
途）。Eメール（�yasashii.eikaiwa.
aichi@gmail.com）で申込。マーク
Л0565Д27Д2944

■ひきこもりを考える会「おじぎ草」　①秋の夜空を楽しもう②対話交流会
▶①10月13日㈰　18時30分。友愛の
家。当事者、経験者、家族。当日会場
へ▶②11月24日㈰　13時30分。三河
病院。1,000円。電話、Eメール（�
ojigisou@okazaki-city.jp）で申込。大
庭Л090Д9176Д9583

■秋の体験Day in なごみん
10月16日㈬～11月3日㈷。なごみん。
1回500円。各種講座の体験。詳しく
は、なごみん情報誌で確認を。秋の体
験Day実行委員　竹田Л090Д8474Д
7393

■分子科学フォーラム　～「一家に1枚周期表」に込めた思い～
10月18日㈮　16時30分。岡崎コン
ファレンスセンター（明大寺町）。当
日会場へ。自然科学研究機構Л55Д
7125

■初めてのプレママサロン
10月19日㈯　13時。流カフェ（大西
町）。1,000円。妊娠中のかた（初産）。
電話で申込。ミルママクラブ　山川Л
090Д3257Д4716

■生涯学習セミナー「心新たに生きる　～恩を知り　恩を送る～」
10月26日㈯　10時。やはぎかん。
1,500円（昼食付き）。ファクス（Я28
Д1708）、Eメール（�moralogy@
mis.ne.jp）で申込。岡崎モラロジー
事務所Л21Д5790

■ゆかいなまちの音楽祭
10月26日㈯　15時。岡崎教会（八幡
町）。ゴスペル、フォークソングほか
演奏。当日会場へ。ゆかまち実行委員
会Л21Д7359

■ガールスカウト愛知県第13団
　活動体験会「はじまるよ」
10月19日㈯　10時。青年の家（美合
町）。500円（施設利用料、昼食代含
む）。年長児～小学校3年生。10月16日
㈬までに電話、Eメール（�gs-aichi
13@mis.ne.jp、氏名、学校名を記入）
で申込。ガールスカウト愛知県13団
事務局Л090Д8470Д7713

■岡崎演劇集団　定期公演「父と暮せば」
①10月26日㈯　18時30分②27日㈰　
14時。せきれいホール。大人2,000
円、中高生800円。電話で申込。岡崎
演劇集団Л080Д7831Д7834

■第5回発達に偏りのある
　子どもをもつ家族の集い
10月26日㈯　10時。三河病院（戸崎
町）。500円。家族、支援者。電話、
ファクス（Я51Д1415）で申込。三
河病院　中澤Л51Д1778

■里親養育体験発表会＆　里親サポーター養成講座
10月27日㈰　①体験発表会＝10時30
分②サポーター養成講座＝13時。げ
んき館。当日会場へ。西三河児童・障
害者相談センターЛ27Д2779

■大人と子どものそろばん講座
10月～12月の土曜日▶大人＝10時。
月2,500円▶親子＝①10時②11時。1
組月3,500円▶共通＝岡崎商工会議
所。電話、ファクスで申込。日本珠算
連盟　本多Л・Я25Д3178

■基礎から学ぶ万葉集（全11回）
10月～令和2年3月　第1・第3金曜日
（1月3日を除く）　10時30分。りぶら。
8,000円（11回分）。電話で申込。コ
ミュニティ・シンクタンク　岩永Л
54Д2314

■家事家計講習会
11月1日㈮＝岡崎友の家（伊賀町）、
12日㈫＝せきれいホール、13日㈬＝
やはぎかん、14日㈭＝むらさきかん、
15日㈮＝りぶら、竜美丘会館▶共通
＝10時。1回350円。電話で申込。岡
崎友の会　山本Л090Д8076Д6534

■愛知学泉大学・愛知学泉短期大学　公開講座「江戸狂歌絵本の制作と鑑賞」
11月16日㈯　10時。愛知学泉短期大
学（舳越町）。11月1日㈮までに電話で
申込。愛知学泉大学・短期大学教務課
Л34Д1213

■岡崎矯正展
11月2日㈯　10時～15時。施設見学、
クイズラリー、作業体験（ステンドグ
ラス・七宝焼）、販売ほか。当日会場
へ。岡崎医療刑務所Л51Д9629

■地球の森の音楽会＆お話と音楽と　映像で綴
つづ
る物語「飛びアンリー」

11月3日㈷　11時。やはぎかん。前売
り中学生以上1,300円、子ども800円
（3歳未満無料）。電話、Eメール（�
renge_kh@ybb.ne.jp）で申込。蓮華
の家共同保育園Л54Д9555

■県立岡崎高等技術専門校　スキルアップ講座
▶①ティグ（TIG）溶接入門＝11月
21日㈭・22日㈮▶②第二種電気工事
士技能講座Ⅱ＝11月23日㈷・24日㈰
▶③旋盤作業の応用操作＝11月26日
㈫～29日㈮▶共通＝9時10分～16時
30分。①②2,600円、③5,600円。往
復はがき、Ｅメール（�okazaki-sen
monko@pref.aichi.lg.jp）に、郵便番
号、住所、氏名、生年月日、電話番
号、職業、講座名を記入し、〒444…
0802　美合町字平端24番地　県立岡
崎高等技術専門校在職者訓練担当（Л
51Д0775）へ。10月31日㈭必着

■英語de茶チャChat
　～外国人と楽しく英会話～
12月8日㈰　13時30分。りぶら。800
円。往復はがき、Eメール（�hishigak
@beach.ocn.ne.jp）に、郵便番号、
住所、氏名、電話番号、希望コース
（初級、中級）を記入し、〒444…
3174　真伝町供養坊2-75　石垣秀生
へ。11月8日㈮必着。石垣Л090Д
3421Д0052

■篠笛教室
各月1回。りぶら、よりなん、悠

ゆ

紀
き

の
里。詳しくは、各施設にあるチラシで
確認を。音を楽しむ会（Y・y倶

く

楽
ら

部
ぶ

）
太田Л43Д2016

かたよ

街角情報BOX
催し・講座　市民活動　発表会　サークル
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日
曜
・
祝
日
の
当
直
医
療
機
関
・
薬
局

※急な都合により変更される場合がありますので、ご注意ください。受付時間＝9時～12時、14時～18時●

受付時間 場 所毎日＝19時30分～22時30分 岡崎市医師会公衆衛生センター1階（竜美西一丁目）

小児科・内 科・外 科（医師3人体制）

岡 崎 歯 科 総 合 セ ン タ ー　▶　☎21-8000●
月～土曜日＝19時30分～22時30分
日曜・祝日＝9時～11時30分、13時～15時30分

歯 科

岡崎歯科総合センター1階（中町）受付時間 場 所

岡崎市医師会夜間急病診療所　▶　☎52-1906●

内　　　　　　容 相　　談　　先 受付時間

愛知県小児救急電話相談

岡崎薬剤師会

19時～翌朝8時

20時～翌朝6時
☎＃8000

☎080-9730-5274

子どもの急な病気・けがへの対処方法を聞く

夜間おくすり相談

愛知県救急医療情報センター
消防本部共同通信課（聴覚障がい者専用） 24時間対応

☎21-1133
Я 119いますぐ受診できる医療機関を探す

毎
日
の
相
談

毎
日
の
救
急

2
次
救
急

 2次救急医療機関は、入院・手術などが必要な患者および救急車で搬送されたかたが優先となります。
また、急な都合により当番日が変更される場合がありますので、来院の際は事前に電話で問い合わせください。 内 科・外 科

10月2日㈬・7日㈪・9日㈬・16日㈬・21日㈪・23日㈬・28日㈪　18時～翌朝8時
10月5日㈯・12日㈯　13時～翌朝8時　　10月25日㈮　18時～翌朝8時

10月3日㈭・10日㈭・17日㈭・24日㈭・31日㈭　18時～翌朝8時　　10月26日㈯　13時～翌朝8時

北 斗 病 院（仁　木）☎66-2811

宇 野 病 院（中岡崎）☎24-2211

岡崎南病院（羽根東）☎51-5434

愛知県救急医療情報センター（☎21-1133）へ
お問い合わせください。

りゅう市役所北内科・リハビリ科
（伝馬通）
☎21-0013

松下クリニック
（美　合）
☎53-0770

緑の森こどもクリニック
（上地２）
☎57-2710

宇野病院
（中岡崎）
☎24-2211

宇野病院
（中岡崎）
☎24-2211

西山みみ・はな・のどクリニック
（幸　田）
☎62-8781

足立眼科
（井　田）
☎22-0219

てんま糖尿病・甲状腺内科
（久右ヱ門）
☎77-5873

冨田病院
（本　宿）
☎48-2431

いしかわ内科クリニック
（宮　地）
☎54-8887

牧原整形外科クリニック
（幸　田）
☎63-5678

福田泌尿器科・皮膚科医院
【泌尿器科も可】（六名本）
☎58-6711

天野耳鼻咽喉科
（羽　根）
☎51-8741

みやした眼科
（明大寺）
☎57-8166

みうらクリニック岩津
（岩　津）
☎66-8787

ごとう内科
（　中　）
☎25-4650

じんぐうじクリニック
（下和田）
☎58-7778

むらかみ整形外科
（幸　田）
☎63-2366

わかまつ町皮ふ科
（若　松）
☎55-9912

犬塚耳鼻咽喉科
（上里１）
☎26-3314

緑丘アイクリニック
（緑丘２）
☎71-7711

おかざき糖尿病内科クリニック
（大門５）
☎26-3311

神谷内科
（大西１）
☎24-2881

岡崎駅前クリニック
（羽　根）
☎83-6667

上地整形外科クリニック
（上地１）
☎55-0880

おばた皮ふ科
（大門３）
☎25-5239

坂堂医院
（福　寿）
☎21-6156

岡崎南上地眼科クリニック
（上地２）
☎73-3005

高村医院
（細　川）
☎45-2677

小森内科クリニック
（竜美台１）
☎55-1514

あいみこどもクリニック
（幸　田）
☎63-3300

岡崎整形外科
（真　伝）
☎25-2511

渡辺皮フ科
（稲　熊）
☎23-8005

みみ・はな・のど長坂クリニック
（六　供）
☎21-3387

岡田眼科医院
（六名東）
☎53-2800

宮地医院
（伊　賀）
☎21-2992

川島小児科水野医院
（明大寺）
☎21-0339

うちだクリニック
（美　合）
☎54-2255

はまな整形外科クリニック
（　洞　）
☎66-0700

荻須医院
【泌尿器科も可】（籠田）

☎21-0781

むつみ耳鼻咽喉科
（井  内）
☎72-2320

こうた眼科クリニック
（幸　田）
☎63-3888

東おかざき
調剤薬局
（明大寺）
☎65-5593

アイセイ薬局
洞店

（　洞　）
☎26-6618

アポロ薬局
六ッ美店
（井　内）
☎58-5687

テンマ調剤薬局
（伝馬通）☎65-7337

りぼん薬局
（美合）☎57-8125
すみれ調剤薬局　上地店
（上地５）☎59-2882
中岡崎調剤薬局

（中岡崎）☎28-8211
みつい調剤薬局

（中岡崎）☎24-3215
アポロ薬局　幸田店
（幸田）☎62-8328

しらゆり薬局
（中）☎25-4671
オリーブ薬局　岡崎店
（下和田）☎83-8496

ポプラ薬局
（幸田）☎63-6090

あらこ薬局
（若松）☎58-5500
調剤薬局アモス　緑丘店
（緑丘２）☎71-7086
お～ろら薬局

（昭和）☎33-3254

アイン薬局　竜美台店
（竜美台１）☎64-5034

山田薬局
（井田）☎23-8617

かのん調剤薬局
（六供）☎24-0036

こうむら薬局
（上六名４）☎52-8899

パナプラス薬局　むつな店
（向山）☎58-2777

調剤薬局アモス　大門店
（大門５）☎47-8881

キョーワ薬局　岡崎店
（久右エ門）
☎83-6786

なのはな薬局
（本　宿）
☎48-8886

ハロー薬局
岡崎店

（宮地）☎57-1031

パナプラス薬局
むつな店

（向山）☎58-2777

ゆうあい薬局　大西店
（大西１）☎65-8305

こはく薬局
（柱）☎64-2145

岡崎第一薬局　大門店
（大門３）☎28-9831

上地はなぶさ薬局
（上地１）☎64-3250

内 科
または
小児科

外 科

皮膚科

耳 鼻
咽喉科

眼 科

産婦人科

薬 局

10月 10月6日㈰ 10月27日㈰10月20日㈰10月14日㈷ 10月22日㈷10月13日㈰

救急患者のための

救急医療機関▼ 救急医療に関する情報は
こちらからもご覧いただけます。
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岡崎市公式LINE

友だち募集中!
岡崎市の情報をLINEで発信!

ID：@okazaki_city




