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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

・ビジネス相談の強い味方！
　OKa-Biz（オカビズ）
・康生通・連尺通社会実験

道路は通るだけのところ？今回の特集で
は、康生通りと連尺通りで行われている道
路空間の活用を紹介します。

康生通・連尺通社会実験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！

60

2020年に愛知県と岐阜県で開催
されるラリー競技の世界選手権 ○○○

○○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。

9月1日号の答

11月29日㈮必着
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10月1日現在の

岡崎市の人口

※（　）内は先月比を表しています。

11月の保険料

納期限 12月2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。

国保年金課　Л23Д6843　Я27Д1160

医療助成室　Л23Д6841　Я27Д1160

介護保険課　Л23Д6647　Я23Д6520

　男　　196,955 人（＋23）
　女　　190,924 人（－96）
　計　　387,879人（－73）
世帯数　163,897 世帯（＋20）

国民健康保険料（5期分）

後期高齢者医療保険料（5期分）

介護保険料（5期分）

夜間・休日納付窓口も利用できます。
場所／市役所東庁舎1階ロビー
● 夜間納付窓口
　11月27日㈬～29日㈮　17時30分～20時
● 休日納付窓口
　11月24日㈰　9時～16時

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。

「いのり星®」に想いをのせて
乙川の水面に浮かぶ幻想的な青い光。11月23
日㈷に開催される岡崎泰平の祈りでは、今年も
青く光るLEDを内蔵した「いのり星®」約3万
個を放流します。家康公が築いた泰平の世へ想
いを巡らせてみませんか。詳しくは9ページで。

今月の1枚

市政だより　おかざき No.1370
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特集1
WRCが岡崎にやってくる！

特集2　内藤ルネ展
今月のこれ！
・龍北総合運動場　・南海トラフ地震に備える
・岡崎泰平の祈り　など

パーク＆ネイチャー
スポーツ
ほけんだより
パパママ＆ベビー
シニア
芸術＆文化
特集3　オール岡崎ロケの映画！「おかざき恋愛四鏡」
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
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天の川プロジェクト®
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11月9日㈯
岡崎中央総合公園

　2020年の「Rally Japan」開催に向けたテストとして、ラリーカーが岡崎を走行します。
テストコースとして岡崎中央総合公園と額田地区が使用され、そのうち中央総合公園で
のテスト走行は「おかざきクルまつり」で観戦できます（額田地区は観戦できません）。
　ラリーカーが激走する様子や大迫力の音、ドライバーの超絶テクニックを間近で体感
しましょう！

●走行開始時間（予定）

会場図や交通案内などは、6ページをご覧ください。
※正式な走行開始時間はRally Japan公式ホームページをご覧ください。

ラリーカーが岡崎を走る！！

雨天決行

10時44分～ 13時35分～1走目 2走目 

WRCが

2020年

特 集

スポーツ振興課　Л23Д7922　Я23Д7182

202222222222202000020000020202222202020000

　WRC（World Rally Championship）は、FIA（国際自動車連盟）が主催するラリー競技の世
界選手権です。世界各地で開催される、F1と並び高い人気を誇るモータースポーツで、サー
キットではなく閉鎖された一般道をコースとして使用する点が主な特徴です。
　2020年11月、そのWRCが「Rally Japan」として10年ぶりに日本で、しかも愛知県と岐阜県
を舞台に開催されることが決定しました。ここ岡崎市も開催エリアに含まれているため、国内外
から多くのかたが観戦に訪れ、大きな盛り上がりが期待されます。
　WRCの成功に向けたテストイベントの開催も決定。世界が注目するBIGイベントが岡崎に
やってきます！！

スポーツ振興課　Л23Д7922　Я23Д7182写真提供：トヨタ自動車株式会社
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世界的なモータースポーツが地元である愛知県で開催
されるということで、とても注目しています。今はト
ヨタ自動車が参加していて、勝田さんも出場していま
すから、以前よりも身近に感じますね。

10年前は、僕がまだカートレースをしていたときで、
まさか自分が日本でラリーに出場するなんて想像もして
いませんでした。その開催地が生まれ育った愛知県だと
いうのは、感慨深いし運命的なものを感じますね。

ＷＲＣが10年ぶりに日本で開催されます

残念ながら今年はスケジュールが合わなくて「クルま
つり」に参加できませんが、代わりにラリーがやって
くるということで、ぜひ本物のラリーの迫力を楽しん
でいただけたらと思います。

「クルまつり」では、僕が運転するラリーカーが岡崎のス
テージを走ります。びっくりするぐらいの大迫力で、きっと
楽しめると思いますので、ぜひ最後まで見てください！

岡崎市民にメッセージを

意外と知られていないのは、日本の国内のレースだと、そも
そも日本の運転免許証が有効でないとレースに出られな
いんですよ。だから免許の点数には注意が必要なんです。

そこはラリーも同じですね。そもそも一般道を使うの
で、免許がないと競技に出られません。ただ、コドライ
バーが代わりに運転することもレギュレーション的には
可能で、過去にWRCでも実際にあったんですよ（笑）。

ドライバーあるあるを教えてください

サーキットのレースは基本的に同じコースを周回するの
で、じっくり練習して細かいところまで準備して本番に臨め
ますが、ラリーは事前の走り込みが少ないのでしたっけ？

その点でラリーは、より本番での対応力が問われる印
象がありますね。

ラリーはサーキットのレースと違い、一般道を全開で走る
競技なんです。また、コドライバーと呼ばれるナビゲーター
が助手席で時間のコントロールやドライバーのマネジメン
トをするのが特徴で、2人の信頼関係が重要です。

そうですね。本番前に2回試走ができますが、そのと
きは通常の速度制限内で走ります。だから本番になっ
て初めて全開で走ることになります。

サーキットのレースとラリーの違いは？

ＷＲＣの見どころは？

ラリーは少しはみ出したら木にぶつかりそうな山道で
も、とんでもないスピードで走るので、その迫力を感じ
てほしいですね。それに、勝田さんの言うとおり一般道
を走るので、ファンとドライバーの距離が近いです。

ラリーでは複数のステージを競技に使いますが、ス
テージ間の移動は一般車と同じ道を使うんです。競技
での全開走行はもちろんですが、ラリーカーが普通の
道を普通に走る様子も不思議で面白いですよ。

勝田貴元 選手中嶋一貴 選手
　1993年3月17日生まれ。長久
手市出身のラリードライバー。
2012年の新城ラリーでラリーデ
ビュー。現在はフィンランドを拠
点に活動し、遂に今年、ＷＲＣトッ
プカテゴリーへのデビューを果
たす。

1985年1月11日生まれ。岡崎市
出身のレーシングドライバー。6月に
行われたル・マン24時間レース
では昨年に続き2連覇を達成。
日本人初のWEC世界耐
久選手権年間チャン
ピオンに輝く。

Special Interview
クルまつりで走ります！

Rally Japanの開催決定を受け、愛知県と岡崎市に縁のある2人のドライバーの
対談が実現！パソコンの画面を通して、世界を舞台に活躍する2人
にWRCの魅力を語っていただきました！
※対談のフルバージョンはホームページで公開予定です。

スペシャルWeb対談 WRCの魅力を教えてください !
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クルまつり会場（岡崎中央総合公園）内は駐車スペースが少ないため、
名鉄東岡崎駅または協力企業駐車場からの無料シャトルバスをご利用ください。

無料シャトルバス利用可能時間
8時～17時30分

三菱自動車工業㈱岡崎製作所
（正門グランド従業員駐車場）
〈橋目町〉

500台

700台花園工業団地〈真福寺町〉

○会場行きのバスはジェイテクトから乗車できます。

①㈱ジェイテクト花園工場
②㈱FUJI岡崎工場（第3駐車場）
③アンデン㈱岡崎工場
④㈱オチアイネクサス

①から順に駐車をお願いします

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

400台

会場へは無料シャトルバスで！！

おかざきクルまつり会場
（岡崎中央総合公園）

岡崎東I.C

至豊橋

至名古屋

至幸田・蒲郡

豊田東I.C

至豊田

名鉄東岡崎駅
（北口）6番のりば

岡崎I.C

東名

新東名
バス停

バス停

バス停

バス停

※駐車場付近では誘導員の指示に従って駐車してください。　※東岡崎駅周辺に無料駐車場はありません。
詳しくは、
市ホームページで。【クルまつりに関する問い合わせ先】　自動車関連イベント実行委員会事務局（商工労政課内）　Л23Д6287　Я23Д6213

オリジナルハンカチを
プレゼント

※イメージ

　　

　　
　
　
　
無
料
シ
ャト
ル
バス

で来
場のかた（先着3,000人

）

会場図

ラリー走行観戦エリア

ラリー走行特別観戦エリア
※オリジナルハンカチをお持ちの
　かたのみ入場できます。

※どなたでも入場できます。

各ラリー走行観戦エリアでは、
観戦人数によって入場規制を
行う場合があります。

イベント会場

駐車場

市民球場

運動広場

美術博物館

テニスコート

多
目
的
広
場

球技場

総合体育館

通行止め

通行止め

◉eスポーツ体験
◉企画展示

無料シャトルバス

クルまつり
フォトコンテスト開催！！
詳しくは特設サイトをチェック！

モータースポーツ観戦は危険が伴います。
スタッフの指示に従って安全に注意して観戦してください。

◉はたらく車
◉企業ブース

◉キッチンカー

11月9日㈯ 10時～15時30分

岡崎中央総合公園
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≪ときめき≫
（『ジュニアそれいゆ』第33号表紙復刻原画）
2017年 ≪ポートレート≫　2007年

≪アップルパンダ原画≫ ≪雪の日に≫

《MODEL》（付録用イラスト復刻原画）2017年

「ルネガール」の
マンホール蓋を探そう!

ふた

関連イベント開催中！
岡崎おでかけナビ詳しくはホームページで確認を。

●会場／1階セミナールーム
●定員／各日先着70人（当日13時30分から整理券配布・開場）

（聴講無料）

●日時／11月30日㈯　14時～

●講演会

期間中随時実施！
●ルネ　ぬりえ

ルネグッズ販売
●Marché RUNE

①内藤ルネの光と影

●日時／12月８日㈰　14時～
②内藤ルネと性的マイノリティーの歴史

共　通

関連イベント

　1932年愛知県岡崎市生まれ。本名：内藤功。“Roots of Kawaii”　と
称されるマルチクリエーター。1950～1960年代にかけて、圧倒的な
人気のファッション誌『ジュニアそれいゆ』の表紙と挿絵を担当し、
大ブレイク。ヴィヴィッドに彩られたキッチュな少女画で古い美少
女観をひっくり返し、動物から野菜、フルーツ、そして捨てられて
いた家具まで、それまで誰もが見過ごしていた　“カワイイの芽”　をイ
ラスト以外にも家具や食器、ルームアクセサリーなど、あらゆるも
のの中に次々と見出し、命を
吹き込み、人々に発信し続け
ました。2007年、惜しまれつ
つ永眠。享年74歳。近年も広
い世代に多くのファンを持つ。

　ルネと岡崎市がコラボしたデザインのマンホール蓋を市内7カ所
に設置します。色鮮やかで可愛らしいルネガールを探しながら、街
歩きを楽しんでみませんか？
●設 置 日／11月24日㈰～（予定）
●設置場所／岡崎駅、東岡崎駅、中岡崎駅、道の駅「藤川宿」、
　　　　　　図書館交流プラザ、籠田公園観光案内所、美術博物館

下水工事課　Л23Д6298
Я23Д6516

内藤ルネとは？
いさお

カラーは

全部で
！

カラ

全部

高隆寺町峠１番地　岡崎中央総合公園内
Л28Д5000　Я28Д5005

令和2年1月13日（月・祝）11月23日　　　　（土・祝）

岡崎出身のマルチクリエイター・内藤ルネ（1932-2007）。
故郷・岡崎市では初となる、初出展作品約20点を含め
300点を超える大規模な回顧展を開催します。貴重な
原画や作品のほか、地元ならではの写真やプレゼント
など、ゆかりの品も展示。岡崎でのエピソードも交え
ながら、ルネの人生に迫ります。

※市内小中学生、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1,200円

開館時間：10時～17時（入場は16時30分まで）
休 館 日：月曜日（1月13日㈷は開館）、
　　　　　12月28日㈯～1月3日㈮
観 覧 料：一般800円、小中学生400円

▲小学２年生のクラス集合写真　1940年  個人蔵

Roots of Kawaii

～夢見ること、それが私の人生～～夢見ること、それが私の人生～
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　狭あい道路（幅員が4㍍に満たない道路）に接してい
る土地では、利用形態の変更や建替えなどの場合に、
道路の中心から原則2㍍の幅で後退が必要です。後退用
地を寄付した場合は補助制度を利用できます。

建築指導課　☎23Д6823　Я65Д5566 住宅課　☎23Д6709　Я23Д6208

南海トラフ地震に備えましょう！ 市では、安全で住みよい環境と災害に強いまち
づくりに向け、対策費用を補助しています。

News

22

市広報番組

「オカザえもんと学ぶ！
　　狭あい道路ってなぁに？」

市広報番組

「早めの対策が肝心！
　　　　住宅地震対策」

チャンネルおかざき
動画サイトをご覧ください。

チャンネルおかざき
動画サイトをご覧ください。

狭あい道路の拡幅整備

　転倒の恐れのあるブロック塀などの撤去工事をする
場合（設置費用は対象外）、工事費用の一部を補助しま
す（上限10万円。先着）。12月27日㈮まで

ブロック塀など撤去費の補助

　龍北総合運動場（真伝町）で新たなテニスコートと
サッカー・ラグビー場を、12月1日㈰からご利用いた
だけます。詳細は下記の利用案内をご覧ください。
　なお、11月30日㈯はテニスコートを無料開放し、
サッカー・ラグビー場では小学3、4年生を対象に
「サッカー教室」を行います。申込は11月10日㈰9時～
17日㈰17時に龍北総合運動場クラブハウスへ直接。
詳しくは電話（Л070Д2329Д3979）で問い合わせを。

スポーツ振興課　☎23Д6531

Я23Д7182

News

1 龍北総合運動場で新たなテニスコートと
サッカー・ラグビー場を供用開始します。

◆利用時間／9時～17時（水曜日休館）
◆利用料金／・新テニスコート＝2時間650円（土・日曜日、祝日は850円）
　　　　　　・サッカー・ラグビー場＝3時間3,750円（土・日曜日、祝日は4,650円）
◆利用申込／施設予約システムで（事前に利用者登録が必要）。
　　　　　　・新テニスコート＝11月1日㈮～
　　　　　　・サッカー・ラグビー場＝11月11日㈪～
◆そ の 他／人工芝で雨天でも利用可能です。なお、アーチェリー場と旧テニスコートは、
　　　　　　12月1日以降利用できません。

龍北総合運動場鳥瞰図

▲テニスコートと
　サッカー・ラグビー場

【利用案内】

施設予約　
システム▶

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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●日時／11月23日㈷　17時～19時
　　　　（明代橋からの放流は18時30分まで）
●場所／乙川（明代橋～潜水橋周辺）

同時開催イベント
Ю「いのり星®」の放流体験
●時間／16時45分～18時45分受付
●内容／泰平の祈り記念手ぬぐい付き
●定員／当日先着500人
●費用／1,000円

Ю乙川ナイトマーケット
●時間／12時～21時
●内容／グルメ屋台や手作り雑貨など約60店舗

Юわくわくキッズワールド「乙川マイムマイムフェス」
●時間／10時～15時
●内容／「逃走中」や各種ゲーム、遊びコンテン
ツや音楽フェスなど約20店舗

青く光るLEDを内蔵した「いのり星®」約30,000個を乙川に放流

公園緑地課　Л23Д7406　Я23Д6559観光推進課　Л23Д6384　Я23Д6731

三河武士のやかた家康館　Л24Д2204　Я24Д2247

ライトアップ期間
11月22日㈮～12月8日㈰　17時～21時

Event
岡崎泰平の祈り11 主催：岡崎泰平の祈り実行委員会

乙川リバーフロント推進課　☎23Д6490　Я23Д6983

●日時／①11月22日㈮　17時～21時
　　　　②11月30日㈯　10時～15時
●内容／①岡崎ジャズストリートによるJazz演

奏、飲食販売
　　　　②ステージイベント、ワークショップ、

抹茶体験、高所作業車体験、飲食販売、
岡崎女子短期大学による東公園オリエン
テーリングなど

Event

4 東公園　紅葉まつり

●日時／11月23日㈷・24日㈰　10時～19時
●場所／岡崎公園
　　　　メイン会場：多目的広場
　　　　サブ会場　：二の丸能楽堂
●内容／岡崎ならではのご当地グル
　　　　メが集結！

Event

2 岡崎グルメフェス

●日時／11月23日㈷～令和2年1月13日㈷　17時～22時
　　　　（12月31日㈫は翌5時まで）
●場所／岡崎公園
●内容／毎週土・日曜日、祝日
　　　　は売店とキッチンカー
　　　　が20時まで営業

Event

3 岡崎イエヤスコウイルミネーション2019

総合監修：天の川プロジェクト®

天の川プロジェクト®

※「いのり星®」は㈱ランドマーク・ジャパンにより特許取得・商標登録されています。

龍城神社

菅生神社

P
P

P

P

P

P

P
P P

P
P
P

P

P

　

P 有料駐車場
※無料駐車場はありません。
　公共交通機関をご利用ください。

康生通南

国道1号
愛
知
環
状
鉄
道

483
東岡崎駅

明代橋・殿橋・潜水橋では立ち止まらないでください。

国
道
2
4
8
号

中岡崎駅

岡崎公園
前駅

わくわくキッズワールド

岡崎公園

籠田
公園

名鉄名古屋本線
明
神
橋

名鉄乙川鉄橋

いのり星®
放流ゾー

ンいのり星®
放流ゾー

ン

いのり星Ⓡ
特別放流受付

殿橋南

愛知県
西三河庁舎

当日の開催の有無については、泰平の祈り特設ホームページで確認を。
www.taihei-inori.com

県道岡崎
幸田線

運営本部

三角灯篭エリア

オープニング
セレモニー

乙川ナイトマーケット

Parlorニューポートビーチ

グルメフェス

イルミネーション

潜水橋

乙川
殿橋

明代橋

Okazaki News & Topics
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ふれあいドーム岡崎　Л43Д0123　Я43Д0122
おかざき農遊館　Л46Д4700　Я46Д4701
道の駅「藤川宿」　Л66Д6031　Я66Д6032

JAまつり セール

11月8日（金）～10日(日)
ポイント抽選会（8日を除く）、振る舞いなど

Л43Д0123　Я43Д0122

ふれあいドーム岡崎

Ю初冬の寄せ植え講習会
日　時
場　所
定　員
費　用
持ち物
申　込
Юフルーツサンドまつり
日　時
内　容

Ю歳末感謝祭餅つき大会
日　時
内　容

11月20日㈬・23日㈷　10時～12時
多目的室
各24人（先着）
3,500円
直径30㌢の鉢
11月8日㈮から直接または電話で。

11月24日㈰　11時～
フルーツサンドの合同販売
（無くなり次第終了）

12月1日㈰　9時30分～
つきたてのおもちの無料配布
（無くなり次第終了）

南公園

日　時

場　所

11月10日㈰・23日㈷、
12月7日㈯・15㈰、令和
2年1月12日㈰・25日㈯、
2月23日㈷・29日㈯、3
月7日㈯・15日㈰
①11時②13時③15時
遊園地なかよしの塔前

岡崎公園

三河武士のやかた家康館　Л24Д2204　Я24Д2247

日　時
申　込

早朝探鳥会（雨天中止）

11月24日㈰　7時（花時計前集合）～8時
当日集合場所へ。

公園緑地課　Л23Д6399　Я23Д6559

日　時

場　所
内　容

秋季緑化植物展示会　秋季さつき展

三河皐
さ

月
つき

会／11月7日㈭～10日㈰、岡崎さつき
愛好会／11月14日㈭～17日㈰、盆栽講習会（手
入れ指導など）／11月16日㈯　①10時②14時
三河武士のやかた家康館前
展示・即売。相談コーナーあり。

各イベントは、天候により変更・中止あり。

Л52Д9095　Я77Д4511
大道芸人によるパフォーマンスショー

日　時

場　所
内　容

11月10日㈰　10時～15時（材料がなくなり次
第終了）
交通広場管理棟南特設テント
木の実や落ち葉を使った自然工作教室

Л51Д4426　Я77Д4511自然工作教室

日　時
持ち物
申　込

12月5日㈭　9時（第1駐車場横の藤棚集合）～12時
あれば双眼鏡
当日集合場所へ。

Л51Д4426　Я77Д4511探鳥会（雨天中止）Л45Д7230　Я45Д7458（月曜日休館）
奥殿陣屋

●秋まつり　収穫祭／11月30日㈯、12月1日㈰　10時
～15時。野菜の青空市など（無くなり次第終了）

●手編み作品展／11月19日㈫～24日㈰
Ю以下のイベントは雨天中止
●骨とう市／11月17日㈰　9時30分～15時
●陣屋てづくり市／12月1日㈰
●和太鼓（かがり火）公演／12月8日㈰　11時30分、13時

Л46Д4700　Я46Д4701

おかざき農遊館

Ю餅つき大会
日　時
内　容

11月10日㈰　9時30分～
つきたてのおもちの無料配布（無くなり次第終了）

&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。
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おかざき自然体験の森
Л45Д5544　Я45Д5891（月曜日定休）

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。

場　所
申　込
Ю植物観察会　木の実・木の葉で飾るケーキを作ろう
日　時
定　員
Ю森の冬仕事とこんにゃく作り
日　時
定　員

管理棟
11月22日㈮9時から電話で（先着）。

12月14日㈯　9時～12時
20人　　費　用　100円

12月21日㈯　9時30分～12時
10家族　　費　用　1家族100円

その他の自然体験イベント

日　時
対　象
持ち物
申　込

少年自然の家　ミニかどまつを作ろう

12月14日㈯　9時30分～14時30分
小中学生を含む10家族（抽選）
昼食・水筒・雨具・軍手
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「ミニかどま
つ」係へ。11月23日㈷必着

Л47Д2357　Я47Д3536

日　時
対　象
申　込

こども自然遊びの森　わんパーク
ふたご座流星群ウオッチング

12月14日㈯　18時～19時30分
3歳以上親子15組（先着）
11月22日㈮9時から電話で。

Л・Я82Д3511（火曜日定休）

日　時
場　所
定　員
申　込

酒かす料理講習会

①12月11日㈬②12月12日㈭　10時～
①おかざき農遊館②ふれあいドーム岡崎
各20人（先着）
11月8日㈮から
希望の施設に直
接または電話で。

おかざき農遊館　Л46Д4700　Я46Д4701
ふれあいドーム岡崎　Л43Д0123　Я43Д0122

日　時
場　所
内　容
対　象
申　込

岡崎中央総合公園　親子里山散策教室

12月7日㈯　9時15分～10時30分（雨天翌日）
岡崎中央総合公園健康の森周辺
草花観察を通して自然に親しむ
小学生親子10組（抽選）
はがき、ファクスに2ページの申込共通項目を
記入し、〒444…0002　高隆寺町字峠1番地　
岡崎中央総合公園「親子里山散策教室」係へ。
11月28日㈭必着

Л25Д7887　Я25Д5815

Л27Д0444　Я27Д0422

Юウン（運）がつくしおりプレゼント
日　時
内　容

対　象
Ю年賀状撮影イベント
日　時
場　所
内　容
定　員
持ち物
申　込

12月1日㈰～　9時～17時
ゾウのふじ子のうんちで作ったしおり
をプレゼント（先着100枚限定）
受験生

11月23日㈷～12月22日㈰　14時30分～15時
東公園動物園ふれあい広場
モルモットを膝にのせて記念撮影
各日先着20組（1組5人まで）
カメラ
当日14時からふれあい広場で整理券配布

ホタル学校（鳥川町）
Л82Д3027　Я82Д3689（月曜日定休）

申　込
Юとっかわ歴史ミステリーバスツアー
日　時

Ю水晶山トレッキング（約7㌔）
日　時

11月7日㈭9時から電話で（先着）。

12月14日㈯　9時（市役所西庁舎ロータリー集合）
～12時（雨天中止）

12月15日㈰　9時～12時30分（雨天中止）

動物総合センター  あにも
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日　時
場　所
対　象
費　用
申　込

フットサル大会
第27回げんき館カップ

1月13日㈷　13時30分～17時30分
屋外健康広場
中学生以上12チーム（先着）
1チーム6,000円
11月23日㈷9時からホームページで。

岡崎げんき館　Л21Д1230　Я21Д1278

Ю①～③共通
申　込

①第19回スケート教室兼記録会
日　時

場　所

対　象
②第2回岡崎市民スポーツウエルネス吹矢大会
日　時
場　所
③第44回岡崎なぎなた選手権大会
日　時
場　所
Ю④～⑦共通
場　所

申　込

④北部中学生ソフトテニス教室
日　時

対　象
⑤小学生ソフトテニス教室
日　時

対　象
⑥レディースソフトテニス教室
日　時
定　員
⑦シニアソフトテニス教室
日　時
対　象

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22日㈮②11月15日㈮③11月
29日㈮必着

12月7日㈯　16時（市体育館
集合）～19時30分
あさひが丘スケートリンク
（西尾市）
小・中学生50人（抽選）

12月7日㈯　9時30分開会式
六ツ美体育館

12月22日㈰　10時開会式
岡崎中央総合公園第1錬成道場

④岡崎信用金庫テニスコート（欠町）⑤～⑦岡
崎中央総合公園庭球場
往復はがきに2ページの申込共通項目と性別、
年齢、④⑤は保護者氏名を記入し、〒444…
0854　六名本町7番地　体育協会へ。11月15
日㈮必着（抽選）

12月～令和2年3月までの土曜日（月3回）　
13時30分～15時30分
中学生60人

12月14日～令和2年3月21日の土曜日ほか　9
時～11時（3月は7時～9時）
小学3～6年生70人

12月～令和2年3月の金曜日　9時～13時
40人

12月～令和2年3月の火・木曜日　9時～11時
50歳以上40人

岡崎中央総合公園 Л25Д7887　Я25Д5815

Юオリエンテーリング教室（初心者向け）
日　時
内　容
対　象
申　込

12月15日㈰　9時～12時
自然に触れながらオリエンテーリングを学ぶ
3歳以上（小学生以下保護者同伴）
直接または電話、はがき、ファクスに2ページ
の申込共通項目を記入し、〒444…0002　高
隆寺町字峠1番地　岡崎中央総合公園「オリエ
ンテーリング」係へ。12月11日㈬必着

Юトレーニングルーム　リニューアル＆フリーウェイトエリア新設
日　時
対　象
費　用

Юスポーツ施設の利用時間延長
日　時

11月12日㈫～　9時～21時
中学生以上
1回310円、1カ月3,190円

12月1日㈰～令和2年2月28日㈮
延長時間／テニスコート＝17時～21時、運動
広場＝17時30分～21時

Ю第17回岡崎市民オリエンテーリング大会
日　時
場　所
内　容
費　用

申　込

12月1日㈰　10時
岡崎中央総合公園第1錬成道場
①小学生②初級③中級④上級⑤グループ
小学生＝無料、18歳以下＝300円、19歳以上
＝500円、グループ＝500円
11月20日㈬までにスポーツ振興課（東庁舎2
階）、市体育館にある申込書に参加費を添えて
市体育館へ直接

Ю各種教室（11月12日～令和2年3月）
詳しくは、岡崎中央総合公園へ問い合わせを。

対　象
費　用
申　込

●ピラティス（60分）／水曜日　10時●ヨガ（各60分）／
火・金曜日　10時、水曜日　19時30分、木曜日　10時、
11時30分●エアロビクス（各60分）／火・水曜日　10時●
バレトン®（各60分）／火曜日　19時30分、木曜日　10時
●ＺＵＭＢＡ®（各60分）／火曜日　11時30分、水曜日　18時、
19時30分●ウオーキング（雨天中止。各90分）／火・木曜日
10時●ノルディックウオーク（各90分）／金曜日　10時

中学生以上
1回410円
当日券売機にて受講券を購入（先着）。教室開
始時間になり次第終了。詳しくは問い合わせを。

スポーツに関する情報をお届けします。
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生活衛生課
Л23Д6068（食品衛生係）
Л23Д6714（感染症対策係）　Я23Д6621

▶人から人へ感染するため、手洗いが非常に重要で
す。特に、トイレの後、調理前は念入りに行い、タ
オルは共用にしない。

▶加熱により死滅するため、食品の中心部までしっか
り火を通す（85℃～90℃、90秒以上）。

▶調理器具やドアノブなどの消毒には塩素系漂白剤
（次亜塩素酸ナトリウム）が有効。

▶感染している可能性のあるかたの吐
物などを処理する際は、塩素系漂白
剤で消毒する。ウイルスを飛散させ
ないこと、周りを汚染させないこと
が重要。

ノロウイルスに
ご用心!

生活衛生課　Л23Д6187　Я23Д6621

　ノロウイルスによる感染症や食中毒が多発します。ノロウイルスは非常
に感染力が強く、感染後、24～48時間で嘔

おう

吐
と

、下痢を発症しますが、症状
がなくても感染している可能性があります。アルコール消毒では効果が低
く、汚物を適切に処理しないと、ホコリやチリなどと一緒に空気中に漂
い、人に感染することがあります。

次のポイントに注意しましょう

　麻薬、覚醒剤、大麻、シンナー、危険ドラッグな
どの薬物は、乱用した本人の健康を害するだけでな
く、犯罪の誘因などの危害をもたらします。薬物乱
用の恐ろしさについて正しい知識を身につけ、危険
な薬物には絶対に手を出さないようにしましょう。

薬物乱用は NO!

健康増進課　Л23Д6715　Я23Д5071
11月17日㈰　13時15分～16時
岡崎げんき館1階市民活動室
自死遺族のかた限定の分かち合いの集い

Ψ

Б

Φ

リメンバー自死遺族の会 in 岡崎

保健企画課　☎23ひ6807　Я 23ひ5041

各30人（抽選）
はがき（〒444…8545）、ファクス（Я23Д5073）に
2ページの申込共通項目と希望教室を記入し、岡崎
げんき館市民会議事務局へ。①11月12日㈫必着②11
月29日㈮必着③12月2日㈪必着

11月27日㈬　10時～13時
岡崎げんき館1階調理実習室
550円
エプロン・三角巾・手拭き・ふきん2枚

12月15日㈰　10時～14時
岡崎げんき館1階調理実習室
野菜を使ったクリスマス料理
550円
エプロン・三角巾・手拭き・ふきん2枚

12月20日㈮　9時20分～13時
岡崎げんき館1階調理実習室・多目的室
免疫力アップのための運動と食事
650円
室内用シューズ・バスタオル・エプロン・三角巾・
ふきん2枚

①②③共通
Λ

Ж

①岡崎の伝統料理を作ろう
Ψ

Б

Ъ

Ч

②栄養ステーション料理教室
Ψ

Б

Φ

Ъ

Ч

③地域ふれあい健康教室
Ψ

Б

Φ

Ъ

Ч

岡崎げんき館市民会議
Л21Д6251　Я21Д6467

①11月8日、12月13日、令和2年1月10日の金曜日
②11月22日、12月27日、令和2年1月24日の金曜日
9時30分～11時30分
がん患者と家族の交流の場
①がん患者と家族　②女性のがん患者

Ψ

Φ

Θ

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

当日
会場へ

当日
会場へ

：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

Health Information
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岡崎げんき館　Л21Д1230　Я21Д1278

冬のげんきまつり

詳しくは館内チラシまたはホームページで確認を。

冬のげんきまつり 1月12日㈰
13日㈷

●日時／1月12日㈰　14時30分～16時
●場所／3階スタジオ
●対象／小学生20人（先着）
●申込／11月23日㈷9時から1階総合受付で。

子ども体力測定
わんぱく度をチェックしよう

●日時／1月13日㈷
　　　　9時30分～10時30分
●場所／屋外健康広場
●対象／年少児30人（先着）
●申込／12月4日㈬9時から1階

総合受付で。

名古屋グランパス　幼児サッカー体験

●日時／1月13日㈷
　　　　11時～12時
●場所／屋外健康広場
●対象／年中児30人（先着）
●申込／12月6日㈮9時から1階

総合受付で。

年少児 年中児

日　時
場　所
内　容
対　象
申　込

地域福祉課　Л23Д6145　Я23Д6857

12月21日㈯　13時30分～15時
岡崎げんき館3階講堂
幼児の事故予防と手当の実技など
未就学児親子25組（抽選）
11月29日㈮までに電話で。市ホームページ
（電子申請総合窓口）から申込可

親子で学ぶ♪乳幼児を守る安全講習

Л53Д3511　Я53Д3642（月曜日休館）

Юクリスマスグッズを作ろう
日　時
費　用
申　込

Юくるくる回転！遊べるお寿司屋さん
日　時
内　容
対　象
費　用
申　込

11月9日㈯～12月25日㈬
300円～
期間中随時受付（小学3年生
以下は保護者同伴）

11月24日㈰　13時～15時
ウレタンで好きなお寿司を作る
小学生以下親子25組（先着）
800円
11月12日㈫10時から電話で。

こども育成課　Л23Д6150　Я23Д6833

　10月31日時点で児童扶養手当を受給している未婚の
ひとり親のかたに対し、臨時・特別措置として給付金を
支給します。申請方法などについては、市ホームページ
または、児童扶養手当現況届の通知で確認を。12月2日
㈪までに申請すると、令和2年1月に支払われます。

未婚の児童扶養手当受給者のかたへ
給付金の申請をお忘れなく

こども育成課　Л23Д6150　Я23Д6833

11月分から年6回支払いに変更します。詳しくは問い合
わせを。

児童扶養手当・遺児手当の支払い回数が変更になります

おかざき世界子ども美術博物館
親子造形センター教室

日　時
場　所
内　容
費　用
申　込

岡崎げんき館　Л21Д7733　Я21Д7738

10時～11時（4回コース）
岡崎げんき館3階スタジオ
ヨガ、血圧測定、体調チェック
2,040円（4回分）
岡崎げんき館2階受付へ直接。詳しくは、館内
にあるチラシやホームページで確認を。

12月1日㈰

1月4日㈯

2月1日㈯

開催日に生後3カ月～1歳未満
（平成31年1月生まれは可）の
母子30組（先着）
開催日に生後3カ月～1歳未満
（平成31年2月生まれは可）の
母子30組（先着）
開催日に生後3カ月～1歳未満
（平成31年3月生まれは可）の
母子30組（先着）

対象・定員日　程 申込開始日

ゆあさ流！げんき塾
ベビママハッピー YOGA（1・2・3月）

2月1日～22日の
土曜日

1月4日～25日の
土曜日

2月29日～3月28日
の土曜日
（3月14日を除く）

子ども・子育てに関する情報をお届けします。
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児童育成センター通年利用児童募集
■期間／令和2年4月1日～令和3年3月31日（土曜日は拠点開所）
■対象／昼間、仕事などで家庭に保護者がいない小学生
■費用／月額7,000円※春・夏・冬休み期間中の月～金曜日は

別料金で7時30分から利用可

民間児童クラブの児童募集 留守家庭の小学生が、安心して放課後を過ごせる場所として、法人が
運営する民間児童クラブがあります。詳しくは最寄りの児童クラブへ。

■定員／各施設による（選考）
■申込／こども育成課（福祉会館2階）、各児童育成セン
ターにある申込書（市ホームページから入手可）を、11
月15日㈮～12月16日㈪に希望の児童育成センターへ。

電　話施　設　名
Л71Д0388

Л23Д7891

Л45Д1357

Л58Д0400

Л25Д7740

Л71Д1160

Л28Д1181

Л32Д5340

Л55Д5390

小豆坂（戸崎町）
井田（稲熊町）
岩津（岩津町）
上地（上地3丁目）
梅園（稲熊町）
岡崎（針崎町）
男川（大平町）
北野（橋目町）
城南（城南町）

電　話施　設　名
Л22Д1470

Л25Д4500

Л22Д0707

Л55Д5341

Л53Д2654

Л46Д1005

Л82Д4588

Л55Д5950

Л21Д5288

大樹寺（鴨田町）
大門（薮田2丁目）
第2大門（大門4丁目）
竜美丘（竜美東1丁目）
第2竜美丘（竜美台1丁目）
常磐（滝町）
豊富（樫山町）
羽根（羽根町）
広幡（広幡町）

こども育成課　Л23Д6330　Я23Д7292

Л22Д7112

Л22Д1007

Л24Д7776

Л32Д0325

つくしクラブ（城北町）
風の子クラブ（欠町）
あそびばクラブ（井ノ口町）
あおぞらクラブ（矢作町）

電　話施　設　名
Л080Д8979Д9347

Л090Д6586Д2990

Л71Д4174

Л080Д5182Д4832

電　話施　設　名電　話施　設　名
Л54Д1492

Л53Д9005

Л71Д1486

太陽クラブへ

たけのこクラブ（羽根東町）
なかよしクラブ（若松東）
太陽クラブ（上地町）
第2太陽クラブ（福岡町）

めぐみジュニアクラブ（柱町）
学童クローバークラブ岡崎西（大和町）
クローバーフレンズクラブ（福岡町）
学童クラブ　ロータス（緑丘3丁目）

電　話施　設　名
Л48Д6002

Л45Д7660

Л58Д3077

Л51Д1282

Л71Д1739

Л55Д0699

Л53Д4666

Л43Д3319

Л43Д0521

藤川（藤川町）
細川（細川町）
美合（岡町）
三島（明大寺町）
緑丘（美合町）
六名（上六名3丁目）
六ツ美西部（赤渋町）
六ツ美中部（下青野町）
六ツ美南部（中島東町）

電　話施　設　名
Л58Д2540

Л48Д8010

Л31Д1213

Л34Д0313

Л31Д1230

Л32Д1477

Л48Д5774

Л26Д3560

六ツ美北部（井内町）
本宿（本宿町）
矢作北（森越町）
矢作西（宇頭町）
矢作南（大和町）
第2矢作南（大和町）
山中（山綱町）
連尺（城北町）

日　時
場　所
内　容
対　象
申　込

Л25Д7887　Я25Д5815

12月21日㈯　10時～11時30分
総合体育館エントランス会議室
公園の竹を利用してミニ門松を作る
小学生親子5組（抽選）
はがき、ファクスに2ページの申込共通項目を
記入し、〒444…0002　高隆寺町字峠1番地　
岡崎中央総合公園「森のワークショップ」係
へ。12月15日㈰必着

岡崎中央総合公園
森のワークショップ～親子で作ろう正月飾り～

日　時
場　所
内　容

対　象
費　用
申　込

保健企画課　Л23Д6807　Я23Д5041

12月15日㈰　10時～12時
岡崎げんき館3階講堂
岡崎女子大学・短期大学生によるクリスマス
グッズ制作や楽しいゲーム
3歳から小学3年生50人（抽選）
200円
はがき（〒444…8545）またはファクス（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事務局「クリスマス会」係
へ。11月20日㈬必着

岡崎げんき館市民会議　クリスマス会

日　時
場　所
内　容

対　象
費　用
申　込

健康増進課　Л23Д6962　Я23Д5071

12月8日㈰　10時～13時
岡崎げんき館1階調理実習室
えびピラフ、牛乳、コーンスープ、フライ
ドチキン、ちょうちょマカロニのサラダ、
コーヒー牛乳の素
小中学生親子30人（抽選）
1食350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、性別
を記入し、保健所健康増進課「人気の学校
給食メニューを作ってみよう」係へ。11
月15日㈮必着。市ホームページ（電子申
請総合窓口）から申込可

人気の学校給食メニューを作ってみよう

Pickup

親子で食育
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Pickup

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）　

公衆衛生センター3階　☎55Д0751
（担当：竜美包括支援センター）

11月20日㈬
14時～15時30分

特別養護老人ホームくわがい
☎48Д8780

11月17日㈰
13時30分～15時30分しゃぼん玉

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

11月13日㈬

八丁珈琲
さくらの里店

介護老人保健施設さくらの里
☎24Д1011 10時～12時

11月17日㈰

会場・連絡先 日　時カフェ名

13時～15時
11月12日㈫

13時～16時
11月24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
12月 7 日㈯

10時～12時
12月 3 日㈫

仁木珈琲
レジデンス店

特別養護老人ホーム
さくらレジデンス内　☎66Д2122

14時～15時
12月 1 日㈰ほそかわスミレ

音楽喫茶
特定施設老人ホーム　岡崎介護
センタースミレ　☎45Д1714

13時30分～15時
12月 8 日㈰さわやかカフェ

かぐや姫
グループホームかぐや姫
☎71Д1116

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）

 9 時～11時
12月 8 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

対　象
申　込

オレンジカフェ

認知症のかたと家族、地域のかた
当日会場へ。

葵　茶屋

日　時

場　所
内　容

在宅医療介護連携市民講演会
人生会議 ～決めなくてもいい　いっぱい話をしよう～

11月28日㈭
13時30分～15時30分　
福祉会館6階大ホール
自分の望む医療やケアを信頼できる
人と共有する方法

高年者センター岡崎
西部地域福祉センター
東部地域福祉センター
中央地域福祉センター
北部地域福祉センター
南部地域福祉センター

Л55Д0116

Л34Д3211

Л48Д8090

Л25Д7701

Л45Д8790

Л43Д6600

電　話
11月12日㈫
11月22日㈮
11月29日㈮
12月 2 日㈪
12月 9 日㈪
12月19日㈭

日　程会　　場

日　時
内　容
対　象

元気ハツラツ！出張測定
高年者センター岡崎　Л55Д0182　Я55Д0156

長寿課　Л23Д6774　Я23Д6520

13時30分～15時
血圧測定、お口のチェック
60歳以上

当日会場へ。

当日会場へ。

人

会場・連絡先 内容日　程 時　間 定員

10時～12時

13時30分～15時30分
10時～12時

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
②
③
④
①
⑤
③
④
②
④
⑤
③

30

20

25

30

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

11月19日㈫
12月 3日㈫
11月20日㈬
12月 5日㈭
12月18日㈬
11月26日㈫
12月13日㈮
11月27日㈬
12月 4日㈬
11月29日㈮
12月 6日㈮
11月29日㈮
12月10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回想法～楽しく脳活しよう～④リズムに合わせて3B
体操⑤整

せい

膚
ふ

で学ぶ健康術～皮膚をひっぱる健康法～
65歳以上
室内用シューズ
11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

13時30分
～15時30分

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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家具転倒防止金具
を取り付けます
シルバー人材センターの登録会員が自宅を訪問
し、取り付け可能か調査をした上で行います。

次のいずれかに該当するかた
①65歳以上の高齢者のみの世帯に属するかた
②介護保険による要介護度3以上の認定を受けているかた
③65歳以上で生活保護を受けているかた
④身体障がい者手帳1・2級、療育手帳Ａ判定、精神障がい
　者保健福祉手帳１級のいずれかの交付を受けているかた

対　象

印鑑　※②④に該当するかたはその証明ができるもの持ち物

①②③＝長寿課（福祉会館1階）
④＝障がい福祉課（福祉会館１階）へ。

申　込

障がい福祉課　Л23Д6113　Я25Д7650長寿課　Л23Д6147　Я23Д6520

１世帯１回限り
５家具まで無料（冷蔵庫も可）

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＝12月6日㈮
②南部市民センター分館＝11月19日㈫、12月3日㈫
③図書館交流プラザ会議室103＝11月21日㈭、12月12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＝11月7日㈭、③＝11月8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

日　時
場　所
対　象

認知症介護家族交流会

11月26日㈫　10時～12時
福祉会館3階視聴覚室
認知症のかたを介護しているかた

情報交換など

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）

名鉄セントラル
フィットネスクラブ岡崎
☎55Д0055

令和2年1月8日・15日、2月5日・19日、
3月4日・18日の水曜日　10時～12時
令和2年1月10日・24日、2月14日・28日、
3月13日・27日の金曜日　10時～12時
令和2年1月9日・23日、2月6日・
20日、3月5日・26の木曜日
13時30分～15時30分
令和2年1月15日・29日、2月5日・
19日、3月4日・18日の水曜日
10時～12時

西部地域交流センター
担当：大竹接骨院
☎32Д0061

南部地域福祉センター
福祉事業団
☎43Д6600

対　象
申　込

65歳以上各20人（先着）
11月8日㈮から電話で各担当へ。

ワン　　　　　　　　　ツー　　　　　　　　　スリー こうくう

中央地域福祉センター　Л25Д3199　Я25Д7713

当日会場へ。

当日会場へ。

会　場 日　　　時

中央地域
福祉センター

12月18日・25日、令和2年1月8日・15日・
22日・29日、2月5日・12日・19日・26日の
水曜日　13時30分～15時30分
12月5日・12日・19日・26日、令和2年1月
16日・30日、2月13日・27日、3月12日・
19日の木曜日　13時30分～15時30分
12月3日・10日・17日・24日、令和2年1月
7日・14日・21日・28日、2月4日・18日の
火曜日　14時～16時

西部地域交流
センター
（やはぎかん）

はるさき
健診センター

対　象
申　込

65歳以上各20人（抽選）
往復はがきに郵便番号・住所、氏名（ふりがな）、
年齢、電話番号、希望の会場を記入し、〒444
…8601　長寿課「頭と体の認知症予防スクー
ル」係へ。11月26日㈫必着

頭と体の認知症予防スクール（10回コース）
認知症の基礎知識・コグニサイズなど

日　時
場　所
内　容

岡崎シニア　ワクワクシンポジウム
～認知症になっても住み続けたいまちを目指して～

12月2日㈪　13時～15時30分
福祉会館6階大ホール
認知症に関するシンポジウムや認知症予防体操など

会場・担当 日時・内容

11月20日㈬　10時～11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。

高齢者の栄養

11月25日㈪　10時～12時
役立つ介護方法

11月27日㈬　13時30分～15時
排泄ケアは介護の基本

11月25日㈪　13時30分～15時
認知症への寄り添い方

11月20日㈬　13時30分～15時30分
自力を生かした介助方法、交流会

11月29日㈮　10時～12時
高齢者施設の選び方、交流会

中央地域福祉センター
担当：中央地域包括支援
センター　☎25Д3199

高年者センター岡崎
☎55Д8399

南部地域福祉センター
担当：南部地域包括支援
センター　☎43Д6299

イズモホール岡崎　貴賓館
担当：ふじ地域包括支援
センター　☎55Д0192

大門学区市民ホーム
担当：さくら地域包括支援
センター　☎73Д3377

連尺学区市民ホーム
担当：社会福祉協議会地域包括
支援センター　☎23Д1105
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岡崎市民会館 あおいホールの公演 Л21Д9121　Я21Д6973

片岡愛之助 特別公演 演目：義経千本桜「吉野山」
共演：澤村宗之助

トークショーと、「歌舞伎の女方ができるまで」を実演にて特別にご覧いただきます。
片岡愛之助の魅力全てお魅せします。

2月28日㈮ 18時30分開演

※未就学児の入場不可。内容は一部変更する場合あり。
■チケット（全席指定）／6,900円

11月17日㈰10時から岡崎市民会館の電話またはホーム
ページ、中京テレビ事業チケットセンター、チケットぴあ、
ローソンチケット、イープラスなどでも販売

11月16日㈯10時から岡崎市民会館窓口へ直接
チケット発売

トー
片岡

2
※未
■

22月1日㈯

少年社中・東映プロデュース

宇宙飛行士毛利衛が書いた児童文学「モマの火星探検記」を原作とした公演。
時空を超えた感動のファンタジー作品が最高のキャストで岡崎に登場！

①13時 ②17時30分①13時 ②17時30分 2月2日㈰ ①12時 ②16時30分①12時 ②16時30分

※あおい倶楽部先行予約あり

■チケット（全席指定）／8,800円
12月1日㈰10時から岡崎市民会館の電話またはホームページ、中京テレビ事業
チケットセンター、チケットぴあ、ローソンチケット、イープラスなどでも販売11月30日㈯10時から岡崎市民会館窓口へ直接

チケット発売

愛知公演

ユーリ役  生駒里奈モマ役  矢崎 広

まもる

日　時
内　容

申　込

スチューデントジャズコンサート inＮＥＯＰＡＳＡ岡崎
市民協働推進課　Л23Д3175　Я23Д3165

11月10日㈰　11時～
岩津中学校吹奏楽部、
矢作中学校吹奏楽部に
よるジャズコンサート
当日会場へ。

文化財移動教室　後期 社会教育課　Л23Д6177　Я23Д6643

① 11月22日㈮ 三河地方の天台・真言宗寺院を訪ねる －寺院建築の視点から－
市役所－甲山寺－滝山寺、日吉山王社、滝山東照宮－道の駅「藤川宿」：昼食－財賀寺（豊川市）－市役所

③ 11月28日㈭ 古代寺院跡を訪ねる
市役所－北野廃寺跡－真福寺－市役所：昼食－三河天平の里資料館（豊川市）、三河国分尼寺跡（豊川市）－三河国分寺跡（豊川市）－
三河国府跡（豊川市）－市役所

市役所－高月院、松平東照宮、松平郷館、松平城跡（豊田市）－奥殿陣屋：昼食－信光明寺－西光寺：千人塚－大樹寺－市役所
② 11月26日㈫ 松平氏を訪ねて

■時間／8時45分（市役所集合）～17時　　■対象／小学生以上各28人（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（後期）」係へ。①11月8日㈮ ②11月12日㈫ ③11月14日㈭必着

共通

旧本多忠次邸
Л・Я23Д5015（月曜日休館）

Ю開館時間　9時～17時（入館は16時30分まで）
●ミニ振り袖とデザイン書展／11月13日㈬～17日㈰
●季節の中のテディベア展／11月29日㈮　10時30分
～12月1日㈰　16時30分●細川流盆石展／12月6日㈮
10時～8日㈰　15時30分

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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※未就学児の入場不可。内容は一部変更する場合あり。

■チケット（全席指定） シビックセンター、チケットぴあ Л0570Д02Д9999（セブンイレブン、ファミリーマートで購入可）
ローソンチケット Л0570Д084Д004（ミニストップで購入可）
ツルタ楽器岡崎店 Л53Д8950、芸文プレイガイド Л052Д972Д0430
名鉄ホールチケットセンター Л052Д561Д7755 ※営業時間は各プレイガイドで異なります。

シビックセンター　Л72Д5111　Я72Д5110チケット発売 10月26日㈯～

一般：3,500円
学生（25歳以下）：2,000円

藤原道山×SINSKE
～尺八とマリンバによる世界最小オーケストラ～

和★SHOWA★

ようこそコロネットシリーズ

2月22日㈯
交響曲第9番「新世界より」（作曲：ドヴォルザーク）、リンゴ追分（作曲：米山 正夫）
映画「ゴジラ」よりメインテーマ（作曲：伊福部 昭）、喝采（作曲：中村 泰士）　ほか

15時開演（14時30分開場）
シビックセンター・コロネット

曲目

藤原道山（尺八）、SINSKE（マリンバ）出演

岡崎市民会館　第11回　落
おち

研
けん

寄
よ

席
せ

Л21Д9121  Я21Д6973

日　時

場　所
申　込

岡崎美術協会（文化振興課内）　Л23Д6432　Я23Д6343

11月29日㈮～12月1日㈰　10時～17時30分
（最終日は16時まで）
美術館第5・6展示室
寄付（1口5,000円）をしていただいたかたに
色紙を進呈します。また、会員の新作小品を
チャリティ価格で販売（一部寄付）

年末助け合い色紙展・新作小品展

日　時

場　所
入館料

三河武士のやかた家康館　企画展
武具に込められた祈り

Л24Д2204　Я24Д2247

11月16日㈯～令和2年1月26日㈰　9時～17時
（入館は16時30分まで）
特別展示室、1階展示室
大人（中学生以上）360円／小人（5歳以上）
200円※市内小中学生、65歳以上、各種障がい
者手帳所持者と介助者、戦傷病者手帳、被爆者
健康手帳、Withカードのいずれかをお持ちの
かたは無料（各種手帳を提示）

美術館 Л51Д4280　Я51Д4074（月曜日休館）

展覧会の日時など、詳しくは電話または
館内のチラシ、市ホームページで確認を。
日　時　10時～18時（入場は17時30分まで。
　　　　最終日は早めに終了）
●青陽会展（絵画）●第47回竜城写真展●彩遊クラブ
水彩画展●第59回二科三河グループ展（絵画）●第20
回はなさかびより展（総合）●第46回北

ほく

杜
と

会展（絵画）
●ハートフルっ子展第28回特別支援学校合同作品展
（総合）●第42回働く者の作品展（総合）●ろうけつ草
木染高木春美同人会作品展●赤い羽根協賛児童生徒作
品コンクール作品展（書道・ポスター）●第54回あすな
ろ会作品展（総合）●ラスコー会展（絵画）●第15回萌
の会六ツ美展（絵画）●虹色の無垢　馬場慧絵画展

日　時
場　所
内　容
定　員
申　込

令和2年1月11日㈯　13時30分
甲山会館
小学校の落語部と大学落語研究会による落語会
250人（先着）
11月17日㈰9時から岡崎市民会館、せきれい
ホール、竜美丘会館で整理券配布

日　時

場　所
内　容

第33回文協文化祭
岡崎文化協会（文化振興課内）Л23Д6975　Я23Д6343

11月9日㈯・10日㈰　10時～16時（茶席の受
付は15時まで）
竜美丘会館
茶席、絵画、書道、華展、着物ショーなど

さとし

Art & Culture
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ＳＮＳフォロワー合計65万人を超えるファッションモデル「越智ゆらの」をはじめ、
アイドル、イケメン、ベテランなど豪華キャスト陣と新進気鋭の若手監督が織りなす、
短編4連作のオムニバス映画！　全編を岡崎市内で撮影しました！

オール岡崎ロケの映画！オール岡崎ロケの映画！

キャスト／越智ゆらの、小越勇輝、
　　　　　神保悟志、茜結、土許麻衣、
　　　　　内海啓貴、櫻井保幸　他

テーマソング／
　きゃわふるＴＯＲＮＡＤＯ
　　　「星空ディスティネーション」
　たけやま３．５「恋空チャイム」

に

ー ／ーマソング／

岡崎市公式
応援サイト!
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248

248

248

1

あなたのご近所で
撮影したかも！？

とは？

関連イベント

岡崎めろんぱん（仮称）

映画やドラマといった映像作品の撮影
を誘致する活動のことです。岡崎フィ
ルムコミッションでは、映画やドラマ
の他、ミュージックビデ
オやＣＭ、YouTube、バ
ラエティ、情報番組など、
幅広く支援しています。

オカザキ製パンが、撮影の小道具
として提供してくれたメロンパン
が商品化！キャスト・スタッフか
らも大好評でした。

11 月2日㈯・3日㈷
岡崎公園、乙川河川敷

11月23日㈷・24日㈰
岡崎公園多目的広場

11月29日㈮～
イオンシネマ岡崎

11月30日㈯、12月1日㈰
イオンシネマ岡崎

●商工フェア

●グルメフェスティバル

●特別先行上映

●舞台挨拶

市内のイベントで、

映画の告知を行います
。

岡崎フィルムコミッション事務局　Л23Д6609　Я23Д6731

人気 YouTuber 東海オンエアも支援

カクキュー八丁味噌倉庫
南公園

み　　そ

写真撮影にもよく利用される教
会風の外観と趣ある味噌蔵。伝
統ある風景で、多くのシーンを
撮影しました。

野球をやっていた人は一度は行
ったことがあるであろう、中日
バッティングセンター。出演者
の皆さんもホームラン目指して
挑戦しました！

デートシーンを撮影中の
越智ゆらのさんと内海啓
貴さん。2人が座ってい
るのは、石でできたあの
オカザえもんベンチ！

バー・ネクタードール

作中に登場する女性陣の
溜まり場。上品でおしゃ
れなバーです。

中日バッティングセンター

ロケ地マップは各イベント会場で配布します！

180円（税込）
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9月28日㈯

森の女子会に参加してみませんか？
きこり＆茶摘み体験ツアー

キュートな肉球！
～愛犬の足型をとろう～

9月13日㈮

米国学生が日本文化を学ぶ
Japanese culture is wonderful !

9月9日㈪ 9月6日㈮

化学って何だろう？
サイエンスショー in 大西保育園

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

　平成27年度から制作を進めてきた「徳川家康公の騎馬像」がいよいよ完成を迎え、11月2日㈯
にお披露目となります。同じ日にオープンする名鉄東岡崎駅前ペデストリアンデッキ上の中央広

場に設置されるこの像は、台座を含め9.5㍍という日本最大級の高さと偉
い

容
よう

を誇り、駅のホーム
や車窓からも眺められる、まさに岡崎の新しいシンボルとなります。人生の再出発を期して松平
から徳川に姓を改めた25歳の若き家康公像が、観光スポットとしてだけでなく、大志を抱き
旅立つ若者や、さらなる飛躍を誓う人たちの気持ちを後押しする場になればと考えております。
　そして何より嬉しいのは、1億円を超す制作費のほとんどが、多くの企業や個人のかたからの

御寄附により賄われていることです。このことは本市が家康公の生誕地であることを誇りに思
う市民の皆さんの　“強い愛郷心”　を物語っており、「夢ある新しい岡崎」を築くうえで、誇る
べき財産であると感じています。

新たな岡崎のシンボル
市長室より

from mayor

Dream City

 O
ka

za
ki

夢ある新しい
おかざき

まかな

「ヱヴァンゲリヲンと日本刀展」で、
大好きなオカザえもんと共演

11月9日㈯のクルまつりにも登場 !
日本レースクイーン大賞新人部門・準グランプリ!

橘　香恋 さん

1996年11月8日生まれ。ゲームが趣味の22歳。
◆たちなば　かれん さん

きた　の　はい　じ

SStory
わたし物語
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小中学生の税に関する作品展
岡崎税務署　Л58Д6511

納税課　Л23Д6123　Я23Д5970
Ψ 11月1日㈮～12月1日㈰　8時30
分～22時

Б シビックセンター1階ロビー

知っておきたい土地のキホン
空き家と跡地の利活用
勉強会＆個別相談会
住宅課　Л23Д6024　Я23Д6208
Ψ 11月23日㈷　①13時30分～14時

45分②13時30分～16時30分
Б 図書館交流プラザ①3階会議室301
②2階会議室201

Φ ①売却、賃貸の注意点や利活用の
知識を深める②利活用や処分の悩
みについての個別相談

Λ ①40人②8組（先着）
Ж 11月7日㈭から電話または住宅課
（西庁舎地下1階）にある申込書
（市ホームページから入手可）で。

東部地域福祉センター
東海中学校合唱交流会

Л48Д8090　Я48Д8096
Ψ 11月7日㈭　15時30分～16時30分
Ж当日会場へ。

ヒマナシスターズ
懐かし名曲コンサート
高年者センター岡崎　Л55Д0116

Я55Д0156
Ψ 11月22日㈮　13時30分～15時
Φ昭和の名曲を一緒に歌う
Ж当日会場へ。

岡崎の特産物の試食即売！
じねんじょフェア
農務課　Л23Д6199　Я23Д8970
Ψ 11月23日㈷・24日㈰　9時～15時
（試食は24日10時～※無くなり次
第終了）

Бおかざき農遊館

Webで話題化する方法を考える
効果的なプレスリリース活用セミナー

商工労政課　Л23Д6212
Я23Д6213

Ψ 11月11日㈪　18時～20時30分
Б図書館交流プラザ3階会議室
Λ 30人
Ж OKa-B izホームページの申込
フォームで。詳しくは商

　工労政課またはOKa-Biz
　（Л26Д2231）へ。

シニア世代をどう生きるか？
生涯現役実現セミナー

商工労政課　Л23Д6214
Я23Д6213

Ψ 11月28日㈭　14時～16時
Б竜美丘会館
Θ 55歳以上の再就職希望者または

65歳以上のかた10人（先着）
Ж 11月7日㈭から電話で生涯現役就
労サポートセンター（Л052Д446
Д6830）へ。

成年後見制度市民講演会
どう使えるのか、使うのか？
知っておきたい成年後見制度

地域福祉課　Л23Д6922
Я23Д7987

Ψ 12月14日㈯　14時～16時
Б福祉会館6階ホール
Λ当日先着150人

●時間／10時、13時～
●場所／三河武士のやかた家康館前
●内容／おかざき観光ガイドによる
　　　　お堀めぐり、ミニ講座
●定員／各60人　　●費用／200円

申込方法など詳しくは
ホームページで確認を。
http://www.okazakimatsuri.jp/Birth/

家康公生誕祭実行委員会（岡崎市観光協会内）　☎64Д1637　Я64Д1638

第7回

ホームページで確認を。

●
●
●
　
●

しくは申込方法法など詳

7第7回第7回

参加者募集

要事前申込

要事前申込

12月21日㈯
岡崎城清海堀めぐり

●時間／11時～、13時30分～
●場所／巽閣休憩所・龍城神社前
●定員／各150人（先着）

家康公献上餅つきと
花餅かざり

●時間／18時（17時30分龍城神社受付）
●内容／蟇目の矢でお清めの後、初子神輿ととも

にお宮入りし、龍城神社本殿にて御祈祷
●定員／15人
●費用／2,000円（御祈祷・蟇目の矢・お守り付き）

要事前申込

12月22日㈰
初子祝い

●時間／16時30分（六所神社集合）、16時45
分（籠田公園・家康公ひろば集合）、

　　　　17時30分（産湯の井戸集合）

提灯行列（申込不要）

ひき　め　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　み　こし

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………P28

●暮らし………P28

●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。

シネマ・ド・りぶら
「キリマンジャロの雪」上映会

市民活動センター　Л23Д3114
Я23Д3142

Ψ 11月28日㈭
　 ①10時30分②14時③18時30分
Б りぶらホール
Λ 当日先着280人※託児（500円。
①②のみ）は1週間前までに電話で。

やはぎ大
だい
楽
がく
ものづくり講座

クリスマスリースの飾りつけ体験
西部地域交流センター

Л33Д3665　Я32Д7771
Ψ 11月30日㈯　10時～12時
Λ 15人（先着）
Ъ 1,000円
Ж 11月8日㈮から西部地域交流セン
ターにある申込書に参加費を添え
て直接

岡崎市民会館　サロンコンサート
Л21Д9121　Я21Д6973

Ψ 12月17日㈫、令和2年1月17日㈮
　 13時30分
Б あおいホールサロン
Λ 当日先着各78人
Ъ 500円

男性の家事参画講座
親子でできる整理整頓・
お掃除講座

男女共同参画課　Л23Д6222
Я23Д6626

Ψ 11月30日㈯　13時30分～15時30分
Б図書館交流プラザ創作室
Θ小学生父子10組（抽選）
Ж はがき、ファクスに2ページの申
込共通項目を記入し、〒444…
8601　男女共同参画課「男性家事
参画講座」係へ。11月18日㈪必
着。託児あり。詳しくは、市ホー
ムページで。

雇用保険求職活動認定事業
ママたちの就職説明会

男女共同参画課　Л23Д6222
Я23Д6626

Ψ 12月13日㈮　10時～13時　企業
PR＝10時～11時、個別相談会＝
11時～13時、就活ミニセミナー
11時～11時30分、適性検査、相
談・カウンセリング＝11時～13
時（先着）

Б図書館交流プラザりぶらホール
Ж 当日会場へ。託児利用のかた、雇
用保険求職活動に係る受講証明書
の必要なかたは、12月6日㈮まで
に電話、ファクス（Л・Я052Д
485Д6996）で2ページの申込共
通項目と年齢をママ・ジョブ・あ
いちへ。ホームページ
から申込可

健幸おとう飯企画
働き世代応援男性料理教室

男女共同参画課　Л23Д6222
Я23Д6626

Ψ 12月7日㈯　10時～13時
Б岡崎げんき館1階調理室
Λ 30人（抽選）
Ъ 600円
Ч三角巾・ふきん3枚・手拭き
Ж はがき、ファクスに2ページの申
込共通項目と年齢を記入し、〒444
…8601　男女共同参画課「男性料
理教室」係へ。11月25日㈪必着

女性のための健康講座
～自分で守ろう！ココロとカラダ～

男女共同参画課　Л23Д6222
Я23Д6626

Ψ 12月14日㈯　10時～12時
Б図書館交流プラザ3階会議室301
Φ 女性特有の健康課題やストレス対
処法などを学ぶ

Θ 20代～50代の女性30人（抽選）
Ж はがき、ファクスに2ページの申
込共通項目、年代を記入し、〒444
…8601　男女共同参画課「健康
講座」係へ。12月2日㈪必着。生
後6カ月以上未就学児の託児あ
り。希望者は子どもの氏名（ふり
がな）、生年月日、性別を記入

健康増進課　Л23Д6639　Я23Д5071

11月17日㈰ 10時～12時
幸田町役場中央公民館ホール

守ろう!! 腎臓
　慢性腎臓病への対策

岡崎・幸田腎友会

慢性腎臓病（ＣＫＤ）対策
講演会 in 幸田町

じんぞう

当日先着
100人

観光協会　Л64Д1637　Я64Д1638

●場所／観光みやげ店（岡崎公園内）、道の駅「藤川宿」、各観光
　　　　案内所など。詳しくは、岡崎おでかけナビで。
　　　　※観光推進課では販売しません。
●内容／A2版7枚構成（表紙を含む）。岡崎のまつりをテーマに、
　　　　岡崎市出身のペン画家・柄澤照文氏がイラストで描く

令和2年版

販売開始 11月28日㈭～
1,100円（税込）

岡崎観光カレンダー

●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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産業人材支援センターまつり

わくわくわくわく体験体験フェフェスタ2019スタ2019

産業人材支援センター　Л52Д4611　Я52Д4631産業人材支援センター　Л52Д4611　Я52Д4631

・ロボットプログラミング
・いすづくり
・光る泥団子づくり　など

ものづくり体験、お楽しみイベント、作品展示・即売コーナー、
包丁・刃物研ぎコーナー、屋外フードコート

体験コーナー
・つみ木つみ大会
・わくわくビンゴ大会
・石の重さ当てクイズ　など

お楽しみイベント

11月30日㈯、12月1日㈰
10時～15時30分

乙川リバーフロント推進課　Л23Д6490　Я23Д6983乙川リバーフロント推進課　Л23Д6490　Я23Д6983

11月9日㈯　12時～20時
場所／乙川河川敷左岸殿橋下流
乙川の水で育てたお米やジビエなどの飲食エリア、地産材を
使った体験、ワークショップなど。詳しくはホームページで。

雨天中止

福祉フェア
介護保険課　Л23Д6682

Я23Д6520
障がい福祉課　Л23Д6163

Я25Д7650
Ψ 11月16日㈯　11時～15時
Б イオンモール岡崎1階セントラル
コート、3階イオンホール

Φ 介護や障がい福祉の普及・促進に
関するステージイベントやパネル
展示。福祉のサービスや仕事に関
する相談コーナー

岡崎の魅力がいっぱい！
冬休み農産物産地ツアー
農務課　Л23Д6195　Я23Д8970
Ψ 12月26日㈭　9時15分（市役所
西庁舎正面玄関集合）～15時50分

Φ 花き生産農家、㈱太田商店、いち
ご生産農家、関連施設などを見学

Θ 小学生を含む家族23人（抽選。1グ
ループ4人まで。未就学児参加不可）

Ч 昼食
Ж はがきまたはファクスに2ページ
の申込共通項目を記入し、〒444
…8601　農務課「冬休み農産物産
地ツアー」係へ。12月2日㈪必着

オカビズセミナー
地域金融機関に求められる
企業支援と地方創生の実現

商工労政課　Л23Д6212
Я23Д6213

Ψ 12月5日㈭　14時～16時
Б福祉会館6階ホール
Γ 日本銀行名古屋支店支店長　清水
季子氏、富士市産業支援センター
f-Bizセンター長　小出宗昭氏　

Λ 100人
Ж OKa-B izホームページの申込
フォームで。詳しくは商
工労政課またはOKa-Biz

　（Л26Д2231）へ。

市立看護専門学校　潜在看護職の
復職支援（カムバック）研修

Л23Д2951　Я23Д2930
Ψ 12月15日㈰　9時～13時　
Φ 最近のトピックス、求人登録案
内、技術練習※希望者のみ12時
30分から岡崎市民病院・岡崎市
医師会などの就職相談あり

Θ 有資格者で西三河地域在住のかた
15人（先着）

Ж 11月19日㈫～12月9日㈪に2ペー
ジの申込共通項目を電話、ファク
スで。

図書館講座
東海テレビ庄野アナと音読を楽しもう

中央図書館　Л23Д3115
Я23Д3165

Ψ 12月8日㈰　10時～11時30分
Б図書館交流プラザ3階会議室301
Γ 東海テレビ株式会社アナウンス部
庄野俊哉氏

Φ 新聞記事などを一緒に声に出して
読む

Λ 80人（先着）
Ж 11月7日㈭9時から中央図書館カ
ウンターへ直接または電話で。図
書館ホームページから申込可

復職保育士などのための
保育園見学会
保育課　Л23Д7230　Я23Д6540
Ψ 12月10日㈫～14日㈯　9時30分
～11時30分

Б百々保育園または福岡南保育園
Θ 保育士または看護師として働くこ
とに興味があるかた

Ж 11月29日㈮までに電話で。詳し
くは、市ホームページで。

こども発達支援センター講演会
「気になる子」の保護者を支えて

Л21Д6431　Я25Д1299
Ψ 12月4日㈬　13時～14時30分
Бこども発達センター体育館棟研修室
Θ 発達に遅れのある子どもの保護者

50人（抽選）
Ж 11月27日㈬までに電話で。

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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生活衛生課　Л23Д6714　Я23Д6621

夜間HIV・性感染症特別検査

世界エイズデー・性の健康週間啓発キャンペーン
●日時／11月25日㈪　17時～
●場所／名鉄東岡崎駅前
●内容／エイズ・性感染症予防啓発物品の配布（なくなり次第終了）

●日時／11月29日㈮　18時～19時
●場所／岡崎げんき館1階保健コーナー
●内容／HIV検査（即日検査）、淋

りん

菌
きん

・性器クラミジア検査、
　　　　梅毒検査（結果は約10日後）。無料。匿名

当日
会場へ

わくわく体験フェスタ2019

障がい者スポーツ体験会
福祉の村　友愛の家　Л21Д8077

Я64Д7999
Ψ 11月30日㈯　10時～12時
Б こども発達センター体育館
Φ 車いすバスケやボッチャの体験
Ж 11月7日㈭9時から直接または電
話、ファクスで福祉の村友愛の家
へ。

第40回岡崎市障がい者スポーツ大会
障がい福祉課　Л23Д6155

Я25Д7650
Ψ 12月1日㈰　9時45分～15時
Б 岡崎中央総合公園体育館
Ж 11月22日㈮までに電話、ファクス
で。障がい者団体会員は各団体へ。

岡崎の特産物を収穫！
じねんじょ手掘り体験
農務課　Л23Д6199　Я23Д8970
Ψ 12月7日㈯　9時～12時（雨天翌日）
Б 恵田町地内
Λ 50口（抽選）
Ъ 1口3,000円（3本程度）
Ж はがき、ファクスに2ページの申
込共通項目（代表者に○印）と申
込口数を記入し、〒444…8601
農務課「じねんじょ手掘り体験」
係へ。11月
18日㈪必着

障がいのあるかたのための講座
クッキング「お正月のごちそう」
福祉の村　友愛の家　Л21Д8077

Я64Д7999
Ψ 12月1日㈰　10時～12時
Б こども発達センター体育館棟調理
実習室

Θ 18歳以上10人（先着）
Ъ 850円
Ж 11月7日㈭9時から直接または電
話、ファクスで福祉の村友愛の家
へ。

ファミリー・サポート・センター
ファミサポ講習会　あなたに
知ってほしい「子どもの虐待」

家庭児童課内　Л87Д5050
Я87Д5051

Ψ 12月5日㈭　10時～11時30分
Б消防本部3階
Θ 受講後援助会員として活動できる
かた

Ж 11月25日㈪までに電話で家庭児
童課へ（託児あり、要予約）。

災害ボランティア支援センター
体験会

社会福祉協議会　Л23Д8705
Я23Д8706

Ψ 12月7日㈯　13時30分～16時
Б福祉会館6階ホール
Φ 災害時ボランティアがどのように
派遣されるのかを体験

Ж当日会場へ。

危険物取扱者第3回保安講習
消防本部予防課　Л21Д9863

Я21Д9821
Ψ 令和2年1月28日㈫～30日㈭の指
定日

Б名古屋市
Θ 危険物取扱者免状を所持し、実際
に危険物施設で作業に従事してい
るかた（原則3年ごとに受講義務
あり）

Ъ 4,700円
Ж 消防本部予防課、各消防署、西三
河県民事務所にある申請書で。12
月12日㈭必着。県危険物安全協会
連合会ホームページから申込可

第73回全国お茶まつり愛知大会
西尾市農林水産課
Л0563Д65Д2135

Ψ 11月16日㈯・17日㈰　10時～20
時（17日は16時まで）

Б 西尾市文化会館から西尾市歴史公
園周辺一帯

Φ 毎年全国のお茶産地で開催されて
いる「全国お茶まつり」が15年
ぶりに西尾市で開催。BOYS AND 
MEN小林豊さんのトークショー、
お茶会、抹茶スイーツフェスなど

デンパーク・ウィンター
フェスティバル（安城市）
デンパーク　Л0566Д92Д7111

Ψ 11月23日㈷～令和2年1月27日㈪
（毎週火曜日、12月30日㈪～1月
1日㈷は閉園※12月24日㈫は開園）

Φ 北欧のクリスマスをテーマに、
50万球以上のイルミネーション
を点灯。今年は人気の花火ショー
（土・日曜日公演）をはじめ、花
木園プラザに新たなイルミネー
ションスポットを設置

●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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中総 2019

岡崎中央総合公園　Л25Д7887　Я25Д5815

●場所／岡崎中央総合公園風の道プロムナード
　　　　（雨天時は野球場）
●内容／市内のパン屋を中心に35店舗が出店

11月29日㈮10時～15時
売り切れ次第終了

消防課　☎21Д9872　Я21Д9821

優良消防団員や功績のあった各種団体の表彰、小型ポンプ操法、消防団
車両による分列行進、一斉放水など。雨天による会場変更は、当日7時
からテレドーム（Л0180Д991Д319）でご案内します。

優良消防団員や功績のあった各種団体の表彰、小型ポンプ操法、消
車両による分列行進 一斉放水など 雨天による会場変更は 当

令和元年度
岡崎市消防団連合観閲式
11月17日㈰　10時 岡崎公園乙川河川緑地

（雨天時は岡崎市民会館）

マイナンバーキャラクター

マイナちゃん

社会教育委員の募集
社会教育課　Л23Д6655

Я23Д6643
Φ 会議に出席し、意見を述べる。任
期は2年。報酬あり

Θ 市内在住・在勤・在学の18歳以上
2人（選考。他の審議会委員との重
複は2つまで）

Ж 履歴書と小論文「社会教育におけ
る家庭・地域・学校の連携について
（800字程度）」を直接または郵送
（〒444…8601）で社会教育課（福
祉会館4階）へ。11月29日㈮必着

令和2年度　保育園・こども園
会計年度任用職員（非常勤）募集
保育課　Л23Д6454　Я23Д6540
Ψ 面接日＝12月3日㈫・4日㈬
Φ ▶ロングパート＝保育士、保育教
諭、看護師、栄養士、業務員）

　 ▶ショートパート＝保育士（一般・
短時間・延長・早朝・休日）、保
育教諭、業務員、作業員、子育て
支援員

Θ 有資格者（子育て支援員は研修修
了証明書のあるかた）。小学校教
諭・養護教諭・幼稚園教諭免許
（修了確認期限内）のあるかたも可
※ショートパート（業務員・作業
員）は資格なしでも可

Ж 11月27日㈬までに直接保育士支
援センター（福祉会館1階。保育
課内）へ※一次募集後も随時募
集。詳しくは問い合わせを。

岡崎市プレミアム付商品券購入
引換券の申請はお済みですか？

地域福祉課　Л23Д6864
Я23Д6857

Φ 申請期限は11月29日㈮です（消印
有効）。購入引換券交付申請書を
持っていて、商品券の購入を検討
されているかたは早めの申請をお
願いします。

マイナンバーカードの交付申請を
お手伝いします
市民課　Л23Д6800　Я27Д1158
Ψ ①11月6日㈬・7日㈭②11月19日
㈫・20日㈬　10時～12時、13時
～16時

Б ①岩津支所1階会議室②南部市民
センター3階第1・第2講習室

Φ マイナンバーカード用写真撮影及
び申請補助

Θ市内に住民登録があるかた
Ч 運転免許証、健康保
険証などの本人確認
書類、通知カード

マイナンバーカード
交付窓口を移設します

市民課　Л23Д6800　Я27Д1158
行政経営課　Л23Д6502　Я23Д6548
Ψ 11月1日㈮～令和4年3月末
Б東庁舎1階総合案内前
Φ マイナンバーカードの交付・申請の
受付、マイキーIDの設定支援など。

「ねんきんネット」で
将来の生活設計を

国保年金課　Л23Д6431
Я27Д1160

岡崎年金事務所　Л23Д2637
Φ ご自身の年金記録や、将来の年金
受給見込額をねんきんネットで確
認できます。詳しくは日本年金機
構のホームページで確認を。年金
相談は、予約受付専用電話（Л05

　 70Д05Д4890　月～金曜日の8時
30分～17時15分）で事前予約を。

住民票などへの旧氏（旧姓）
併記ができるようになります
市民課　Л23Д6134　Я27Д1158
Ψ 11月5日㈫～
Б市民課（東庁舎1階）、各支所
Φ 住民票及びマイナンバーカード、
公的個人認証の署名用電子証明書
に旧氏（旧姓）を併記することが
できます。旧氏が住民票に記載さ
れたかたは、旧氏の印鑑で印鑑登
録ができます。

Ж 本人または代理人が市民課（東庁
舎1階）または各支所へ。詳しく
は市ホームページで。

住宅用地に対する課税の特例
資産税課　Л23Д6103　Я23Д6096
Φ 住宅用地は、課税標準の特例措置
により固定資産税・都市計画税が
軽減されています。令和2年1月1
日時点で建て替え中の土地は、申
告により特例を継続することがで
きます（要件あり）。

Life & Support
暮らし

Wanted
募　集

Information
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犬のふんの放置に
お困りのかたへ
　犬のふんが放置されて
いる場所に貼付し、飼い
主に持ち帰りを促す「犬
ふん放置禁止　監視警戒中カード」を
環境保全課で配布しています。発見日
を記入して貼付してください。町内会
用としては「犬のふん放置禁止」看板
を配布します。

犬の散歩ルールを守りましょう

エチケットバッグプレゼント
●内容／宣誓書に記入していただいた市内在住の飼い主
さんには、限定デザイン（内藤ルネ）のエチケットバッ
グを進呈
●申込／市内動物病院（一部除く）、岡崎げんき館、動物
総合センター、環境保全課（福祉会館5階）にある宣誓
書（市ホームページから入手可）に記入し、環境保全課
へ（無くなり次第終了）。

市では、条例で犬のふんの放置を禁じています。ご協力をお願いします。

環境保全課　Л23Д6476　Я23Д6536

犬の
飼い主
さんへ

©R.S.H/RUNE

美術博物館の臨時休館日
Л28Д5000　Я28Д5005

Φ 展示替えのため、11月11日㈪～
22日㈮に臨時休館します。

9月定例会で成立した補正予算
財政課　Л23Д6044　Я65Д2351
Φ 一般会計は6億4,538万円の増額、
特別会計は6億903万円の増額で、
これらにより令和元年度の予算総
額は、2,612億9,358万円となり
ました。今回の補正予算（歳出）
の主なものは次のとおりです。

Ю一般会計
▶個人番号カード発行事業費（828
万円増）▶福祉基金積立金（1億1,116
万円増）▶高年者センター施設整備
工事請負費（1,915万円増）▶ごみ受
入・処理委託料（リサイクルプラ
ザ）（946万円増）▶家畜伝染病対策
本部関連事業費（856万円増）▶土地
購入費（福岡線）（6,100万円増）▶東
岡崎駅周辺地区整備工事請負費（1
億7,724万円減）▶乙川河川緑地人道
橋整備工事請負費（1億123万円減）
▶岡崎駅南土地区画整理組合事業費
補助金（5,361万円増）▶道路築造工
事請負費（岡崎駅東地区整備事業）
（1億1,250万円増）▶国際スポーツ大
会等推進委員会負担金（882万円増）
▶施設購入費（龍北総合運動場整備
事業）（4億2,745万円増）
Ю特別会計
介護保険特別会計
▶介護給付費準備基金積立金（3億
1,880万円増）▶介護給付費国庫負担
金返還金（2億180万円増）

9月定例会で成立した条例
総務文書課　Л23Д6741

Я23Д6013
▶制定／岡崎市会計年度任用職員の
給与及び費用弁償に関する条例、岡
崎市防犯対策基金条例、子ども・子
育て支援法等の一部改正に伴う関係
条例の整備に関する条例、岡崎市文
化財保存活用地域計画協議会条例、
岡崎市健康基本条例
▶改正／岡崎市職員の給与に関する
条例等、岡崎市職員の特殊勤務手当
に関する条例、岡崎市印鑑登録条
例、岡崎市児童厚生施設条例、岡崎
市放課後児童健全育成事業の設備及
び運営の基準に関する条例、岡崎市
消防団条例、岡崎市水道事業給水条
例及び岡崎市簡易水道施設の設置等
に関する条例

年末調整・青色申告決算等・
消費税軽減税率制度説明会

岡崎税務署　Л58Д6511
市民税課　Л23Д6081

Я27Д1159
Б ①②シビックセンターコロネット
③岡崎合同庁舎5階共用大会議室

Ю①年末調整説明会
Ψ 11月20日㈬　10時～12時、13時

30分～15時30分
Ч事前に郵送した資料
Ю②青色申告決算等説明会
Ψ 11月21日㈭　10時～12時
Ю③消費税軽減税率制度説明会
Ψ 11月20日㈬・21日㈭　13時30分
～14時30分、12月16日㈪　11時
～12時、13時30分～14時30分

社会保険の被扶養者に
該当しませんか

国保年金課　Л23Д6167
Я27Д1160

Φ 国民健康保険に加入しているかた
で、社会保険（職場の健康保険）
の被扶養者の要件を満たすかた
（年間収入130万円未満。60歳以
上または障がい者のかたは、年間
収入180万円未満）は、家族の勤
務先の社会保険担当者に相談を。
被扶養者になった場合は、国民健
康保険から脱退する届け出が必要

家屋を取り壊したときは届け出を
資産税課　Л23Д6095　Я23Д6096
Φ 家屋に対する固定資産税・都市計
画税は、毎年1月1日現在の所有
者に課税されます。1年の途中で
家屋の一部または全部を取り壊し
た場合、壊した部分は翌年度から
課税されなくなります。該当のか
たは電話か、資産税課（東庁舎3
階）、各支所にある家屋滅失届
（市ホームページから入手可）を
提出してください。

岡崎げんき館
「動物」写真募集

Л21Д1230　Я21Д1278
Φ 3ＭＢ以上、JPEG形式、1人1作品
※詳しくは、館内のチラシで確認を

Ж 11月8日㈮～令和2年1月13日㈷に
直接岡崎げんき館1階総合受付へ。

●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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　市では「空家等対策の推進に関する特別措置法」に基づく取
り組みを行っていますが、この法律の規定では対処できない事
案があります。そこで、一部を使用している長屋などの空き住
戸の所有者に適切な管理を義務付け、助言・指導を行えるよう
にし、危険な状態が切迫している空き家には、緊急の措置を行
えるようにします。つきましては、これらの内容を含む条例制
定に関し、市民の皆さんにお知らせし、意見を募集します。

（仮称）岡崎市空家等対策の
推進に関する条例の制定に
ご意見を

住宅課　Л23Д6024　Я23Д6208住宅課　Л23Д6024　Я23Д6208

意見の募集（パブリックコメント）

■募集期間／11月6日㈬～12月6日㈮
■提出方法／住所、氏名または団体名、電話番号を記入し、直
接、郵送（〒444…8601）、Eメール（�jutaku@city.okazaki.

　lg.jp）、ファクスで住宅課へ。市ホームページ（パブリックコ
メント）から提出可

　方針（案）は、市政情報コーナー（西庁舎１階）、住宅課（西庁舎
地下１階）、各支所、市ホームページでご覧になれます。

　市では良好な景観の形成、風致の維持、公衆への危害
防止のため、安全対策の強化などを含む条例の改正と、
屋外広告物の適正化に向けた計画を策定します。計画案
及び条例の改正案がまとまりましたので、市民の皆さん
にお知らせし、意見を募集します。

屋外広告物適正化計画案
及び屋外広告物条例の
改正案にご意見を

まちづくりデザイン課　Л23Д7252　Я23Д7967まちづくりデザイン課　Л23Д7252　Я23Д7967

意見の募集（パブリックコメント）

■募集期間／11月6日㈬～12月6日㈮
■提出方法／住所、氏名または団体名、電話番号を記入し、
直接、郵送（〒444…8601）、Eメール（�machizukuri

　@city.okazaki.lg.jp）、ファクスでまちづくりデザイ
ン課へ。市ホームページ（パブリックコメント）から提出可

　計画（案）及び条例改正（案）は、市政情報コーナー（西
庁舎1階）、まちづくりデザイン課（西庁舎1階）、各支
所、市ホームページでご覧になれます。

こんなときこんな年金が請求できます
国保年金課　23Д6431　Я27Д1160

Φ 公的年金では次に該当する場合、一定の
要件を満たしていれば年金が受けられま
す。ご自身の加入期間や納付要件などに
ついては、ねんきんダイヤル（Л0570
Д05Д1165）、岡崎年金事務所（Л23
Д2637）へ問い合わせを。

年金の種類 こんなとき

老齢基礎年金 65歳になったとき（希望により60～64歳で繰り上げ請求・66～70
歳で繰り下げ請求も可）

国民年金加入中、または20歳前の病気やけがにより国民年金法
施行令に定める1級・2級障がいの状態になったとき障害基礎年金

遺族基礎年金 死亡したとき（※1）

寡婦年金 夫が死亡したとき（※1）

死亡一時金 老齢基礎年金、障害基礎年金を受給せずに死亡したとき（※1）※1　死亡日から一定の期間が経過していると
　　請求できない場合があります。

児童・母子・障がい者福祉関係の手当制度
　Φ 受給資格のあるかたで、まだ申請をしていないかたは手続きをしてください。

手　　当　　名 支　給　の　要　件（概略）
中学校修了までの国内に居住する児童を養育しているかた

両親もしくは片親がいない、父または母が重度障がい者である児童（18歳到達後最初の年度
末まで）を養育しているかた

こども育成課（東庁舎1階）☎23Д6150　Я23Д6833

詳しい要件については各担当へ。

児 　 童 　 手 　 当
岡 崎 市 遺 児 手 当
愛 知 県 遺 児 手 当
児 童 扶 養 手 当

手　　当　　名 支　給　の　要　件（概略）
心身に中度以上の障がいのある20歳未満の子どもを養育しているかた

障がい福祉課（福祉会館1階）☎23Д6867　Я25Д7650

特 別 児 童 扶 養 手 当
身体障がい者手帳、療育手帳または精神障がい者保健福祉手帳を所持しているかた岡崎市心身障がい者福祉扶助料

20歳以上のかたで、日常生活に常時特別な介護が必要な重度障がいのあるかた特 別 障 が い 者 手 当
（愛知県特別障がい者手当）
障 が い 児 福 祉 手 当
（愛知県障がい児福祉手当）

身体障がい者手帳1級または2級、療育手帳IQ35以下、身体障がい者手帳3級と療育手帳IQ50
以下の合併障がいのかた

20歳未満のかたで、身体障がい者手帳1級または2級の一部、療育手帳Ａ判定の一部
（IQ20以下）並びに同程度の重度障がい児

愛 知 県 在 宅 重 度
障 が い 者 手 当

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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ジャンボ
エンチョー
ジャンボ
エンチョー
ジャンボ
エンチョー

美川中

男川小男川小男川小

モスバーガーモスバーガーモスバーガー

岡崎
市民病院

市役所市役所市役所

岡崎中央
総合公園
岡崎中央
総合公園
岡崎中央
総合公園

5kmコース
クオーターコース
共通コース

スタート

フィニッシュ
（市民球場内）

大平町駒場

欠町

伝馬

体育協会　Л53Д7644　Я54Д7097体育協会　Л53Д7644　Я54Д7097

県豊田加茂建設事務所道路整備課　Л0565Д35Д9322県豊田加茂建設事務所道路整備課　Л0565Д35Д9322

天候などによる開催の有無の決定は、当日6時
からЛ0180Д991Д144でご案内します。

岡崎中央総合公園臨時休業のお知らせ
当日は、トレーニングルーム（ 9時～14時）とテニスコート（9時～15時）
を臨時休業します。 岡崎中央総合公園　Л25Д7887　Я25Д5815

開催当日交通規制を行います。皆さんのご協力をお願いします。

規制場所及び時間内において路線変更や
一部のバス停を通らない場合があります。

名鉄路線バスについて

東西ルート　中岡崎 9：20発
　　　　　　岡崎げんき館 9：17、9：47発
南北ルート　シビコ北 9：30発
　　　　　　市役所 8：55、9：25発
※中止となった場合は通常どおり運行

まちバス一部運休します

8時45分～10時　一車線規制・欠町交差点右左折禁止
8時45分～10時　通行止
8時20分～10時10分　通行止
8時30分～11時10分　通行止
8時45分～9時50分　通行止
9時～9時30分・10時20分～11時10分　通行止
8時50分～10時10分　通行止
8時30分～10時10分　通行止

車
両
交
通
規
制
時
間

岡崎中央総合公園及び周辺道路9時スタート24月 日（日）24月 日（日）11
第51回第51回おかざきマラソン

児童相談所
全国共通ダイヤル

虐待かも、
と思ったら相談を

西三河児童・障害者相談センターでは、専門の職員
が調査指導を行い、必要に応じて子どもを緊急に保
護したり施設入所させたりすることもあります。

　親の虐待で子どもの尊い命が奪われる
事件が増えています。「もしかして」とい
う気づきが子どもを虐待から救います。
虐待の疑いがある場合、ためらわず早急
に相談してください（匿名可・秘密厳守）。

西三河児童・障害者相談センター
☎27Д2779

家庭児童課
☎23Д6745　Я23Д6833
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248

238
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●豊田市立
寿恵野小

鴛鴨町長根

至
岡
崎
市
街

末野原駅

車線通行規制区間

国道248号
「郷上高架橋」
工事による 車線通行規制（お知らせ）
国道248号「郷上高架橋」の橋りょう補修工事に伴い車線通行規制を行います。下記工事
中は豊田方面、岡崎方面とも郷上高架橋を通り抜けることはできませんが、側道に下りて
「鴛鴨町郷上」の信号交差点を直進することでう回できます。ご迷惑をお掛けしますが、
ご協力よろしくお願いします。

◆岡崎方面（下図①）
　11月29日㈮　21時～翌17時
　12月2日㈪～28日㈯　21時～翌朝５時

◆豊田方面（下図②）
　令和２年１月10日㈮　21時～翌17時
　１月13日㈷～２月８日㈯　21時～翌朝５時

鴛
鴨
町
郷
上

鴛
鴨
町
郷
上

至豊田市街至
ア
ン
ダ
ー
パ
ス

至岡崎市街

う回路

至
豊
田
東
Ｉ
Ｃ

①②
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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
豊富小学校運動場（ぬかたふるさとまつり）

イオンモール岡崎（戸崎町）

岡崎中央総合公園（ＪＡまつり）

岡崎献血ルーム（東岡崎駅南館5階）
☎52ひ1800

9時～11時30分、13時～15時30分

9時30分～12時、13時30分～15時30分

10時～11時30分、13時～16時

10時～13時、14時～17時45分
　＊成分献血＊

10時～12時、14時～17時

10日㈰

17日㈰

24日㈰

日　　　時

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。

11

井田体育館の年間利用を募集します
市体育館　Л53Д1811　Я54Д7097
Ψ 利用期間＝令和2年4月1日㈬～令
和3年3月31日㈬

Φ 1週間のうち1日のみ、午前（9時
～12時）・午後（13時～17時）・夜
間（17時30分～21時）のそれぞれ
を1単位とし、1団体につき年間
最大52単位まで利用可

Θ 市内の団体
Ж 11月30日㈯までに井田体育館（Л

24Д8061）にある申込書で。

秋の火災予防運動
予防課　Л21Д9859　Я21Д9821
Φ 火災が発生しやすい時季となりま
す。大切な命を守るために、火災
予防について考えましょう。

Юサイレン吹鳴
Ψ 11月9日㈯～15日㈮
Φ 21時から15秒間、市内の消防団
が「サイレン」を鳴らし、火災予
防を呼びかけます。皆様のご理解
とご協力をお願いします。

市民農園で野菜作りをしませんか
農務課　Л23Д6195　Я23Д8970
Б 舞木町、本宿町、仁木町など
Ж 詳しくは電話または市ホームペー
ジで確認を。

風致地区の地形図更新
公園緑地課　Л23Д6399

Я23Д6559
Φ 地形の変化に伴い西三河都市計画
風致地区（大樹寺、村積山、小豆
坂）を9月11日付で変更しました。詳
しくは、公園緑地課（西庁舎4階）に
ある関係図書で確認できます。

屋外広告設置用地の公募貸付
行政経営課　Л23Д6869

Я23Д6548
Ψ▶事前審査＝12月4日㈬まで
　 ▶貸付期間＝令和7年3月31日㈪まで
Φ鴨田町、堂前町など
Θ 岡崎市屋外広告物条例に基づく屋
外広告業の登録をしている法人
（要事前審査）
Ъ 1物件あたり年2,300円以上
Ж 詳しくは、行政経営課（東庁舎5
階）、市政情報コーナー（西庁舎
1階）にある要領（市ホームぺージ
から入手可）で。

ジェネリック医薬品を
ご利用ですか？

国保年金課　Л23Д6025
Я27Д1160

Φ ジェネリック医薬品は、新薬の特
許が切れた後に製造・販売され
る、「新薬と同じ有効成分を同量
含み、同等の効き目がある」と認
められた医薬品です。新薬に比べ
薬の値段が5割程度安くなるもの
もあるため、一人ひとりの自己負
担や医療費の抑制にも繋がりま
す。詳しくは、かかりつけの医師
や薬局の薬剤師にご相談ください。

令和2年度後期
美術館展示室利用の仮申込

Л51Д4280　Я51Д4074
（月曜日休館）

Ψ 利用期間＝令和2年10月6日㈫～
令和3年4月4日㈰

Φ第1～第6展示室
Ж 12月1日㈰～27日㈮に美術館にあ
る仮申込書で（郵送可）。

岡崎蓑川南部土地区画整理事業の
変更事業計画の縦覧

市街地整備課　Л23Д6279
Я23Д5988

Ψ 11月7日㈭～20日㈬　8時30分～
17時15分

Б市街地整備課（西庁舎4階）
Φ 意見のあるかたは、12月4日㈬ま
で市へ意見書を提出できます。

せきれいホールの休館期間を
変更します

文化振興課　Л23Д6977
Я23Д6343

せきれいホール　Л25Д0511
Я25Д0512

Φ 改修工事による休館期間を、12
月1日㈰～令和3年2月28日㈰に変
更します。令和3年3月分の施設
予約は、令和2年3月1日㈰から受
け付けます。

ご寄付・ご寄贈
ありがとうございました（敬称略）
秘書課　Л23Д6009　Я23Д6456

　▶松岡徹▶株式会社丹羽鉄工所▶細
川学区総代会

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

消化器

呼吸器

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

子育てママのメンタルヘルス

自死遺族（個別）

難病医療

不妊

がん患者・家族（電話）

月～金曜日

11/12㈫

12/20㈮

随時

12/13㈮

12/4㈬

11/20㈬

12/11㈬

11/22㈮

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（聴覚障がい）

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

岡崎げんき館

福祉の村　友愛の家

商工労政課

家庭児童課

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

図書館交流プラザ

岡崎商工会議所

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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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。

●原稿提出締め切りは前々月の20日

■こども服の譲渡会～どうぞのたんす～
▶むらさきかん＝11月8日㈮、12月
13日㈮　10時～12時▶カフェあすな
ろ（伊賀町）＝11月28日㈭、12月26日
㈭　11時～14時▶共通＝当日会場
へ。どうぞのたんす実行委員会Л070
Д5647Д8703

■ MOA美術館　第28回岡崎児童作品展
11月9日㈯・10日㈰　9時30分～18
時。むらさきかん。実行委員会　小里
Л090Д9929Д9108

■おひるねアート撮影会「クリスマス・紅葉・温泉」
11月10日㈰。悠紀の里。生後1カ月～
1歳児親子。2,500円。電話で申込。
日本おひるねアート協会　野本Л090
Д1758Д0715

■りぶらまつりで茶会
11月10日㈰　10時～15時30分。りぶ
ら3階和室。400円。当日会場へ。白珪
（表千家）　中根Л21Д9483

■超初心者男性料理教室の説明会
11月10日㈰　①10時②13時。りぶら
201会議室。電話で申込。NPO食育　
黒栁Л090Д7691Д9523

■岡崎音楽家協会会員による室内楽　コンサート　アルモニーアVol.5
11月16日㈯　14時。シビックセン
ター。2,000円、高校生以下1,000円
（未就学児不可）。電話で申込。中尾
Л54Д6134

■キッズスマイル応援イベント！　子どもの心を整える環境の作り方
11月16日㈯　13時～17時。岡崎城二
の丸能楽堂。小中学生親子。当日会場
へ。岡崎子ども応援委員会　箱川Л
080Д3669Д4147

■マンドリンの調べ～秋のコンサート～
11月19日㈫　14時。シビックセン
ター。シビックセンターで整理券配布。
岡崎マンドリンアンサンブル　河合Л
51Д4979

■餅つき体験＆しめ縄飾り作り
12月1日㈰　10時30分（しめ縄飾り作
り〈1,000円〉は9時30分）。旧千万町
小学校。大人1,500円、小学生1,000
円、未就学児500円。11月25日㈪ま
でに電話で申込。じさんじょの会事務
局　荻野Л090Д2612Д5092

■無料調停手続相談会
11月19日㈫　10時～16時（受付15時
まで）。イオンモール岡崎3階イオン
ホール。当日会場へ。名古屋家庭裁判
所岡崎支部Л51Д8972

■本宮山清掃登山
11月23日㈷　9時（くらがり渓谷駐車
場集合。雨天翌日）。昼食持参。電
話で申込。岡崎シニア山岳会　岡本Л
090Д1096Д1421

■第11回プチランドフェスティバル
　～親子で楽しくリズム体操～
11月24日㈰　10時。竜美丘会館。未
就園児親子。11月15日㈮までに電話
で申込。岡崎市健康体操連盟　鍋田Л
090Д9024Д9120

■岡崎北高校卒業生による岡崎ブリランテ　ウィンドオーケストラ定期演奏会
11月24日㈰　15時30分。岡崎市民会
館。大人1,000円、高校生以下200
円。岡崎市民会館でチケット販売。事
務局　永井Л080Д5164Д9736

■子どもの自己肯定感を育む　言葉と身体のコミュニケーション講座
11月29日㈮　10時。よりなん。1,000
円。電話で申込。チームのあのあ岡崎
田中Л080Д5127Д6628

■布でクリスマスリース作り
11月29日㈮　9時30分。よりなん。
1,200円（託児1人300円）。電話で申
込。多世代ひろば「あそびん」　千田
Л080Д9537Д6080

■もみじ祭り
11月29日㈮～12月1日㈰　10時～17
時。しょうやの杜

もり

（美合町）。庭の散策、
茶菓、オカリナほか演奏。当日会場
へ。岡崎オープンガーデン倶

く

楽
ら

部
ぶ

Л51
Д2818

■ NPOきらら法人設立10周年記念イベント
11月30日㈯　10時。岡崎市民会館。
和太鼓、ダンス、販売ほか。電話で申
込。こども療育センターこころん　木
俣Л74Д8686

■親子ロボットプログラミング教室「ファミリー・プログラミング」
12月21日㈯　①9時30分②13時30
分。岡崎商業高校。小中学生と保護者
（高校生以上可）。電話で申込。岡崎
商業高校　小澤Л21Д3599

■望月衣塑子東京新聞記者講演会
11月30日㈯　13時30分。せきれい
ホール。前売り700円。電話で申込。
おかざき九条の会　平井Л0 9 0Д
7959Д1192

■研修会「ひきこもりと発達障害」
12月1日㈰　13時30分。りぶら。500
円。11月24日㈰までに電話、ファク
スで申込。自立サポートネットみいつ
けたЛ・Я64Д0600

■お正月手作りガーランド作り
12月8日㈰　10時。リビングスタイル
ハウズ（戸崎元町）。1,500円。電話で
申込。鈴木Л070Д3982Д1857

■岡崎ジュニアスキー会員募集
12月下旬から1月下旬。市内小中学生
に限る。詳しくは、市体育館、スポー
ツ振興課にある要項で確認を。市ス
キー協会　三輪Л090Д1833Д2628

■子育てフォーラム　岡田雅樹講演会　「南極観測隊員の仕事と家族」
令和2年1月16日㈭　10時。シビックセ
ンター。託児あり。11月15日㈮までに
電話で申込。みやこ幼稚園Л53Д0161

■中国語講座（中級程度）
毎週木曜日　①18時40分②19時50
分。せきれいホール。月3,000円（テ
キスト代別途）。電話で申込。張Л
090Д4253Д2312

■日本語サロンボランティア講師募集
木・日曜日　10時。りぶら。電話で
申込。日本語サロン　宇野Л090Д
7859Д8766

■夢を生きる「女性のための教育・訓練賞」募集
家族を扶養しながら資格取得を目指
し、専門学校、短大、大学などに在学
中の女性を表彰・支援。11月30日㈯
までに電話で申込。国際ソロプチミス
ト岡崎　近藤Л090Д3850Д0360

はっけい

ぜまんじょう

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●

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

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

11月6日㈬・8日㈮・11日㈪・13日㈬・18日㈪・20㈬・25日㈪・27日㈬　18時～翌朝8時
11月9日㈯・16日㈯　13時～翌朝8時　　11月29日㈮　18時～翌朝8時

11月7日㈭・14日㈭・21日㈭・28日㈭　18時～翌朝8時　　11月23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

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●毎
日
の
救
急

※11月24日㈰ 9時～10時は、おかざきマラソン開催に伴う交通規制のため、歯科総合センターの駐車場が利用できません。

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。

東大友内科
（東大友）
☎32-4333

松下内科
（明大寺）
☎58-2615

葵セントラル病院
（中　田）
☎53-7815

西澤整形外科クリニック
（庄司田１）
☎58-2438

酒井皮ふ科
（矢　作）
☎32-9929

中野耳鼻咽喉科
（本町通）
☎22-0261

すずき眼科クリニック
（上里１）
☎65-3001

中田医院
（矢　作）
☎31-2728

サイトウ正クリニック
（久後崎）
☎58-8511

志貴こどもクリニック
（柱曙１）
☎58-1361

中西整形外科
（薮田２）
☎22-1112

みしま医院
【泌尿器科も可】（康生通）

☎21-1648

耳鼻咽喉科ｊクリニック
（不　吹）
☎71-6767

奥田眼科クリニック
（　洞　）
☎26-2220

にいのみ小児科
（矢　作）
☎31-5230

オハラ医院
（大　平）
☎21-6308

岡田胃腸科クリニック
（若松東２）
☎54-0125

うちぼり医院
（　岡　）
☎57-8131

岡田胃腸科クリニック
（若松東２）
☎54-0125

あさだ耳鼻咽喉科クリニック
（舳　越）
☎32-8741

小出アイクリニック
（中之郷）
☎54-3636

大浜医院
（松　本）
☎21-0743

山中クリニック
（稲　熊）
☎27-1919

宮地医院
（　柱　）
☎51-3366

おくやしきクリニック
（下青野）
☎57-5353

こうた皮フ科クリニック
（幸　田）
☎56-1311

ふじ耳鼻科クリニック
（　欠　）
☎65-3336

橋本記念眼科
（三　崎）
☎53-9904

花田こどもクリニック
（真　伝）
☎28-2400

たなむらクリニック
（康生通）
☎65-1456

小林医院
（羽根西新）
☎51-4076

田井整形外科クリニック
（　滝　）
☎46-1332

野鳥の森皮フ科クリニック
（竜美旭）
☎72-7555

康生医院
（康生通）
☎21-1340

桐渕眼科
（唐　沢）
☎22-1291

粟屋医院
（鴨田本）
☎21-3656

新海医院
（板　屋）
☎21-0023

小出クリニック
（牧御堂）
☎54-5601

天野整形外科クリニック
（三　崎）
☎55-6877

小出クリニック
（牧御堂）
☎54-5601

ふるた耳鼻咽喉科
（戸　崎）
☎55-6688

鍋田眼科医院
（中　島）
☎43-2046

わかまつ薬局
（若松東２）
☎57-8220

アイセイ薬局
岡町店
（　岡　）
☎57-2501

つばさ調剤薬局
（舳　越）
☎33-0258

アイセイ薬局
明大寺店

（明大寺）☎57-8660

ふじ薬局
（中　田）
☎58-8875

むつみ薬局　南店
（庄司田１）
☎59-3488

小田薬局
（本町通）
☎21-0808

すみれ調剤薬局
（松　本）
☎66-0303

アイセイ薬局
稲熊店

（稲熊）☎23-5855

いぶき薬局
（下青野）
☎57-7011

そらいろ薬局
（　欠　）
☎65-5910

真伝ケーアイ薬局
（真　伝）
☎24-2783

アイセイ薬局　柱店
（羽根西新）
☎71-7003

かりん薬局
岡崎康生店

（唐沢）☎26-0536

お～ろら薬局
（昭　和）
☎33-3254

ケーアイ薬局
（鴨田本）
☎26-4166

アイセイ薬局
牧御堂店

（牧御堂）☎57-0317

パナプラス薬局
むつな店

（向山）☎58-2777

るり薬局
（戸　崎）
☎47-7234

調剤薬局アモス　矢作店
（矢作）☎33-1387

おかざき調剤薬局
（薮田２）☎66-1193

どれみ調剤薬局
（不吹）☎71-2017

お～ろら薬局
（昭和）☎33-3254

アイセイ薬局　第2洞店
（洞）☎65-3836

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

11月 11月3日㈷ 11月24日㈰11月17日㈰11月10日㈰ 11月23日㈷11月4日㉁

救急患者のための

救急医療情報▼ 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




