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2月1日現在の

岡崎市の人口

※（　）内は先月比を表しています。

　男　　196,830 人（－91）
　女　　190,863人（－7）
　計　　387,693 人（－98）
世帯数　164,077世帯（＋46）

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。

税金・保険料の納付は
夜間納付窓口が利用できます。

市税の納付は便利な口座振替で

● 夜間納付窓口
　 3月26日㈭・27日㈮・30日㈪
　 17時30分～20時
　 場所／市役所東庁舎1階ロビー
納　税　課　Л23Д6115　Я23Д5970
国保年金課　Л23Д6845　Я27Д1160
医療助成室　Л23Д6841　Я27Д1160

納税課　Л23Д6123　Я23Д5970

　口座振替（自動払込）を申し込むと、納期限日に
指定口座から自動的に振替納付ができます。口
座開設のある市内の金融機関窓口で手続きをお
願いします（市外店舗での手続きには口座振替
依頼書が必要です。納税課へお問い合わせを）。
※振替開始月は申込後に送付する「口座振替確認通知
書」で確認を。申込日や金融機関によって、希望の期別
に間に合わない場合があります。

岩津天満宮　絵馬に願いを込めて
学問の神様として知られる菅原道真公
を祀る岩津天満宮。受験シーズンには
多くの受験生が合格祈願に訪れます。
絵馬掛所に所狭しと並ぶ絵馬からは、
参拝者の強い思いが垣間見えます。

今月の1枚

まつ

撮影協力：県立岩津高等学校

市政だより　おかざき No.1374
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今月のこれ！
・桜城橋完成・徳川四天王像披露式典
・東京2020オリンピック聖火リレー　など

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

04 特集1
さぁ！岡崎を歩こう！

08 特集2　春のイベント情報
家康行列・桜まつり
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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

・子ども食堂
・避難所まで行けるかな？（地震編）

※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

　今回の特集では、もしも災害が起こった
時に避難するのに重要なことは何なのか、
自分の身を守る術を学びます

避難所まで行けるかな？（地震編）Pick
up

特 集

くいず?
図書カードが当

たる！

賀春

○○○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。

1月1日号の答

3月25日㈬必着

LINEからクイズに
応募できます!

楽しく健
けん

幸
こう

づくりができるウオーキングアプリ
OKAZAKI♥○○○
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年齢階層別
平均歩数

約1.5km
岡崎公園前駅 東岡崎駅 男川駅

約2.5km

平成30年度市民健康意識アンケート

20
〜
64
歳

65
歳
以
上

男
性
女
性

7,341歩
9,500歩以上

5,018歩
8,500歩以上

男
性
女
性

6,007歩
7,000歩以上

4,749歩
6,000歩以上

　“健やかで心豊かなまち　おかざき”　の実現を目指し
て、平成16年3月に策定。市民の実態調査や中間評価
を行いながら、岡崎げんき館の開設など、さらなる健
康づくりへの体制を整えてきました。
　本市では、そこに暮らすことで健幸になれるまち
「スマートウエルネスシティ」を推進し、健康づくり
への取り組みを行っています。

健康おかざき21計画（第2次）

　日常生活の中でのちょっとした運動を心がけましょう。
　1日の歩数が1,500歩増えると、1年間で食事制限をする
ことなく約2～3.5㌔の体重減の効果があるといわれています。
※1,500歩＝目安15分

こまめに歩いて歩数を増やす

スマートウエルネスシティを目指して

●エスカレーターやエレベーターを控え階段を使う
●1駅や1停留所分を歩く
●少し遠い駐車場にとめる

ちょっとした意識がちょっとした意識が
運動になるよ！運動になるよ！

岡崎市の現状 岡崎市目標値
（令和4年度時点）

歩く習慣が身について
ない！

名鉄本線 歩いた場合

目安20分 目安30分

特集

　皆さんは日頃から、身体を動かしていますか？「何か運動をしなきゃ！」
と思いつつも、なかなか一歩が踏み出せないというかたも多いのでは。
　気軽にできる運動の代表といえばウオーキング！歩くだけの簡単な運動で
も、気分転換やストレス解消、生活習慣病の予防につながります。この機
会にあなたも『歩く習慣』を身に付けて、健

けん

幸
こう

な毎日を過ごしましょう！

※健幸：身体の健康だけでなく、生きがいを持って幸せに生活できる状態

※ 岡崎市健康・
食育キャラクター
まめ吉

健康増進課　Л23Д6639　Я23Д5071
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市内のウオーキングコースを歩いてお得な
ポイントをゲットしよう！

アプリで楽しく健幸づくり！ ▼

ダウンロードは
こちらから

ウオーキングアプリ「OKAZAKI♥まめぽ」

日々の努力が目に見える！
目標歩数に向けて歩こう♪

目標歩数が目標歩数が
設定できるよ！設定できるよ！

歩数と消費カロリーが
分かる！
歩数と消
分かる

距離や所要時間を参考に、
自分に合ったコースを
見つけてみてください♪

イベント参加やウオーキングコースを
歩いて貯めたポイントで、まめ吉グッ
ズや市内の特産品が当たる抽選に参加
できます。毎日コツコツ歩いて賞品を
ゲットしよう！

ウオーキングコースを
歩いてみよう！
ウオーキ
歩いて

お友達と「なかよしグループ」を
作って一緒にウオーキング♪
グループ内でランキング1位を
目指そう！

グループで競い合う！グループ

健康記録で毎日の活動をチェック！

健康づくりにチャレンジ！

ポイントを貯めて賞品をゲット！

アプリ登録者の中で、自分がどの
くらい歩いているのか、年代やグ
ループ別に確認できます。

個人の歩数ランキングも
表示！
個人の
表示！

体重・血圧を入力して、自分の
体調を管理できます。平均歩数
や距離・消費カロリーなどと合
わせて、一括で健康管理しよう！

グラフで見やすく
健康チェック！
グラフで
健康チ

P ●期間／4月～令和3年2月
●内容／アプリを活用し、定期的に体重測定などの
結果を報告

●定員／50人（抽選）
●対象／市内在住、在勤でおおむね30歳～64歳まで
のかた。スマートフォンをお持ちでアプリをダウ
ンロードできるかた※その他条件あり。申込方法
など、詳しくは市ホームページで確認を。

モニター募集

市内の名所を巡る！
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Let’s ウオーキング♪

実際に履いてみて自分に合った靴を見つけよう！

（東京都健康長寿医療センター研究所
 　　　　　　　　青柳 幸利　中之条研究より）

1日あたりの身体活動と予防できる病気

歩数 中強度の
活動時間 予防できる病気

4,000歩 5分 うつ病

5,000歩 7.5分 要支援・要介護、認知症、心疾患、脳卒中

7,000歩 15分 がん、動脈硬化、骨粗しょう症、骨折

8,000歩 20分 高血圧症、糖尿病、脂質異常症

10,000歩 30分 メタボリックシンドローム

　15年にわたる調査の結果、1日8,000歩、そ
のうち20分の中強度の運動（速歩き）が歩行
能力のみならず、生活習慣病予防に効果をも
たらすということが、明らかになりました。

1日8,000歩、
20分の速歩きが目標

◆大股で早く、そして力強く歩くことを意識する
◆会話はできるが、歌は歌うことができない程度の速さ

消費カロリーが、
約1.2～1.5倍に！

レ ン ジ速 ！歩 き に ャチ

せっかく歩くのであればエネルギー消費の多い速歩きをしてみましょう。

靴の選び方

チェック
ポイント

◆つま先に圧迫感がなく、1㌢ほどの余裕があるもの
◆軽く、通気性の良いもの
◆滑りにくく、クッション性があるもの

　背筋が曲がった悪い姿勢で長時間ウオーキングを行う
と、背中や腰に負担がかかり、体を痛める危険性がありま
す。歩幅を大きくし、腕を大きく振って姿勢美人を目指し
ましょう。

正しいフォームで

チェック
ポイント

◆呼吸は鼻で吸って口から
　吐き、リズミカルに
◆肩の力を抜き、
　胸を張って腕をふる

1周15～50分程度の
コースで、地元の名
所、景色を眺めなが
ら楽しくお散歩♪

ウオーキングコースは
市ホームぺージでチェック！

ウオーキング
マップ

岡崎市　ウオーキング

特集
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健康づくりリーダー
岩口さん

　パネルの展示やクイズ
ラリーなどのイベントに
加え、保健師などによる
健康チェック（血圧・握
力測定など）も実施して
ます。

　健康おかざき21計画（第2次）の目指す「健康寿命の延伸」に向け、平成30年5月にイオンモール株式会社と
「岡崎市民の健康づくりの推進に向けた事業連携に関する協定」を締結しました。これにより、イオンモール
岡崎での健康づくりに関するイベントや情報提供を継続的に行い、自然に健幸になれるまちづくりを連携して
進めていきます。

ほかにも…

ウオーキングイ
ベント

　私たち愛知県健康づくりリーダーは、県内の市町村で“心身ともに健康に”を目標
に、運動を中心とした健康づくり活動を行っています。
　ウオーキングはだれでもできる簡単な有酸素運動であり、日常生活の中でも行うこ
とが可能です。しかし、無理をして頑張りすぎてもケガの原因になり、運
動自体が嫌いになってしまうことも。大切
なのは楽しむこと、これを一番に考えてほ
しいです。友達と一緒にお散歩したり、春
のお花見に歩いて行ったり、何か目的をつ
くるのもいいですね♪
　心と体の健康を維持するために、自分に
合った方法で楽しく運動しましょう！

健康の架け橋プロジェクト
　健康づくりリー
ダーの指導の下、イ
オンモール岡崎内の
コースをウオーキン
グします。

イオンモールウオーキング

無理せず、楽しむInterviewInterview

●日　時／4月1日～5月13日の水曜日（4月29日と
5月6日を除く）　9時20分～11時50分
●場　所／岡崎げんき館1階多目的室集合
●定　員／35人（抽選）
●費　用／600円（5回分）
●持ち物／帽子・雨具・手袋・健康保険証（写し可）　
●申　込／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「ウオーキング教
室」係へ。3月18日㈬必着

保健企画課　Л23Д6807　Я23Д5041健康増進課　Л23Д6639　Я23Д5071

岡崎げんき館市民会議　
楽しい健康ウオーキング
げんき館を起点に、
東公園など各コースへウオーキング！

春のまめさんぽ2020

全長約４㌔の平坦なコース！
完歩者（先着500人）にプレゼントあり♪

※荒天中止

スタート
受付

～新しい魅力を見つける 岡崎まち遊び～

桜城橋 完成記念！

３月22日㈰
●時　間／12時～13時30分
●場　所／桜城橋
　　　　　（受付後、順次スタート）

さくらのしろばし

ゴール
受付終了

●時　間／15時30分まで
●場　所／明代橋公園
　　　　　（オト リバーサイドテラス北側)
　　

アプリをダウンロードアプリをダウンロード
して参加するとして参加すると
さらにいいことが♪さらにいいことが♪

当日会場へ
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伊賀八幡宮
（１３時３０分出発）

乙
川
河
川
敷

（
15
時
先
頭
着
）

模
擬
合
戦（
15
時
30
分
）

　交通規制に伴い、名鉄バスは迂回運転を行います。遅れなどが予想され
ますので、ご理解をお願いします。

う かい

名鉄バス㈱　Л21Д1918

家康行列の順路と交通規制

N

東岡崎駅前中継所
（１４時４０分）

伊賀川

吹
矢
町
交
差
点
ま
で

伝
馬
通
５
丁
目
交
差
点
ま
で

●

●

●

●

●

岡崎警察署まで

殿橋 明代橋

乙川

東岡崎駅

岡崎城

三菱UFJ銀行岡崎支店前
中継所（１４時）

伊賀橋中継所
（１３時３０分）

籠田本部
　（１４時１０分）

愛
宕
橋

梅平橋

1

××××××××××

通行禁止区域のうち路線バス、まつり関係車両のみ通行可能区域

車両通行禁止
※１３時～終了

車両通行制限区域

車両通行禁止
※12時30分～行列通行に
　合わせて解除

歩行者用道路

××××

家康行列の順路と交通規制

桜城橋

まつり協賛事業の一環として、能楽堂を利用してまつりを
盛り上げていただける団体・グループを募集します。

桜まつり・五万石藤まつり期間中に、
能楽堂を利用してみませんか

●利用日／4月1日㈬～30日㈭
　　　　　9時～17時（土・日曜日、祝日は除く）
●場　所／岡崎城二の丸能楽堂（岡崎公園内）
●内　容／古典芸能をはじめとする芸能、演芸などの発表・
　　　　　公開練習などで能舞台を利用するもの
●対　象／市内在住・在勤・在学の5人以上のグループ
　　　　　（高校生以下は保護者の承諾が必要。先着）
●申　込／電話で三河武士のやかた家康館（Л24Д2204）へ。

観光協会　Л64Д1637　Я64Д1638

※半日を1単位とし、2単位までの会場使用料を岡崎市観光協会が負担
※営利目的及び能楽堂の利用基準に合わない利用は受付不可

ラジオ片手に行列を見よう！
実況中継・交通情報

パソコン・
スマートフォン
でも聴けます。

雨天時行列開催情報
TEL 0180-99-1133 当日10時から

ご案内します。
※PHS・一部の携帯からはご利用できません。

岡崎市出身の役者・女形。時代劇の舞台を
中心に多数出演。美しい女形に定評があり、
大勢のファンを魅了する。

一宮市出身。2013年に「仮面ライダー鎧武」で
主演を務める。ドラマ・映画・舞台・ＣＭに多数出演

お江役

徳川家康公役

特別出演

夢之丞さん

佐野 岳さん
さ　の　がく

ゆめのじょう

乙川河川敷
15時30分～

戦国模擬合戦

ふむふむくんアオイちゃん

3月20日㈷～5月6日㉁ 10時～17時
（ラストオーダーは16時まで）

観光協会　Л64Д1637　Я64Д1638

4月14日㈫～16日㈭・21日㈫～23日㈭

岡崎公園内巽閣お休み処（龍城神社前）
※桜の夜間ライトアップ期間は20時まで営業（ラストオーダーは19時）。

観光推進課　Л23Д6216　Л23Д6731
観光協会　　Л64Д1637

荒天
中止

観光推進課　Л23Д6216　Л23Д6731
観光協会　　Л64Д1637

　徳川家康公生誕の地、岡崎の春の風物詩として開催される伝
統行事。家康公と徳川四天王をはじめとする勇壮な三河武士団、
煌びやかな姫列など700余人が市内を練り歩きます。
　今年は、家康公役に一宮市出身の俳優　佐野　岳さんが特別
出演。また、お江役として、岡崎市出身の役者　
演します。

きら

EVENT INFORMATION 2020 SPRING

春のイベント情報特 集

荒天
止
荒天
中止

る伝伝
士団士団、

特別
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本
町
通
り

殿橋

明神橋 潜水橋

明代橋

桜城橋

石神橋 神明橋

吹矢橋

県西三河総合庁舎

乙川

龍
城
橋

伊
賀
川

岡崎公園

国道1号

明
神
橋
公
園

明
神
橋
公
園

明
神
橋
公
園

国
道
2
4
8
号

市役所市役所市役所

伊賀八幡宮伊賀八幡宮伊賀八幡宮

籠田公園籠田公園籠田公園

乙川河川緑地
テニスコート
乙川河川緑地
テニスコート
乙川河川緑地
テニスコート

夜桜照明区間（　部分） 駐車場（　部分）

❹P

❺P

P❶

P❼

❻P

❷P ❸P

桜まつり協賛行事
行　 　事　 　名 期　　日 場　　所 時　　間 問い合わせ先

おかざき春ロマン　フォトコンテスト

第11回 打・楽・Together　

第14回岡崎桜まつり太鼓フェスティバル

岡崎桜まつりを写す会

第11回 岡崎五万石のつどい

春の市民川柳大会

どまつり夜桜in岡崎

第14回葵会能楽堂のつどい

スクエアダンスさくらパーティー

愛知俚謡作家岡崎大会

えびす桜湯茶（無料100人）
　有料「茶会」えびすびっくり市

武士の心根・拵～柳生・尾張を中心に～
こしらえ

三河武士のやかた家康館

岡崎公園及び市内一円

岡崎城二の丸能楽堂

岡崎城二の丸能楽堂

市内一円

岡崎城二の丸能楽堂

西部地域交流センターやはぎかん

恵美須神社（岡信本店西側）

乙川河川敷

岡崎城二の丸能楽堂

岡崎市勤労文化センター

竜美丘会館

－

13時～16時30分

10時～20時

―

10時～16時

10時～16時30分

10時～15時30分

10時～16時

10時～16時

10時～16時

9時30分～15時30分

岡崎川柳研究社
山下　Л51Д3791

楽風打（らふうだ）
三浦　Л090Д9947Д2358

実行委員会
竹内　Л21Д2271

恵美須神社
柴田　Л52Д3062

千鳥吟社
鈴木　Л31Д6221

全日写連愛知県本部
堀場　Л090Д2136Д3568

中日写真協会岡崎支部
村瀨　Л53Д8797
岡崎五万石保存会

渡辺　Л080Д9721Д3093

岡崎スクエアダンスクラブ
神戸　Л31Д8993

NPOきらら岡崎
竹内　Л090Д3850Д4239

～4月12日㈰

～5月10日㈰

3月28日㈯

3月29日㈰

4月1日㈬～15日㈬

4月4日㈯

4月4日㈯・5日㈰

4月5日㈰

4月8日㈬

4月12日㈰

4月13日㈪
り　よう

日本民踊　岡崎葵会
千賀　Л22Д1355

家康館　Л24Д22049時～17時
（桜のライトアップ期間中は21時まで開館）

※桜の開花状況により期間変更あり

岡崎城と三河武士のやかた家康館は、夜桜照明期間中21時まで
開館します（入館は20時30分まで）。観光みやげ店「おかざき屋」
は20時まで営業※3月31日は16時30分まで。

Л 0180-99-1133
3月23日㈪から利用できます。

※PHS・一部の携帯電話
　からは利用できません。

岡崎市公式観光サイト
「岡崎おでかけナビ」でもご案内します。
https://okazaki-kanko.jp

桜の開花・ライトアップ情報

夜

夜桜照明・桜まつり駐車場案内

※臨時駐車場の開放期間
　は、桜の開花状況により
　期間変更あり

①明神橋公園／9時～22時
②市役所西立体駐車場　③市役所東立体駐車場／8時30分～22時
④県西三河総合庁舎立体駐車場／10時～22時

※②③④は3月28日㈯・29日㈰、4月4日㈯・5日㈰のみ臨時（無料）駐車場

⑦乙川河川緑地テニスコート／9時～22時
臨時有料駐車場（500円／1日）
⑤岡崎公園駐車場　⑥篭田公園地下駐車場　※24時間営業
市営有料駐車場

桜まつり駐車場案内

内

岡崎城の天守を中心に約800本の桜が咲き競う。ライトアップ
された夜桜は東海随一の美しさを誇る屈指のお花見スポットです。
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東行き　中岡崎駅発　始発　7：42 ～ 終発　19：15
西行き　東岡崎駅発　始発　7：25 ～ 終発　19：25

ダイヤ

東行き　中岡崎駅発　始発　8：45 ～ 終発　18：45
西行き　東岡崎駅発　始発　8：25 ～ 終発　18：55

土 曜・
休 日 

平 日

※1時間あたり2便運行（10時頃～15時頃は1便）

岡崎北高前

梅二公民館六供町１丁目

岡崎市役所図書館交流プラザ

東岡崎駅中岡崎駅

下青野
藤田医大

岡崎医療センター

ＪＲ岡崎駅
（西口）

中　島 高　須

西　尾岡崎北線（名鉄バス）

岡崎医療センター線（名鉄バス）

岡崎・西尾線　下青野経由（名鉄東部交通）

岡崎・西尾線　高須経由（名鉄東部交通）

◀本多忠勝像酒井忠次像▶

News
新規バス路線運行のお知らせ11

　3月末で運行を終了するまちバスに替わり、鉄道駅や
公共施設などへのアクセスも充実した名鉄バス路線「岡
崎北線」が新設されます。まちバスと比べ、朝夕のダイ
ヤが拡充します。通勤・通学などの移動手段としてぜひ
ご利用ください。
●運行日／4月1日㈬～
●料　金／名鉄バスの運賃体系。割引運賃（定期券・高

齢者パス・乗継割引など）も利用可能
　詳しくは名鉄バスホームページで。

●日時／3月22日㈰　10時～11時30分（一般開放は12時～）
●場所／式典＝桜城橋左岸橋下
●内容／式典、橋上セレモニー（テープカット、渡り初めなど）。
　　　　一般公開にあわせてウオーキングイベント「春のまめ

さんぽ」（詳しくは7ページで）や演奏会（①13時30分
②15時）を実施。キッチンカーの出店も。

乙川リバーフロント推進課　☎23Д6541　Я23Д6983

地域創生課　☎23Д6486　Я23Д6698

Event
いよいよ完成！桜城橋

さくらのしろばし1

名鉄バス路線「岡崎北線」新設
まちバスが名鉄バス路線に変わります

　4月開院予定の藤田医科大学岡崎医療センターに、バ
スで通院できるようになります。ぜひご利用ください。
●運行日／4月1日㈬～
●料　金／ＪＲ岡崎駅（西口）⇔藤田医大岡崎医療セン

ター　大人170円、小児 90円
　詳しくは各運行会社ホームページで。

名鉄バス路線「岡崎医療センター線」新設
名鉄東部交通路線も一部の便が乗り入れます

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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名鉄名古屋本線

477

483

293

岡崎城

龍城神社

岡崎公園

殿
橋 桜

城
橋

明
代
橋

潜水橋

龍城橋西 岡崎公園前

殿橋北

康生通西2丁目

康生通南

康生通南
2丁目

明大寺本町

殿橋南

東岡崎

家康公・竹千代像ベンチ

からくり時計

大手門前

桜城橋

14時～17時30分

14時30分～17時30分

オリンピック聖火リレーコース
交通規制区間

規制時間
他イベントによる交通規制区間

9時～22時

9時～22時

コンビニエンス
ストア

至福岡町

若松線

岡崎小学校

藤田医科大学
岡崎医療センター（建設中）

自動車
学校

コンビニエンス
ストア 岡

崎
碧
南
線

福
岡
線

東
海
道
本
線

Ｊ
Ｒ
岡
崎
駅

占
部
川

駅南中央公園
西之切

岡崎市針崎町

柱町木之下

群界橋東

※聖火リレー観覧専用駐車場はありません。近隣の有料駐車場
　または公共交通機関をご利用ください。
※コース及び会場周辺での無人航空機（ドローンなど）の飛行は
　禁止します。

●日時／4月7日㈫　16時22分スタート予定
●場所／岡崎公園（大手門前）→岡崎城→伊賀川河川敷

→乙川河川敷→桜城橋（ミニセレブレーション）
●内容／121日間かけて47都道府県を巡る聖火リレー。

本市では市の中心部を舞台に、14区間にわ
たってランナーが聖火を繋ぎます。

　　　　※ランナーと走行順は順次発表予定

当日は混雑が予想されるため、入場制限や立ち入り禁止エ
リアなどがあります。スタッフの指示に従い、ルールを
守って観覧してください。

●日時／3月16日㈪から
●内容／健康遊具・複合遊具・幼児遊具やランニング

コースなど、幅広い年代が楽しめる公園です。

●抽 選 会／3月6日㈮　19時（18時30分受付）　
●場　　所／図書館交流プラザ3階会議室301
●対象施設／陸上競技場・サッカーラグビー場・野球場・
　　　　　　アーチェリー場・多目的運動場
●対象期間／7月6日㈪～令和3年3月30日㈫
●申　　込／当日会場へ。事前に利用登録が必要。詳し

くは龍北総合運動場クラブハウス（Л070
Д2329Д3979）へ問い合わせを。

詳しくは、市ホーム
ページをご覧ください。

スポーツ振興課　☎23Д6597
Я23Д7182

Event
東京2020オリンピック  聖火リレーがやってくる！22

公園緑地課　Л23Д7406　Я23Д6559

News

2 駅南中央公園オープン
スポーツ振興課　Л23Д6361　Я23Д7182

News

3 龍北総合運動場施設利用抽選会

Okazaki News & Topics
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岡崎公園・城南亭
三河武士のやかた家康館　Л24Д2204　Я24Д2247

内　容
立礼席の営業時間延長

3月26日㈭～4月10日㈮は18時まで営業します
（土・日曜日は19時まで）※夜間照明の実施状
況により変更あり

日　時
費　用

立礼席「ニ
に

胡
こ

の生演奏」
4月3日㈮　11時30分～12時、13時30分～14時
各450円（抹茶・和菓子付き）

Л45Д7230　Я45Д7458（月曜日休館）
奥殿陣屋

●金鳳亭メニュー／11時～14時30分
　季節料理＝岡崎おうはんの味ごはん
　1,000円（3月1日㈰～4月上旬）
●藍染め展／3月17日㈫～22日㈰
●創作手作り作品三人展／3月31日㈫～4月5日㈰
　Ю以下のイベントは雨天中止
●陣屋てづくり市／3月1日㈰　9時30分～15時
●和太鼓（かがり火）公演／3月8日㈰　11時30分、13時
●骨とう市／3月15日㈰　9時30分～13時

Л43Д0123　Я43Д0122

ふれあいドーム岡崎

日　時
定　員
費　用
持ち物
申　込

3月25日㈬　10時～
24人（先着）
3,500円
直径30㌢程度の鉢
3月8日㈰から直接または電話で。

早春の寄せ植え講習会

農務課の催し

農務課　Л23Д6199　Я23Д8970

日　時
場　所
内　容

なすフェア
3月7日㈯　10時～
道の駅「藤川宿」
岡崎産なすの即売・試食（無くなり次第終了）

農務課　Л23Д6201　Я23Д8970

日　時
場　所

内　容

おかざき産直ぐるっとラリー

3月7日㈯～27日㈮
おかざき農遊館、ふれあいドーム岡崎、道の駅
「藤川宿」、小久井農場直売所（岡町）、はい
らっせぬかた（樫山町）、グリーンセンター長
瀬（橋目町）
3施設分のスタンプを集めると、おかざき農遊
館またはふれあいドーム岡崎でくじ引きに挑戦
できます。詳しくは市ホームページで確認を。

農務課　Л23Д7418　Я23Д8970

日　時
場　所
定　員
講　師
申　込

地域農産物のブランド化に向けたセミナー

3月9日㈪　14時～16時
市役所分館3階大会議室
100人（抽選。落選者のみ連絡）
㈱玄　政所利子氏
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「セミ
ナー」係へ。3月6日㈮必着

農務課　Л23Д6195　Я23Д8970

場　所
内　容

申　込

市民農園で野菜作りをしませんか

舞木町、本宿町、仁木町など
市民農園の空き区画があります。これから春や
夏にむけて家庭菜園を始めませんか。
詳しくは電話または市ホームページで確認を。

公園緑地課　Л23Д7406　Я23Д6559

日　時
場　所
内　容

出会いの杜
もり

公園の2周年をお祝いしよう

3月20日㈷・21日㈯　12時～20時
出会いの杜公園、ＪＲ岡崎駅自由通路（21日のみ）
キッチンカーやアクセサリー物販、ステージイ
ベントなど

Л52Д9095　Я77Д4511
南公園　はるフェスタ♪・みなどん誕生祭

日　時
内　容

3月28日㈯・29日㈰　10時～15時
▶はるフェスタ／みなどん大捜索、ゲームコー
ナー（有料）、キッチンカー
▶みなどん誕生祭（29日のみ／みなどんをつ
くろう♪（缶バッジ、ペーパークラフト、ぬり
え）、キッズチアダンス、和太鼓演舞

&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。

申　込
Ю植物観察会「食べられる植物を探そう」
日　時
定　員
Ю八十八夜のお茶摘み体験（雨天中止）
日　時
場　所
定　員

3月22日㈰9時から電話で（先着）。

4月18日㈯　9時（管理棟集合）～12時
20人　　費　用　100円

4月25日㈯　9時30分～15時
管理棟
20人

ホタル学校（鳥川町）
Л82Д3027　Я82Д3689（月曜日定休）

Ю新緑の喜桜山トレッキング（約7㌔）
日　時
定　員
申　込
Ю目指せ！ホタル博士！　ホタルマスターファミリー講座
日　時

内　容
定　員
申　込

4月26日㈰　9時～12時30分（雨天中止)
30人（先着）
3月7日㈯9時から電話で。

4月12日、5月17日、6月7日、7月12日、8月2
日、9月27日の日曜日（6回コース）
ホタルやホタルを取り巻く自然について学ぶ
小中学生親子10組（抽選）
はがき、ファクス、Eメール（�hotaru.gakko
@city.okazaki.lg.jp）に2ページの申込共通項
目を記入し、〒444…3614　鳥川町字小デノ
沢5番地1　ホタル学校「ホタルマスター」係へ。
3月25日㈬必着

申　込

①火おこし体験を楽しもう
日　時
内　容
対　象
費　用
②第19期ネイチャークラブ（前期）会員募集
日　時

内　容
対　象
定　員
費　用

はがきに希望の番号と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　少年自然の家へ。①3月28日㈯②4月
11日㈯必着

4月25日㈯　9時30分～14時30分
火おこし体験、カレーライス作り、落ち葉スキーなど
小中学生を含む10家族（抽選）
1人500円

5月9日㈯、6月21日㈰、7月11日㈯、8月22日㈯
～23日㈰※1泊2日（4回コース）
野外活動、炊飯活動、創作活動など
小学4～6年生（車での送迎が必要）
35人（抽選。初めてのかた優先）
3,500円（4回分）

少年自然の家
Л47Д2357　Я47Д3536

その他の自然体験イベント

場　所
内　容
定　員
費　用
申　込

市民農園「ファーム東阿知和第3」利用者募集

東阿知和町字乙カ184番地1,2
1区画約30平方㍍。4月から5年間利用
24区画（抽選）
年6,000円
往復はがき（1世帯1枚）に2ページの申込共通
項目を記入し、〒444…2112　東阿知和町字
乙カ116番地　農業支援センター「市民農園」
係へ。3月12日㈭必着

農業支援センター　Л46Д4490　Я46Д4465

日　時
内　容

おおだの森で花見会

4月4日㈯　11時～13時（雨天時は5日㈰）
ヤマザクラを見ながら里山を散策。頂上でコー
ヒー、豚汁の振る舞いあり。詳しくは
ホームページで確認を。

環境政策課　Л23Д6671　Я23Д6536

日　時

定　員
申　込

県天然記念物・北山湿地　春の自然観察会

4月18日㈯　8時30分（市役所西庁舎ロータ
リー集合）～12時30分（雨天中止）
24人（抽選）
はがきまたはファクス、Ｅメール（�kankyosei
saku@city.okazaki.lg.jp）に2ページの申込共
通項目を記入し、〒444…8601　環境政策課
「北山湿地観察会」係へ。3月26日㈭必着

環境政策課　Л23Д6188　Я23Д6536

日　時

持ち物
申　込

岡崎中央総合公園
バードウオッチング（初心者向け）

4月11日㈯　9時（美術博物館第2駐車場集合）
～12時（雨天時は5月9日㈯）
あれば双眼鏡
当日集合場所へ。

Л25Д7887　Я25Д5815
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日　時
場　所
内　容

費　用
申　込

岡崎中央総合公園　健康相談窓口開設
Л25Д7887　Я25Д5815

3月4日㈬・19日㈭　10時～12時
総合体育館内トレーニング室
管理栄養士による「食事」サポートと健康運動
指導士による「運動」指導
トレーニング室利用料（市内在住310円）
当日、トレーニング室の受付へ。

対　象
申　込

体育協会職員募集
体育協会　Л53Д7644　Я54Д7097

35歳以下
3月1日㈰から受付開始。詳しくは体育協会
ホームページまたは電話で問い合わせを。

申　込

体育協会
各種スポーツ大会・イベント　参加者募集

Л53Д7644　Я54Д7097

スポーツ振興課（東庁舎2階）、市体育館にあ
る申込書で。詳しくは要項で確認を。

●馬術大会／3月29日㈰
●市アーチェリー大会／4月5日㈰
●青少年ボクシング講習会／4月5日㈰
●市民テニス大会／4月5日㈰・19日㈰
●市民総合バレーボール大会／4月5日㈰・11日㈯・12日㈰
●市民ボウリング大会／4月5日㈰・19日㈰・26日㈰
●市民グラウンド・ゴルフ大会／4月11日㈯
●市ママさんバレーボール大会／4月11日㈯～13日㈪
●グライダー市民体験飛行の会／4月12日㈰
●市民卓球大会／4月12日㈰
●市民ソフトテニス大会／4月12日㈰・26日㈰
●市民春季総合ソフトボール大会／4月19日㈰
●市民バドミントン選手権大会ダブルスの部／4月19日㈰
●市民弓道大会近的の部／4月19日㈰
●市民剣道大会／4月26日㈰

岡崎中央総合公園　子ども対象教室（4月～6月） Л25Д7887　Я25Д5815

教　室　名 開催曜日・時間
サッカー教室（各60分。11回コース）
子ども運動教室（60分。7回コース）
チアダンス教室（60分。13回コース）
親子ヨガ教室（60分。10回コース）
親子ふれあい体操教室（120分。10回コース）

キッズダンス教室（各45分。12回コース） 土曜日。リトル（年中・年長）＝14時、キッズ（小学新1～3年生）＝
15時、ジュニア（小学新4～6年生）＝16時

火曜日。低学年＝18時、高学年＝19時15分
水曜日　18時
木曜日　19時
金曜日　10時
水曜日　10時

対　象 費　用
小学生
小学新1～3年生
小学新3～6年生
6カ月～3歳児親子
未就園児親子

7,920円（11回分）
4,550円（7回分）
9,360円（13回分）
6,100円（10回分）
7,700円（10回分）

8,640円（12回分）

申込　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を記入し、〒444…0002　高隆寺町字峠1番地　岡崎中
央総合公園へ。3月20日㈷必着（抽選）。詳しくは、岡崎中央総合公園へ問い合わせを。

岡崎中央総合公園　各種教室（4月～6月） Л25Д7887　Я25Д5815

対象　中学生以上　　費用　1回410円
申込　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、岡崎中央総合公園へ問い合わせを。

教　室　名 開催曜日・時間
かんたんヒップホップ（60分）
ピラティス（60分）

ヨガ（各60分）

バレトン®（各60分）

金曜日　10時
水曜日　10時

火曜日　19時30分、木曜日　10時

火・金曜日　10時
水曜日　19時30分
木曜日　10時、11時30分

初級ＺＵＭＢＡ®（60分）
ＺＵＭＢＡ®（60分）
ＺＵＭＢＡ®＆ストレッチ（60分）
エアロビクス（各60分）
初級ウオーキング（各90分）
ノルディックウオーク（90分）

水曜日　18時
水曜日　19時30分
火曜日　11時30分
火・水曜日　10時
火・木曜日　10時
金曜日　10時

教　室　名 開催曜日・時間

スポーツに関する情報をお届けします。
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■入場料（全席指定）
シビックセンター　ど72ひ5111　Я72ひ5110

6月7日㈰
アンサンブル天下統一 2020アンサンブル天下統一 2020

アンサンブル天下統一の洗練された三重奏と、若手演奏家を交えた六重奏も楽しめる贅沢なプログラム
中木健二（チェロ）、長原幸太（ヴァイオリン）、鈴木康浩（ヴィオラ）

一般：3,5００円、学生（25歳以下）：2,0００円

出演

川口尭史（ヴァイオリン）、山本 周（ヴィオラ）、泉 優志（チェロ）

クローズアップ
おかざき

15時開演
シビックセンター・コロネット

※未就学児の入場不可。内容は一部変更する場合あり。一般発売日 3月21日㈯～

ラムム

シビックセンター・コロネットの催し Л72Д5111　Я72Д5110

古文書講座（初級編・中級編）
美術博物館　Л28Д5000　Я28Д5005

Ю共　通
場　所
定　員
費　用
申　込

Ю初級編（各5回コース）
日　時

内　容
Ю中級編（10回コース）
日　時

内　容

Ю美術博物館の臨時休館のお知らせ

図書館交流プラザ
各60人（抽選）
初級編＝500円（5回分）、中級編＝1,000円（10回分）
はがきに2ページの申込共通項目と希望講座名
（いずれか1講座）、受講歴の有無を記入し、
〒444…0002　高隆寺町字峠1番地　美術博物
館「古文書講座」係へ。4月3日㈮必着

▶平日コース＝5月～9月の平日（月1回）　13時
30分～15時30分※6月は9時30分～11時30分
▶休日コース＝6月・8月・11月・12月、令和3
年2月の休日（月1回）　13時30分～15時30分
県内の古文書を教材に、読み方の基礎を学ぶ

5月～令和3年2月の祝・休日（月1回）　13時30
分～15時30分
県内の古文書を教材に、読解力の強化を図り地
域の歴史を学ぶ

3月23日㈪～4月3日㈮は、展示替えのため
臨時休館します。

時　間 10時～18時（入館は17時30分まで。最終日は
早めに終了）

●六名画遊会・油画会　油彩合同展●工房桜
おう

寿
じゅ

ちりめん
教室展●第10回有

ゆう

鄰
りん

書展●ふれあい展（絵画・陶芸）
●龍祥印会作品展（篆

てん

刻
こく

）●六ツ美洋画クラブ作品展●
手編みと手織りの作品展（手芸）●第46回中日ジュニ
ア書道展●第55回記念春季白士会展（絵画）※入場料
400円。年間パスポートの対象外●あやの会日本画作品展

日　時
対　象
申　込

コロネット市民音楽フェスティバル2020
参加者募集

シビックセンター　Л72Д5111　Я72Д5110

9月23日㈬～29日㈫
音楽活動をしている個人または団体
シビックセンターにある申込書（ホームページ
から入手可）で。詳しくは募集要項で確認を。
3月20日㈷必着

日　時
内　容

出　演
チケット

コロネットランチタイムコンサート　
山本奈央　オカリナコンサート

3月19日㈭　11時30分
平日の昼間に楽しめるコンサート。オカリナの
優しい音色でタンゴや春の音楽を奏でます。
山本奈央（オカリナ）、大柴拓（ギター）
全席自由　1,000円※チケットはシビックセン
ター総合案内で販売中

日　時
内　容

出　演
チケット

アートマネジメント支援プログラム　

畝部 理佐　デビュー・ソロ・リサイタル～七変化～
うね　べ

3月12日㈭　14時
ソプラノ歌手・畝部理佐が地元岡崎で初のソロ・リサイタル。
ウィーン帰りの実力とオペラの役「七変化」をお楽しみに！
畝部理佐（ソプラノ）、松江有希子（ピアノ）
全席自由　1,000円※チケットはシビックセン
ター総合案内で販売中

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。

りゅうしょういん

Art & Culture 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。

15 OKAZAKI  2020年3月



親と子の相談（無料） 健康増進課　Л23Д6084　Я23Д5071当日会場へ

内　容　・　対　象 実施日 時　　間 場　　所

11時～12時
（受付10時45分～11時）

【まちかど　ほっと相談室】
妊婦相談、育児相談、栄養相談、歯科相談（げ
んき館のみ）、体重計測
※持ち物／母子健康手帳・バスタオル
※総合子育て支援センターは育児相談、体重計
測のみ

【母子健康手帳の交付】産科医療機関発行の妊
娠届出書持参（外国籍のかたは在留カードも持参）
※まちかどほっと相談室でも交付が受けられます。

【幼児歯みがき教室】就学前の子どもと保護者
（歯ブラシ・母子健康手帳持参）

月～金曜日

4 / 4 ㈯、5 / 9㈯、6 / 6㈯

4 / 4㈯、5 / 9㈯、6 / 6 ㈯

岩津市民センター

矢作市民センター

岡崎げんき館3階

六ツ美市民センター

南部市民センター分館

総合子育て支援センター

保健所

岡崎げんき館3階

10時～11時
10時～11時

9時30分～10時30分
10時～11時
10時～11時
10時～11時

8時30分～16時

9時～11時30分

4 / 8㈬、5 /13㈬、6 /10㈬
4 /14㈫、5 /12㈫、6 / 9㈫
4 /28㈫、5 /26㈫、6 /23㈫
4 /15㈬、5 /20㈬、6 /17㈬

5 /19㈫
4 /21㈫、6 /16㈫

岡崎げんき館3階
9時～11時

（受付9時～9時20分）
【両親学級】赤ちゃん人形の抱っこ体験、沐浴
体験、パパの妊婦体験、歯とお口の健康の話、
食事と栄養の話、薬の話、絵本の紹介など

もくよく

Л53Д3511　Я53Д3642（月曜日休館）

Ю親子教室「ルネのKawaiiきんちゃくを作ろう」
日　時
内　容

対　象
費　用
申　込
Ю特別教室「ありがとうを伝えよう」
日　時
内　容

費　用
申　込

Ю臨時休館のお知らせ

3月22日㈰　13時～15時
ルネガールまたはルネパ
ンダの下絵できんちゃく
を作る
小学生以下親子15組（先着）
500円
3月10日㈫10時から電話で。

3月7日㈯～4月5日㈰
感謝の気持ちを伝える
アイテムを作る
200円～
期間中随時受付（小学3
年生以下は保護者同伴）

3月2日㈪～6日㈮は、展示替えのため休館します。

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
対　象
申　込

地域福祉課　Л23Д6145　Я23Д6857

3月23日㈪　12時45分（市役所西庁舎1階ロ
ビー集合）～17時
県赤十字血液センター（瀬戸市）
血液の話、ＤＶＤ鑑賞、血液型判定（希望者）など
小学生親子20組（抽選）
3月10日㈫までに電話で。

バスで行く　春休み親子血液教室

日　時
内　容
対　象
申　込

Л27Д0444　Я27Д0422

4月26日㈰、5月10日㈰　9時30分～12時
蜜蜂について学ぶ、採蜜体験
小学生親子各10組（抽選。1組3人まで）
3月8日㈰～27日㈮に市ホームページ（電子申
請総合窓口）で。

動物総合センター　あにも　ハニーハント

日　時

対　象
申　込

Л・Я82Д3511（火曜日定休）

4月18日㈯・19日㈰
10時30分～12時
3歳以上親子15組（先着）
3月22日㈰9時から電話で。

こども自然遊びの森　わんパーク
ヨモギを摘んでおもちつき

市ホームページ（電子申請総合窓口）
から申込可

子ども・子育てに関する情報をお届けします。
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不妊治療費補助制度申請期限は
申請はお済みですか？

3月31日㈫です

治療終了後、速やか（おおむね1カ月以内）に手続きを。

平成31年3月～令和2年2月治療分

※治療終了日が3月のかたは4月30日㈭まで申請可

一般

平成31年4月～令和2年3月治療終了分特定

女性の健康パネル展

健康増進課　Л23Д6084　Я23Д5071

　女性が健康で明るく、充実した日々を自立
して過ごせるよう、若いうちからバランスの
とれた食事と運動を心がけ、定期的に検診を
受けましょう。

健康増進課　Л23Д6639　Я23Д5071

岡崎げんき館1階市民ギャラリー場所

3月6日㈮～12日㈭※月曜日は除く期間

第31回リトルアーティスト
絵画コンクール 金賞作品
《そびえ立つ浄妙寺》
竹内 颯太朗（六ツ美西部小学校6年）

Л53Д3511　Я53Д3642

休 館 日／月曜日
観 覧 料／大人100円　中学生以下 無料

開館時間／9時～17時（入館は16時30分まで）

※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)

●日時／3月29日㈰
●出演／平康悦子・鈴木絢・長坂由紀

●時間／①11時②13時30分　　●場所／正面ロビー

グループ「toi toi tone」が奏でる
春の絵本コンサート

●日時／4月5日㈰
●出演／オカリナ：リラ＆ピオーネ

オカリナ
スプリングコンサート

3月7日土～4月19日日

※受診の1カ月前に通知書が届かない場合は連絡を。     
　2歳児歯科健康診査の問い合わせは歯科総合センター  
　（岡崎げんき館北Л21Д8117）へ。

子どもの健康診査
健康増進課　Л23Д6084　Я23Д5071

■ 4カ月児（6カ月未満受診可）

■ 1歳6カ月児（1歳7カ月ごろ受診。2歳未満受診可）

■ 3歳児（3歳4カ月ごろ受診。4歳未満受診可）

■ 2歳児歯科（2歳3カ月ごろ受診。3歳未満受診可）

対　象　・　場　所

場所／協力医療機関

場所／岡崎げんき館3階

場所／岡崎げんき館3階

場所／岡崎歯科総合センター

対　象

申　込

その他

生活衛生課　Л23Д6714　Я23Д6621

平成25年4月2日～平成26年4月1日に生まれた
子ども
各予防接種の詳細は、市ホームペー
ジで確認を。
4月1日以降は任意接種（有料）

入学前に必要な予防接種を受けましょう
麻しん風しん（ＭＲ）第2期は3月31日までに接種を

日　時

対　象
費　用
持ち物
申　込

岡崎市民会館　Л21Д9121　Я21Д6973

4月10日・24日、5月15日・29日、6月12日・
26日の金曜日　10時30分～11時30分（6回
コース）
2カ月～1歳未満親子20組（先着）
3,600円（6回分）
バスタオル
3月7日㈯10時から電話で。

赤ちゃん教室＠甲山閣
心と体を育てる親子ふれあいベビーマッサージ教室

　場　所
内　容
持ち物
申　込

乳児期からの食育教室（離乳食教室）
健康増進課　Л23Д6962　Я23Д5071

岡崎げんき館1階多目的室
講話、試食（保護者のみ）
母子健康手帳・バスタオル
4月分：3月13日㈮、5月分：4月17日㈮、
6月分：5月15日㈮から電話で（先着）。

離乳食初期（開催時におおむね4～5カ月）
4月13日㈪、5月11日㈪、6月8日㈪　10時30分～11時30分 35組

30組離乳食後期（開催時におおむね8～9カ月）
4月13日㈪、5月11日㈪、6月8日㈪　14時～15時

教室名・日時 定員
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医療助成室　Л23Д6841　Я27Д1160
国保年金課　Л23Д6169　Я27Д1160
介護保険課　Л23Д6682　Я23Д6520

　医療費が高額になった世帯に介護
保険の利用者がいる場合、医療費と
介護サービス費を合算した額に自己
負担限度額を設け、それを超える金
額を申請により支給します。

平成30年8月～令和元年7月診療分の
合算額が限度額を超えているかたに
通知します。要件や自己負担限度額
などの詳細は問い合わせを。

高額医療・高額介護
合算療養費制度

● 対 象 ●

岡崎むかし館企画展

3月13日㈮～7月14日㈫

中央図書館　Л23Д3111　Я23Д3165

昭和を駆け抜けた名鉄電車たち

●鉄道模型の走行会
4月11日㈯・12日㈰、7月11日㈯・12日㈰　10時～17時
場所／図書館交流プラザ1階103会議室

場所／岡崎むかし館

※観覧のみ。車両持ち込みは不可

●記念講演会「岡崎と名鉄電車～岡崎市内線と拳母線を中心として～」
4月11日㈯　13時30分～15時

昭和の風景ジオラマと名鉄電車のＨＯ模型（1/80）ゲージ、
名鉄車両の説明パネル、記念乗車券、鉄道本などの展示

当日
会場へ

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）

4月10日・24日、5月8日・22日、
6月12日・26日の金曜日
10時～12時
4月16日・30日、5月7日・21日、
6月11日・25日の木曜日
13時15分～15時15分

北部地域福祉センター
担当：福祉事業団
☎45Д8790

5月7日・21日、6月4日・18日、
7月2日・16日の木曜日
10時～12時

中央地域福祉センター
担当：福祉事業団
☎25Д7701

図書館交流プラザりぶら
担当：まるい接骨院
☎58Д7676

対　象
申　込

65歳以上各20人（先着）
3月9日㈪から電話で各担当へ。

ワン　　　　　　　　　ツー　　　　　　　　　スリー こうくう

日　時
場　所
対　象

認知症介護家族交流会

3月10日㈫　10時30分～15時
東庁舎7階701
認知症のかたを介護しているかた

認知症カフェなど

当日会場へ

会場・担当 日時・内容

3月11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。

福祉用具の活用術～自分で
出来ることを増やすために～

3月12日㈭　10時～12時

口
こう

腔
くう

ケアと健康長寿

3月18日㈬　10時～12時
成年後見人制度について
地域内散策

3月12日㈭　13時30分～15時
糖尿病について

東部地域福祉センター
担当：東部地域包括支援
センター　☎48Д8099

こもれびかん
担当：額田地域包括支援
センター　☎82Д4370

なのはな苑
地域包括支援センター
☎57Д8087

ひな地域包括支援センター
☎65Д8555

日　時
対　象
申　込

4月13日㈪　13時30分～15時
60歳以上の男性30人（先着）
3月9日㈪9時から直接または電話で。

高年者センター岡崎
3B男前体操講座　無料体験会

Л55Д0116　Я55Д0156

当日会場へ

日　時

内　容

3月14日㈯　14時～16時
（雨天延期3月19日㈭）
認知症高齢者への声掛け訓練

ワクワクまちづくり大作戦
～住み続けたい優しいまち～
認知症　お散歩サポート in 籠田公園
中央地域包括支援センター　Л25Д3199　Я25Д7713

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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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

　　　　東岡崎駅（8時30分発）…岡崎公園（8時40分発）→奥山田
しだれ桜（見学）→まるや八丁味

み

噌
そ

（味噌蔵見学、お土産）→岡崎公
園（岡崎城見学、300円金券付き。12時20分解散）

●事前予約制／大人各1,500円、5歳～小学生各1,000円
　　　　　　　当日参加各1,700円 ※入城料、お土産代込み

グレート家康公「葵」武将隊と行く！

自然を満喫！そば作り体験と
「ミツマタ群生地」＆
「奥山田しだれ桜」
鑑賞コース

東岡崎駅（9時発）→天恩寺（見学）→男川やな（そば作り、昼食）→
千万町楽校（ミツマタ群生地鑑賞、お米お土産付き）→柴田酒造場（見
学、お酒の試飲、お土産付き）→岡崎ＳＡ（休憩、お買い物）→奥山田
しだれ桜（見学）→東岡崎駅（17時30分着）

●事前予約制／一律3,300円 ※そば作り・昼食代、お土産代込み

3月27日（金）・28日（土）・30日（月）

天然記念物
「奥山田しだれ桜」
鑑賞コース
3月25日（水）・26日（木）

　　　　岡崎公園（13時20分集合）→岡崎城（見学、300円金券付き）
→奥山田しだれ桜（見学）→まるや八丁味噌（味噌蔵見学、お土産）
→東岡崎駅（17時20分着）

午後便

午前便

認知症カフェに
補助金を交付します
　市では、認知症のかたと家族の交流や相談、地域に
認知症の理解を深めるために行われる認知症カフェに
補助金を交付します。
　補助金交付要綱、申請書様式など、
詳しくは市ホームページで確認を。岡崎市民病院医事課　Л66Д7020　Я66Д7691

当日先着
250人

図書館交流プラザ1階ホール
①血液のしくみと病気について
②輸血：血液のリレー「あなたの善意が命をつなぐ!」

3月28日㈯ 14時～16時

岡崎市民病院健康講演会

知っておきたい血液の病気
～貧血・出血・白血病～

会場

対　象 認知症のかたと家族、地域のかた

当日会場へ

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

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（担当：ひな
地域包括支援センター☎65Д8555）　 9時30分～11時30分

 3 月11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

 3 月15日㈰

13時～15時
 3 月10日㈫

13時30分～15時
 3 月15日㈰さわやかカフェ

かぐや姫
グループホームかぐや姫
☎71Д1116

13時～16時
 3 月22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～11時30分
 4 月 7 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）

10時～12時
 3 月16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）

オレンジカフェ

特別養護老人ホームくわがい
☎48Д8780

 3 月17日㈫
13時30分～15時30分しゃぼん玉

公衆衛生センター3階（担当：竜美
包括支援センター　☎55Д0751）

 3 月18日㈬
14時～15時30分

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

Л55Д0116

Л25Д7701

Л45Д8790

Л34Д3211

Л43Д6600

Л48Д8090

電　話
4 月 3 日㈮
4 月 7 日㈫
4 月 9 日㈭
4 月15日㈬
4 月20日㈪
4 月28日㈫

日　程会　　場

日　時
対　象

高年者センター岡崎
元気ハツラツ！出張測定

Л55Д0182　Я55Д0156

13時30分～15時
60歳以上

血圧測定、体組成測定

当日会場へ

葵　茶屋
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2月1日㈯

岡崎城のお堀は高さ9.5㍍！？
清
せい

海
かい

堀
ぼり

発掘調査現地説明会
徳川家康公も心を寄せた伝統神事
伊賀八幡宮　武

む

者
しゃ

的
まと

神事
1月20日㈪

日本の小学校ってこんなとこ！
～中国西安市長安第一小学校・広幡小学校交流～

入館者数500万人を達成！！
～おかざき世界子ども美術博物館～

1月18日㈯ 1月14日㈫

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

　乙川リバーフロント地区で整備を進めてきた『桜城橋』が3月22日㈰にいよいよ完成します。
長さ121.5㍍、幅16㍍という広々とした歩行者専用橋で、床面や手すりは温かみのある額田産

ヒノキ材で表装。渡るだけでなく　“集い、賑
にぎ

わう橋上の公園”　とすべく、今後、飲食店や物販施
設の設置、イベントスペースとしての活用など、民間事業者主体による運営をしてまいります。
また、橋を含む『天下の道』に設置する徳川四天王像のうち、本多忠勝公と酒井忠次公の2体も
同時にお披露目。岡崎の石工の力と技を結集した像が、家康公像と並び岡崎の景観に新たな色
を添えます。今後は出来上がった空間をいかに市民の皆さんにうまく使っていただき、賑わい
や新たな暮らし方、楽しみ方を生み出すかが重要であり、これからが本番です。
　まもなく桜の季節。風薫る橋上から眺める満開の桜、城、川。新しい橋が生み出すたくさ
んの笑顔を思うと本格的な春の訪れが待ち遠しくて仕方ありません。

いよいよ完成！桜城橋
さくらのしろばし

市長室より

from mayor

Dream City

 O
ka

za
ki

夢ある新しい
おかざき

Photo by John Leung

　1本の指揮棒でオーケストラをまとめ、作曲者が曲に
込めた思いを表現する指揮者。村松貞治さんは岡崎に生
まれ、現在はオーストラリアのシドニーで数少ない日本
人指揮者として活躍しています。現地の学校や自治体の
交響楽団を指揮したり、日本の歌を歌う『シドニーさく
ら合唱団』を指導するなど、音楽を通じて両国の文化交
流・相互理解に大きく貢献。その功績が認められ、外務
大臣表彰を受賞しました。
　そんな村松さんが指揮者を志して海を渡ったのは、高

校卒業後のこと。イギリス
を始めヨーロッパ各地で
音楽を学んだ後、文化庁
の新進芸術家海外研修制
度の研修生としてシドニー
音楽院に赴いたことをきっ
かけに、当地に居所を定め

ました。オーストラリアで暮らす印象は「海外から来た
人に寛容」とのことで、英語が堪能でなくても一生懸命
に話を聞き、受け入れてくれる空気を感じるそうです。
　指揮の醍醐味は、自分が表現したいことを仲間が理解
して、それが音という形になって表れた瞬間にあり、皆
で意見を出し合い、協力してコンサートを創り上げてい
く過程が楽しいと目を輝かせます。
　現在は大学の非常勤講師として指揮・合唱を指導する
傍ら、地域住民とともに組織するオーケストラの立ち上
げに尽力。「後継者を育てるという意味でも、地元の若
い音楽家たちとともに頑張っていきたい。若い世代の育
成は自分の成長にもつながる」と情熱を傾けます。
　音楽の道を目指す若者には、「音楽が好きで、その道
で生きていきたいと思うならば、ぜひ続けてほしい。信じ
て続けることが一番大事」とメッセージを送る村松さん。
今後も世界を舞台に指揮棒を振り続けます。

音楽で日本とオーストラリアをつなぐ！
令和元年度外務大臣表彰受賞の指揮者

村松　貞治　さん
海外に住んでいても岡崎は大好きなまち。城下町で生まれたことは誇りです。
◆むらまつ　さだはる さん

SStory
わたし物語
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人事課　Л23Д6092　Я23Д6546

●募集職種／一般事務、土木・建築・電気・化学、保健師、獣医師、保育士、消防　など
●試 験 日／▶SPIコース＝4月10日㈮～5月13日㈬▶教養（専門）コース＝5月10日㈰
●会　　場／岡崎女子大学・岡崎女子短期大学（中町）、市役所（応募状況により変更する場合あり）
●受　　付／3月1日㈰～19日㈭。応募方法、募集条件・人数など詳細は、市ホームページに掲載の受験案内で
　　　　　　確認を（市政情報コーナーで入手可）。

令和3
年度採

用

岡崎市
職員の

募集

「SP Iコース」の受付をインターネット申込に！

第1次試験のSP Iを、全国47都道府県に設置
されたテストセンターで受験可能に！

採用試験がより受験しやすくなります!

やはぎかん12周年春まつり
西部地域交流センター

Л33Д3665　 Я32Д7771
Ψ 3月8日㈰　9時30分～15時30分
Φ 市民活動団体・地域団体による発
表、作品展示、体験、販売

道の駅「藤川宿」
クラシックカーフェスティバル

Л66Д6031　Я66Д6032
Ψ 3月14日㈯　10時～15時
Φ 国内外のクラシックカーの展示

ふれあい岡崎　福祉まつり
岡崎市社会福祉協議会

Л23Д8705　Я23Д8706
Ψ 3月20日㈷　10時～15時
Φ 障がい者スポーツの紹介、各種福
祉体験、雑貨・食品の販売、ス
テージショー

Б 東部地域交流センターむらさきかん
Ж 当日会場へ。

動物総合センター　あにも
Л27Д0444　Я27Д0422

Ю共通
Ж ①3月12日㈭②4月9日㈭③5月14
日㈭9時から電話で（先着）。

Юパピースクール（子犬の社会化。犬同伴）
Ψ ①4月4日㈯②5月24日㈰③6月6
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4組
Ъ 500円

Юしつけ相談（犬同伴）
Ψ ①4月18日㈯②5月16日㈯③6月

13日㈯　10時～12時、14時～16
時（1組20分）

Λ各8組
Ъ 500円

Ю事前講習会（犬を飼う心構え）
Ψ ①4月12日㈰②5月14日㈭③6月

20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。

「人権を理解する作品コンクール」
優秀作品展

自治振興課　 Л23Д6493
Я23Д6667

Ψ 3月12日㈭～17日㈫　9時～21時
（初日は12時から。最終日は16時
まで）

Б図書館交流プラザ2階ギャラリー
Φ 小中学生の優秀作品（ポスター、
書道及び標語）を展示。詳しく
は、岡崎人権擁護委員協議会事務
局（Л52Д6415）へ。

まちづくりトークセッション
市街地整備課　Л23Д6264

Я23Д5988
Ψ 3月18日㈬　18時30分～20時
Бシビックセンター体育集会室
Φ これからのＪＲ岡崎駅周辺のまち
づくりについて考える

Ж 3月10日㈫までに電話（Л53Д
6190）またはファクス（Я53Д
0101）で出会いの駅おかざき推
進協議会へ。

おかざきカレーパンフェスティバル
in 出会いの杜

もり

公園
市街地整備課　Л23Д6264

Я23Д5988
Ψ 3月22日㈰　10時～15時
Φ 岡崎の新グルメ「おかざきカレー
パン」を始め、各店のイチ押しパ
ンが集結します。

Ж当日会場へ。

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…P22

●募　集………P24

●暮らし………P25

●相　談………P29

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。

●期　間／4月21日㈫～　午前・午後・夜間
●費　用／10回講座は年500円、18回講座は年1,000円（別途教材費）
●申　込／3月3日㈫～17日㈫に各市民センターへ直接（電話申込不可）。
　受付は火～土曜日＝9時～20時30分、日曜日＝9時～16時30分
　（17日㈫の受付は17時まで。月曜日は休館）。抽選。詳しくは、
　図書館交流プラザ、各市民センターで配布するチラシで。

健康づくりやスポーツ、文化、料理などの定期講座

令和2年度
市民センター定期講座

中央市民センター
Л55Д8066

南部市民センター
Л51Д1579

大平市民センター
Л22Д0162

東部市民センター
Л48Д2922

岩津市民センター
Л45Д2512

矢作市民センター
Л31Д3202

六ツ美市民センター
Л43Д2510

市民協働推進課　Л23Д3110　Я23Д3165

受講者
募集 ● 講座会場 ●

岡崎市民病院腎臓病教室
岡崎市民病院医療技術局

Л66Д7038　Я25Д2913
Ψ 3月12 日㈭　9時～12 時
Б 西棟地下2階会議室
Φ 治療・薬・検査・生活・食事・医
療費の相談、透

とう

析
せき

機器の展示、低
たんぱく食品の試食

Ч 血液検査結果、お薬手帳など
Ж 当日会場へ。

第11回伊賀川フォト散策
環境政策課　Л23Д6270

Я23Д6536
Ψ 3月28日㈯　10時（図書館交流プ
ラザストリート広場集合）～12時
（雨天中止）

Φ ウオーキング、写真コンテストの
作品撮影※先着50人に粗品進呈

Ч カメラ（スマートフォン可）
Ж 当日集合場所へ。

三河武士のやかた家康館
甲冑とお姫様試着体験

Л24Д2204　Я24Д2247
Ψ 3月28日㈯・29日㈰、4月4日
㈯・5日㈰　9時～16時

Φ 子ども用、大人用の甲冑及び着物
の試着体験

Ъ 入館料が必要※市内の小中学生は
わくわくカード・生徒手帳の提示
で無料

中日料理教室（前期）
男性も女性も、
みんなで楽しくお料理に挑戦！

男女共同参画課　Л23Д6222
Я23Д6626

Ψ 4月～9月の第3土曜日　10時～
12時（6回コース）※8月のみ第4
土曜日

Б図書館交流プラザ2階調理室
Λ 10人（抽選。初めてのかた優先）
Ъ 4,000円（6回分）
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「中日料
理教室」係へ。3月25日㈬必着※
未就学児（生後6カ月以上）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

岡崎げんき館市民会議
楽しく運動！さあ、一緒に
健康寿命を伸ばしましょう！

保健企画課　Л23Д6807
Я23Д5041

Ψ 4月23日～5月28日の木曜日　13
時30分～15時30分　

Б岡崎げんき館多目的室
Φ有酸素運動、筋トレ、ストレッチ
Λ 35人（抽選）
Ъ 1,800円
Чタオル・バスタオル
Ж はがき（〒444…8545）、ファクス
（Я23Д5073）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「健康づくり講座」係
へ。4月6日㈪必着

令和元年度創業者交流支援事業
～徹底ビジネススキル研修～

商工労政課　Л23Д6503
Я23Д6213

Ψ 3月17日㈫・19日㈭　10時～17時
Б岡崎商工会議所
Φ 異業種の起業家・経営者との交流
を通じ、事業経営、販促方法、情
報発信のコツなどビジネススキル
を学ぶことで売上向上につなげ、
事業を成功に導く

Θ創業から5年程度までのかた
Ж 商工労政課（西庁舎1階）、岡崎
商工会議所にある申込書で。詳し
くは岡崎商工会議所（Л53Д
6500）に問い合わせを。

高年者センター岡崎
白鳥先生のうたごえコーラス

Л55Д0116　Я55Д0156
Ψ 3月28日㈯　10時～11時30分
Φみんなで歌うコーラス体験
Θ小学生以上30人（先着）
Ж 3月9日㈪9時から直接または電話で。

支援者のためのイベント
身体障がいのあるかたの感じかた
疑似体験会
福祉の村　友愛の家　Л21Д8077

Я64Д7999
Ψ 3月29日㈰　13時～15時
Φ 視覚障がい・片マヒなどの体験、
当事者の講話

Ж 3月7日㈯9時から直接または電
話、ファクスで。

かっちゅう

●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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ご存知ですか？
高等職業訓練促進給付金

母子・父子家庭のかたへ キャッシュレス・ポイント還元事業

●場所／イオンモール岡崎1階セントラルコート
●内容／キャッシュレス決済（クレジットカード・
　QRコード）の基本とポイント還元事業の説明
●申込／電話またはファクスに2ページの申込共通項目を記入し、
　企画課へ。

●内容／就業に有利な看護師（准看含む）・介護福祉士・
保育士・理学療法士・作業療法士などの資格取得のた
め養成機関で修業する場合、対象資格の取得が見込ま
れるかたに給付金を支給

●対象／母子家庭の母または父子家庭の父で、児童扶養
手当の支給を受けているか同様の所得水準のかた

●申込／事前に家庭児童課（東庁舎1階）へ相談を。

家庭児童課　Л23Д6769　Я23Д6833 企画課　Л23Д6652　Я23Д6229

キャッシュレス使い方講座
3月17日㈫　15時～16時

リサイクルプラザ内ガラス工房　葵
ガラスで鯉のぼりと一輪挿しを
作ろう！

ごみ対策課　Л22Д1153
Я25Д8153

Ψ 4月24日㈮　①9時～12時②13時
～16時

Θ 15歳以上各6人（抽選）
Ъ 1回2,500円
Ж 往復はがき（1家族1枚）に希望
時間と2ページの申込共通項目を
記入し、〒444…0002　高隆寺
町字阿世保5番地　リサイクルプ
ラザ「吹きガラス体験」係へ。4
月6日㈪必着

障がいのあるかたのための講座
教えて！理学療法士さん
「できる」が増える講座
福祉の村　友愛の家　Л21Д8077

Я64Д7999
Ψ 4月5日㈰　10時～15時
Φ 筋力リハビリの方法・生活用品や
助成制度の紹介

Θ 難病の指定を受けたかたと支援者
20人（先着）

Ъ 50円
Ж 3月7日㈯9時から直接または電
話、ファクスで。

市民活動団体の
補助金事業成果報告会

市民協働推進課　Л23Д3110
Я23Д3165

Ψ 3月28日㈯　14時～16時15分
Б図書館交流プラザ会議室301
Φ 岡崎市民公益活動事業費補助金交
付16団体による事業成果の報告

Ж当日会場へ（入退場自由）。

重要文化財　天恩寺仏殿
檜皮屋根葺

ふき

替
かえ

工事見学会
社会教育課　Л23Д6177

Я23Д6643
Ψ 3月28日㈯　①10時30分②13時

30分
Б天恩寺（片寄町）
Θ小学生以上各30人（抽選）
Ж はがき、ファクスに希望時間と2
ページの申込共通項目を記入し、
〒444…8601　社会教育課「天恩
寺見学会」係へ。3月16日㈪必着

甲山閣
女性のためのストレッチ教室

岡崎市民会館　Л21Д9121
Я21Д6973

Ψ火曜日／13時30分～15時
　 ①4月（4回コース）②5月（3回コー
ス※5日を除く）③6月（5回コー
ス）④7月（4回コース）

Λ各20人（先着）
Ъ ①④各2,400円（4回分）②1,800
円（3回分）③3,000円（5回分）

Чヨガマットまたはバスタオル
Ж 3月7日㈯9時から電話で。

市制記念式の表彰者を推薦してください
秘書課　Л23Д6006　Я23Д6456
Φ 7月1日㈬に開催する市制施行104
周年記念式で表彰されるにふさわ
しい個人・団体を推薦してくださ
い。推薦されたかたは表彰候補者
審査委員会での審査を経て、表彰
者として決定されます。推薦基準
は市ホームページで確認を。

Ж 市政情報コーナー（西庁舎1階）、
秘書課（東庁舎4階）、各支所に
ある推薦書を秘書課へ。郵送可
（〒444…8601）。3月31日㈫必着

市民センター自主講座受講者募集
市民協働推進課　Л23Д3110

Я23Д3165
Φ 生涯学習活動として自主的に講座
を運営する「市民センター自主講
座団体」が、令和2年度の受講者
を募集しています。詳しくは各市
民センター、市ホーム
ページで確認を。

令和2年4月採用
多文化共生専門員募集
国際課　Л23Д6656　Я23Д6667
Φ ベトナム語による外国人相談、通
訳、翻訳。勤務は週2日で8時30
分～17時15分の間で6時間45分

Θ日本語とベトナム語が堪能なかた
Λ 1人（選考）
Ж 国際課（東庁舎2階）で配布する
申込書で。3月13日㈮必着

Event & Lectures
催し・講座

Wanted
募　集

Information
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学校指導課
Л23Д6425
Я23Д6529

知っていますか？

就学援助制度
学校での学習に必要な費用の一部を援助

●対象／市内在住で、小中学生を育てて
　いる経済的理由でお困りのかた
●申込／各学校。詳しくは、各学校また
　は学校指導課へ。

Л23Д6644　Я23Д6667

知って

学校指
Л23
Я23Л23Д6644　Я23Д6667

岡崎市国際交流協会（OIA）

外国語会話講座
●期間／4月17日㈮～令和3年3月（40回程度。クラスや開催日は右下のコードから確認を）
●場所／竜美丘会館　　●対象／15歳以上各20人（中学生不可。抽選）
●費用／3万8千円（別途テキスト代。OIA会員は3万円）
●申込／はがきに2ページの申込共通項目、希望クラス、メールアドレス
　を記入し、〒444…8601　国際課内国際交流協会「会話講座」係へ。
　3月13日㈮必着

英語・中国語・韓国語・スペイン語・
ポルトガル語・フランス語

岡崎市商工振興計画推進委員募集
商工労政課　Л23Д6214

Я23Д6213
Φ 会議に出席し、意見を述べる。任
期は2年。報酬あり　

Λ 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「産業振興のため
に、令和3年度から令和12年度の
10年間岡崎市が取り組むべきこ
とは（400～800字）」を直接ま
たは郵送（〒444…8601）で商
工労政課（西庁舎地下1階）へ。
3月19日㈭必着

令和2年4月採用　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。週5日、1日6時間45分勤務
（勤務時間などは要相談）
Λ 1人（選考）
Ж 3月17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。

市役所東庁舎1階ロビーに生け花を
無償提供いただける団体を募集

庁舎車両管理室　Л23Д6056
Я23Д7272

Ж 3月19日㈭までに庁舎車両管理室
（東庁舎6階）に直接
　 または電話で。

市民の市民による市民のための
「まなび」入門講座　前期「りぶら
講座」講師募集（5月～10月）
市民活動センター　Л23Д3114

Я23Д3142
Φ 自分が学んできたことを伝える講
座の講師を募集。1講座90分（調
理室は1講座3時間以内）。講師料
などの謝礼は無し。教材費のみ徴
収可で1講師1講座まで。

Ж 3月13日㈮までに電話（Л070Д
5252Д7263）でりぶらサポー
タークラブへ（月・火・木・金曜
日13時30分～16時30分）。

自衛官募集・説明会
自衛隊岡崎出張所　Л・Я58Д0095
Ю自衛官等募集
Ж幹部候補生＝5月1日㈮まで
　一般曹候補生＝5月15日㈮まで
　自衛官候補生＝年間を通じて
Ю自衛隊幹部候補生制度説明会
Ψ 3月10日㈫　13時～16時
Б岡崎合同庁舎2階会議室
詳しくはホームページまた
は電話で問い合わせを。

障がい者タクシー助成券を
交付します

障がい福祉課　Л23Д6113
Я25Д7650

Φ 令和2年度分のタクシー助成券を
3月27日㈮から交付します。※3
月28日㈯のみ土曜窓口（東庁舎1
階、9時～12時30分）で交付

Θ 市内在住で1～3級の身体障がい
者手帳、Ａ・Ｂ判定の療育手帳、
1・2級の精神障害者保健福祉手
帳所持者（自動車税・軽自動車税
の減免を受けているかたは交付不
可）

Ч手帳・印鑑
Ж ▶身体障がい者手帳・療育手帳所
持者＝障がい福祉課（福祉会館1
階）▶精神障害者保健福祉手帳所
持者＝保健所健康増進課（岡崎げ
んき館2階。Л23Д6715）▶額
田地域のかた＝額田支所（Л82
Д3100）

西三河都市計画用途地域の変更
原案の説明会

都市計画課　Л23Д6260
Я23Д6514

Ψ 3月11日㈬　19時～20時
Б イオンモール岡崎ウエストアベ
ニュー3階イオンホール

Φ戸崎地区の用途地域変更について
Ж当日会場へ。

埋火葬許可証の
交付受付時間を変更します
市民課　Л23Д6135　Я27Д1158
Φ 4月1日㈬から埋火葬許可証の夜
間交付を廃止します。受付時間は
次のとおりとなりますので、ご注
意ください。

Ψ 8時30分～17時15分
Б 平日＝市民課（東庁舎1階）及び各
支所、休日＝東庁舎1階当直室前

Ч死亡届・届出人の印鑑

Life & Support
暮らし
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400ml・成分献血への定期的な
ご協力をお願いします。

◀実施日などは
　こちらから

献血に
ご協力ください
献血に
ご協力ください

岡崎地区献血推進協議会事務局
地域福祉課
Л23Д6145　Я23Д6857

　これまでの生涯学習講座や地元の会合などに加
え、4月1日㈬から、個人や企業のかたにも有料で
ご利用いただけるようになります（一部利用をお
断りする場合あり）。また、休館日も「月曜日と
祝日の翌日」から「月曜日」とし、利用可能日が
増えます。予約や問い合わせなど、詳しくは各市
民センターまたは市民協働推進課へ。

市民協働推進課　Л23Д3110　Я23Д3165

市民センターをご利用ください

岡崎市民病院看護師・助産師を
めざす看護学生への修学資金援助
岡崎市民病院総務課　Л66Д7011

Я25Д2913
Φ ▶貸与期間／4月から養成施設
（学校）を卒業する月まで▶貸与
額（月額）／5万円※市民病院の看
護師・助産師になり、貸与を受け
た期間に1年を加えた期間勤務し
た場合は返還を免除

Θ 文部科学大臣・厚生労働大臣が指
定した看護師等養成施設または学
校に在学中で2年生以上の成績優
秀なかた

Ж 4月14日㈫までに市民病院総務課
にある申請書（市民病院ホーム
ページから入手可）で。

建築物の不備による
事故や火災を防ぎましょう

建築指導課　Л23Д6816
Я65Д5566

Φ 安心して暮らすためには、建築物
が安全であることが大切です▶建
物の新築・増築などを行うとき
は、建築確認や完了検査を受けま
しょう▶建築後は定期的に安全点
検を行い、事故や火災による被害
を防ぎましょう。

障害年金を受給しているかたの
「子の加算」について

国保年金課　Л23Д6171
Я27Д1160

岡崎年金事務所　Л23Д2637
Φ 障害年金を受給しているかたに子
どもが生まれた場合、その子ども
が18歳になる年度の末日（3月31
日）までの間、加算額を受けるこ
とができます。対象の子どもが
18歳になり、障害等級1級または
2級に該当する場合、20歳になる
まで延長して加算額を受けること
ができます。詳しくは、障害基礎
年金を受給しているかたは国保年
金課へ、障害厚生年金を受給して
いるかたは岡崎年金事務所へ問い
合わせください。

令和2年度の出生・死亡・死産・
婚姻・離婚の届出をされるかたへ
市民課　Л23Д6135　Я27Д1158
Φ 厚生労働省による「人口動態調査
（職業・産業）」の実施に伴い、4
月から令和3年3月までの出生・
死亡・死産・婚姻・離婚について
届出を行う際、「職業」などの記
入をお願いします。

令和2年度分
固定資産税・都市計画税

資産税課　Л23Д6107
Я23Д6096

Φ 納税通知書兼課税明細を4月上旬
に郵送します。第1期の納期限は
4月30日㈭です。

4月から市の組織が変わります
人事課Л23Д6002　Я23Д6546

Φ 福祉総合相談体制の構築準備、道
路や橋りょうなどの老朽化対策強
化、災害に強い住環境整備、上下
水道局の体制強化などを図るた
め、市の組織を改正します。詳し
くは市ホームページをご覧くださ
い。

火災予防に心掛けましょう
消防本部予防課　Л21Д9859

Я21Д9821
「ひとつずつ　いいね！で確認
　　　　　　　　　　　火の用心」
Φ 空気が乾燥し、火災が発生しやす
い時季です。火の元には十分注意
しましょう。期間中には、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。

Ю住宅防火　命を守る　7つのポイント
▶3つの習慣／①寝たばこは、絶対
やめる②ストーブは、燃えやすい
ものから離れた位置で使用する③
ガスコンロなどのそばを離れると
きは、必ず火を消す

▶4つの対策／①逃げ遅れを防ぐた
めに、住宅用火災警報器を設置す
る②寝具、衣類及びカーテンから
の火災を防ぐために、防炎品を使
用する③火災を小さいうちに消す
ために、住宅用消火器などを設置
する④お年寄りや身体の不自由な
人を守るために、隣近所の協力体
制をつくる

Life & Support
暮らし

Information
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献血に
ご協力ください

バイク・軽自動車などの廃車や譲渡の届け出、減免の手続きを忘れずに
Φ 軽自動車税種別割（「軽自動車税」から名称変更）
は4月1日現在の所有者に課税されます。バイクや
軽自動車などの廃車・譲渡を3月中に予定している
かたは、4月1日㈬までに右表の機関へ届け出が必
要です。3月末は窓口が混雑しますので、早めの手
続きをお願いします。また、一定以上の障がいで手
帳の交付を受けているかたは、6月1日㈪までに申
請することで軽自動車税種別割が減免される制度
（県税の自動車税種別割の減免を受けたかたまたは
タクシー券を取得したかたを除く）があります。

原付バイク（125cc以下）
小型特殊自動車
（トラクター・フォークリフトなど）

市役所市民税課（東庁舎3階）
Л23Д6075

愛知運輸支局
西三河自動車検査登録事務所
豊田市若林西町西葉山46
Л050Д5540Д2047

軽自動車（四輪、三輪）
軽自動車検査協会　三河支所
豊田市若林西町西葉山48番2
Л050Д3816Д1772

バイク（125cc超）

車の種類 届　　出　　先
市民税課　Л23Д6075　Я27Д1159

　東岡崎駅北東に一般車乗降場を整備しました。東側から
進入してご利用いただけます。

拠点整備課　ど23ひ6662　Я23ひ6535

家康公ひろば下の
一般車乗降場が利用できます

3月16日㈪ 9時～

　市では、第4次防犯活動行動計画に基づき、犯罪のな
い安全で安心な地域社会の実現のため、様々な施策を実施して
きました。市内の刑法犯認知件数は年々減少していますが、県
内の住宅侵入盗認知件数は一昨年まで12年連続全国ワースト1
位を記録するなど、犯罪発生状況は予断を許さない状況です。
このたび、第5次岡崎市防犯活動行動計画（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。

第5次岡崎市防犯活動
行動計画（案）にご意見を

安全安心課　Л23Д6525　Я23Д6570安全安心課　Л23Д6525　Я23Д6570

意見の募集（パブリックコメント）

■募集期間／3月1日㈰～31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（�anzen@city.okazaki.
　lg.jp）、ファクスで安全安心課へ。市ホームページ（パブ
リックコメント）から提出可

　計画（案）は、市政情報コーナー（西庁舎1階）、安全安心課
（東庁舎3階）、各支所、市ホームページでご覧になれます。

●

明
代
橋

乙川

東岡崎駅前

一方通行

：一般車乗降場

一般車
乗降場

タクシー
乗り場

名鉄バス
乗り場

オト
リバーサイド
テラス

東口
一般車
乗降場

コンビニ

東岡崎駅

●
家康公像

東岡崎駅前東

固定資産評価額（土地・家屋）の
縦覧

資産税課　Л23Д6107
Я23Д6096

Ψ 4月1日㈬～30日㈭　8時30分～
17時15分（閉庁日は除く）

Б 資産税課（東庁舎3階）
Φ 土地・家屋価格等縦覧帳簿で、土
地や家屋の評価額を他と比較でき
ます。

Θ 納税者本人、本人と同居の親族、
相続人、納税管理人もしくは委任
状を持参のかた

Ч 運転免許証・健康保険証など。

令和2年度
水道水水質検査計画の公表

水道浄水課　Л22Д1101
Я22Д1675

Ψ 3月2日㈪～　8時30分～17時15分
（土・日曜日、祝日、年末年始を除く）
Б 男川浄水場、市政情報コーナー
（西庁舎1階）、市ホームページ

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
▶カーサ・カルダ鈴木𠮷夫▶岡崎信
用金庫▶武田機工株式会社共同募金

飼い犬の狂犬病予防注射料金変更
動物総合センター　Л27Д0444

Я27Д0422
Φ 4月から、集合注射での狂犬病予防
注射料金を2,850円から2,950円
に変更。注射済票交付手数料550
円と併せて3,500円となります。

●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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Information

届 出 先▶市民課・各支所
届 出 人▶本人または世帯主

❶ 転居届（市内で引っ越し）

❶❷共通

届け出期間▶転居後14日以内
持 ち 物▶本人確認書類・印鑑

● 転出届（市外へ引っ越し）

届け出期間▶岡崎市に住み始めた日から14日以内
持 ち 物▶前住所地が発行した転出証明書（特例転出を
　　　　　されたかたを除く）・本人確認書類・印鑑

※次の書類をお持ちのかたは必ず持参してください。
　通知カードまたはマイナンバーカード・住民基本台帳カード・
　在留カードまたは特別永住者証明書
※各種カード類・特別永住者証明書は、該当するかた全員分を
　お持ちください。

❷ 転入届（市外から岡崎市へ）

届け出期間▶転出予定日のおおむね30日前から転出後14日以内

持 ち 物▶本人確認書類・印鑑、あれば印鑑登録証
※郵送による「転出届」も可能です。

１
申 請 先▶市民課・各支所
取扱内容▶住民票の写し・印鑑登録証明書・戸籍関係
　　　　　証明書、市民税・資産税・納税に関する各
　　　　　種証明書の交付
※他にも各種証明書を交付しています。申請資格や持ち物など
　は事前に確認を。

● 代理人が届け出る場合は？

※通知カードとは、市民の皆さんにマイナンバー（個人番号）をお
　知らせするため、各世帯に郵送されたものです。

（詳しくは各担当へご確認ください）● 市役所・支所
開 庁 日▶月～金曜日　8時30分～17時15分
　　　　　（祝日・休日・年末年始は除く）

※支所ではできない手続きがあります（事前に確認を）。

● 土曜届出窓口（市役所東庁舎1階）　
実施日時▶毎月第1土曜日　9時～12時30分

取扱内容▶土曜証明窓口での取扱内容に加えて、転居届・
　　　　　転入届・転出届・印鑑登録（廃止）・戸籍届など
　　　　　も手続きできます。

※3月は7日・21日・28日の3回実施

● 土曜証明窓口（市役所東庁舎1階）
実施日時▶毎週土曜日　9時～12時30分
取扱内容▶住民票の写し・印鑑登録証明書・戸籍関係証明
　　　　　書、市民税・資産税・納税に関する各種証明書
　　　　　の交付。申請資格や持ち物などは事前に確認を。

※マイナンバーカード・住民基本台帳カードに関する手続
　きの一部、他市町村などに照会が必要な手続き及び届け
　出に伴う各種証明書の即日交付は取り扱いできません。
※印鑑登録（廃止）に必要な持ち物などは事前に確認を。

2

本人確認書類とは？

通知カードは本人確認書類にはなりません。

　届け出や申請の際に、窓口で本人確認を行っており、官
公署の顔写真付きの書類（免許証・パスポート・マイナン
バーカードなど）が必要です。顔写真付きの本人確認書類
がない場合は、顔写真のない本人確認書類（健康保険証・
年金手帳・医療受給者証など）を2つ以上お持ちください。

　ホームページで市民課届出窓口の現在の
待ち人数をリアルタイムで確認できます。
また窓口受付後の証明書などの交付呼び出
し状況を確認できます。

国民健康保険

国民年金

後期高齢者医療

医療費助成

介護保険

水道の中止・開始

国保年金課　Л23Д6167

国保年金課　Л23Д6171

医療助成室　Л23Д6841

医療助成室　Л23Д6148

介護保険課　Л23Д6647

上下水道局　Л23Д6350

※掲載した以外にも手続きがあります。詳しく
　は、市民課・支所で配布している手続き一覧、
　市ホームページなどでご確認ください。

さい

Л23 6167

い）

Л23Д6167

市民課の届出窓口の
混雑状況を配信！

現在の
ます。

の

　本来の届出人（申請人）が記入した委任状（代理権授与通
知書。市ホームページから入手可）と、本来の届出人と代理
人（実際に窓口にお越しになるかた）双方の本人確認書類が
必要です。印鑑登録（廃止）については事前に確認を。

3月・4月は引っ越しなどの手続きで窓口が大変混み合います。手続きには余裕を持ってお越しください。
市民課　Л23Д6129・6528　Я27Д1158
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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

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

13：30～14：20、14：30～15：20

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

大人の発達障がい

難病医療（腎臓内科）

難病摂食・嚥
えん

下
げ

訪問

不妊

がん患者・家族（電話）

月～金曜日

3/17㈫・18㈬

4/24㈮

随時

4/17㈮

3/27㈮

4/16㈭

3/13㈮

火・木曜日

随時

随時

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

自宅

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

障がい福祉課
Л23Д6867　Я25Д7650

家庭児童課Л23Д6778

（電話）Л23Д3113

（面接・法律）Л23Д3241

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。

秘秘秘秘秘密厳秘密厳厳守厳守守守守守

 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

■第20回地域活性化フォーラム
3月7日㈯　13時30分。愛知産業大
学・愛知産業大学短期大学（岡町）。
研究発表ほか。詳しくは、ホームペー
ジで確認を。岡崎大学懇話会事務局　
高田Л48Д4801

■多様な若者のリアルに　スポットを当てるデザイン展
3月7日㈯・8日㈰　10時～16時。コ
ネクトスポット（伝馬通）。当日会場
へ。コネクトスポット　Л73Д6388

■上巳の宴～華舞台＆ミニライブ
3月8日㈰　13時。瀧山寺。3,500円
（ミニ膳付）。電話で申込。華

か

然
ぜん

の会　
青山Л070Д5647Д8703

■第19回岡崎高校定期演奏会
3月14日㈯　17時30分。岡崎市民会
館。当日会場へ。岡崎高校吹奏楽部　
柴田Л51Д0202

■桜
お

花
か

咲
ざき

スプリングフェス2020
3月14日㈯・15日㈰　10時～19時。
岡崎公園。バンドライブ、キッチン
カー、フリーマーケットほか。当日会
場へ。MFA事務局Л059Д320Д0133

■ 50から始める超初心者男性の料理教室
3月15日㈰　9時30分。りぶら。料理
経験のない50歳以上男性。2,000円。
電話で申込。NPO食育　黒栁Л58Д
8069

■日本舞踊　藤流藤花会　～春のお温習会～
3月15日㈰　10時30分。甲山会館。
当日会場へ。藤花会　藤Л090Д5455
Д0752

■東公園ウオーキング教室（全10回）
3月17日～5月19日の火曜日　9時。
500円（10回分）。当日会場へ。岡崎
市ウオーキング協会　山本Л080Д
3661Д4430

■「学校へ行けない僕と9人の先生」
　著者　棚園正一講演会in岡崎
3月22日㈰　14時。ウイングタウン岡
崎（羽根町）。3,500円から（中学生
以下無料）。詳しくは、ホームページ
（https://kaorippin.com/event/）で確
認を。岡崎子ども応援委員会　箱川Л
080Д3669Д4147

■家から出られないでいるかたへ　僕らのrelief「居～場所」夜の部
3月17日㈫　19時。コネクトスポット
（伝馬通）。当事者、経験者、支援者。
支援者のみ300円。当日会場へ（支援
者のみ電話で申込）。主催「おじぎ草」
Л090Д9176Д9583

■ベビーマッサージ体験レッスン
▶3月18日㈬・31日㈫＝やはぎかん▶
3月19日㈭＝むらさきかん▶3月24日
㈫＝なごみん▶共通＝10時30分。生
後1カ月～6カ月親子。1回2,000円。
電話で申込。にこにこほっぺ　滝Л
090Д5109Д8361

■親子ふれあいリズム無料体験会
▶3月20日㈷＝やはぎかん▶3月27日
㈮＝悠

ゆ

紀
き

の里▶共通＝10時30分。1歳
半～未就園児親子。電話で申込。ハミ
ングハーモニー　髙橋Л090Д1723
Д3826

■桜城橋完成記念　～音楽のつどいinシビコ西広場～
3月22日㈰　10時。シビコ西広場（康
生通西）。演奏、ダンス、販売ほか。
当日会場へ。三

さん

土
ど

市
いち

倶
く

楽
ら

部
ぶ

　野村Л
090Д2265Д8689

■描くを楽しむ　親子で己書体験
3月26日㈭　①10時30分②13時③14
時30分。むらさきかん。小学生以上
親子。大人1,000円、子ども500円。
電話で申込。雅峯己書道場　竹田Л
090Д8474Д7393

■知の拠点あいち　サイエンスフェスタ2020
「金属を溶かして鋳物をつくろう」
3月26日㈭　①9時30分②13時30分。
あいち産業科学技術総合センター（豊
田市）。小学生。申込についてはホー
ムページで確認を。あいち産業科学技
術総合センターЛ0561Д76Д8302

■うたごえ喫茶inむらさきかん
4月5日㈰　13時30分。むらさきか
ん。400円。電話で申込。年金者組合
岡崎支部　鈴木Л24Д5830

■日曜大工講座（4月～9月）
第1・第3日曜日　9時。産業人材支援
センター（羽根町）。18,000円（12回
分）。電話で申込。中根Л090Д8498
Д4659

■不動産鑑定士による無料相談会
4月25日㈯　10時～16時。シビック
センター。当日会場へ。県不動産鑑定
士協会Л052Д241Д6636

■大人と子どものそろばん講座
4月～毎週土曜日▶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

■セラの英会話講座（全35回）
4月2日㈭～令和3年3月▶月曜日＝①
中上級　11時②上級　12時▶木曜日
＝③初級　12時④未就園児親子　11
時20分▶共通＝りぶら。①～③28,000
円、④24,500円（各35回分）。電話で
申込。セラЛ080Д5296Д3386

■ハングル講座　入門から応用5クラス（全15回）
4月～7月▶火曜日＝①13時10分②14
時40分③19時20分▶水曜日＝①13時
10分②14時40分③18時④19時30分▶
金曜日＝①18時②19時30分▶共通＝ 
竜美丘会館。18,500円（15回分）。3
月20日㈷までに電話で申込。李Л080
Д3649Д9625

■尺八教室（4月～6月）
毎週木曜日　9時。よりなん。会場使
用料3,000円（3カ月分）、受講料（1
回1,000円）。電話で申込。竹吹会　
野田Л090Д2340Д4801

■トラベル英会話をご一緒に
4月～令和3年3月の第2・第4水曜日　
13時30分。東部市民センター。体験、
見学可。年間12,000円前後。電話で
申込。トラベル英会話の会　岩瀬Л
48Д4789

■外国人教師と一緒に楽しく英語学び！
月3回▶小学生＝①土曜日　9時10分
②水曜日　18時10分▶園児＝①土曜日
9時50分②水曜日　17時30分▶共通＝
竜美丘会館。月2,950円。電話で申込。
サークル英語園Л090Д9125Д9460

がほうおのれしょどうじょう

おのれしょ

い　もの

さくらのしろばし

じょうし

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

3月2日㈪・4日㈬・9日㈪・11日㈬・16日㈪・18日㈬・23日㈪・25日㈬　18時～翌朝8時
3月14日㈯・21日㈯　13時～翌朝8時　　3月27日㈮　18時～翌朝8時
3月5日㈭・12日㈭・19日㈭・26日㈭　18時～翌朝8時　　3月28日㈯　13時～翌朝8時

詳しくは、市政だより4月1日号でお知らせします。

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

藤田医科大学岡崎医療センター
（針崎町） ※4月開院予定

アイン薬局
竜美台店
（竜美台１）
☎64-5034

みつい調剤薬局
（中岡崎）

☎24-3215

りぼん薬局
（美　合）☎57-8125
すみれ調剤薬局　上地店
（上地５）☎59-2882
調剤薬局アモス　大門店
（大門５）☎47-8881

山田薬局
（井　田）☎23-8617

アポロ薬局　六ッ美店
（井　内）☎58-5687

調剤薬局アモス　竜美丘店
（明大寺）☎64-0920

アイセイ薬局　明大寺店
（明大寺）☎57-8660

ふじ薬局
（中　田）☎58-8875
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

調剤薬局アモス　緑丘店
（緑丘２）☎71-7086

そらいろ薬局
（　欠　）☎65-5910

東おかざき調剤薬局
（明大寺）
☎65-5593

むつみ薬局　南店
（庄司田１）
☎59-3488

つばさ調剤薬局
（舳　越）
☎33-0258

お～ろら薬局
（昭　和）
☎33-3254

ゆうあい薬局　大西店
（大西１）☎65-8305

こはく薬局
（　柱　）☎64-2145

アイセイ薬局　洞店
（　洞　）☎26-6618

小田薬局
（本町通）☎21-0808

ゆうあい薬局
（北　野）☎33-6766

すみれ調剤薬局
（松　本）☎66-0303

クロノ薬局
（石　神）☎22-3965

パナプラス薬局　むつな店
（向　山）☎58-2777

エムハート薬局　上地店
（上地２）☎72-7007

かのん調剤薬局
（六　供）☎24-0036

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。

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

おかざき糖尿病内科クリニック
（大門５）
☎26-3311

岡崎整形外科
（真　伝）
☎25-2511

竜美ヶ丘スキンクリニック
（東明大寺）
☎65-8711

むつみ耳鼻咽喉科
（井　内）
☎72-2320

小島眼科クリニック
（十　王）
☎25-5155

神谷内科
（大西１）
☎24-2881

岡崎駅前クリニック
（羽　根）
☎83-6667

みうらクリニック岩津
（岩　津）
☎66-8787

はまな整形外科クリニック
（　洞　）
☎66-0700

北野桝塚診療所
（北　野）
☎34-1001

中野耳鼻咽喉科
（本町通）
☎22-0261

足立眼科
（井　田）
☎22-0219

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

東大友内科
（東大友）
☎32-4333

宇野病院
（中岡崎）
☎24-2211

宇野病院
（中岡崎）
☎24-2211

水上眼科耳鼻咽喉科
（暮　戸）
☎33-2111

水上眼科耳鼻咽喉科
（暮　戸）
☎33-2111

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

宮地医院
（伊　賀）
☎21-2992

西澤整形外科クリニック
（庄司田１）
☎58-2438

細井医院
【泌尿器科も可】（福　岡）

☎51-1325

あさだ耳鼻咽喉科クリニック
（舳　越）
☎32-8741

みやした眼科
（明大寺）
☎57-8166

松下内科
（明大寺）
☎58-2615

葵セントラル病院
（中　田）
☎53-7815

中田医院
（矢　作）
☎31-2728

中西整形外科
（薮田２）
☎22-1112

上野泌尿器科皮膚科医院
【泌尿器科も可】（日名南）

☎26-1126

ふじ耳鼻科クリニック
（　欠　）
☎65-3336

緑丘アイクリニック
（緑丘２）
☎71-7711

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

大浜医院
（松　本）
☎21-0743

菅整形外科・内科クリニック
（石　神）
☎24-2828

福田泌尿器科・皮膚科医院
【泌尿器科も可】（六名本）

☎58-6711

みみ・はな・のど長坂クリニック
（六　供）
☎21-3387

岡崎南上地眼科クリニック
（上地２）
☎73-3005

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

3月 3月1日㈰ 3月29日㈰3月20日㈷3月15日㈰ 3月22日㈰3月8日㈰

救急患者のための
スマホ版はこちらから
ご覧いただけます。救急医療情報3月
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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




