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春到来 ! 満開の桜の下で

乙川沿いの葵桜が今年もきれいなピンク色の花を咲かせま

した。満開の桜の下を、新たな生活への期待に胸を膨らま

せお散歩した新一年生の2人。「学校楽しみだね♪」そん

な会話が聞こえてくるようです。

エフエムEGAO  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

※チャンネルおかざきでも

　7:45から放送します。

3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

女

計

世帯数

195,900人

190,223人

386,123 人

165,132世帯

（－11）

（－122）

（－133）

（＋99）

ケーブルテレビミクス

チャンネルおかざき121ch

CATVミクスへの加入は
フリーダイアル

0120◆345739

市長が令和3年度に実施予定の事業について
紹介します。

4月の税金

納期限 4月30日㈮

納　税　課　Л23Д6123　Я23Д5970

固定資産税（第1期分・全期前納分）

※都合により番組内容を変更することがあります。

広報課　Л23Д6007　Я23Д6950

4月から「FMおかざき」は

「エフエムEGAO（えがお）」

に変わりました。

・令和3年度予算

・つながるQURUWA

令和3年度予算Pick
up

特 集

夜間・休日納付窓口

場所／市役所東庁舎1階ロビー

● 夜間納付窓口

　 4月27日㈫・28日㈬・30日㈮

　 17時30分～20時

● 休日納付窓口

　 4月25日㈰　9時～16時

納税通知書は4月上旬に発送します。

※届かないときは、資産税課（Л23Д6107　Я23Д6096）へ確認をお願いします。
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キレイなもの　面白いもの　おいしいもの

岡崎の色んな写真をぜひご覧ください。

市公式インスタグラム
＃今日も岡崎 を付けて写真を投稿しよう

今日も岡崎

#follow_me

❶ 市内の好きなところを撮影

❷ 「@okazaki.cp」を写真にタグ付け

❸ ハッシュタグ「＃今日も岡崎」を付けて投稿！

▶市公式アカウントで紹介、広報紙に掲載されるかも！

高台の美術博物館から見る景色は、ちょっとだけ空が近いような気持ちに。

美術博物館では展覧会はもちろん、

景色を楽しみながら館外を散歩するのもおすすめです。

忙
せわ

しない日々に、心の栄養補給に行ってみてはいかがでしょう？

写真投稿者

@tama_asm

My favorite Okazaki
＃今日も岡崎

インスタグラムに投稿された市内の素敵な写真を紹介します。
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就園前の子パートナーの
失業

親の介護
ひきこもり
状態の家族 多重債務

　これまで対応しづらかった“様々な悩みを抱える世帯”をまるごと支援し、相談者にとって適切な

支援体制が整うまで寄り添い続けます。また、悩みを抱える人や世帯だけではなく、それを支える家

族や近隣住民、総代さんや民生委員・児童委員さんなども市が支える体制に変わります。

　どこに相談したらいいかわからないお悩みは「ふくし相談課」にご相談ください。

なにが変わるの？

どんな支援が受けられるの？

●相談内容がいろいろな課にまたがる世帯の

支援をコーディネートします。

●自ら相談に行くことができないかたへ訪問

するなどの支援を行います。

●身近な地域の見守り、気づき、つながり、

支えあいのきっかけ作りを支援します。

●個人と地域・社会とのつながりを作るため

の支援を行います。

ふくし総合サポートフロア 「ふくサポ」

（福祉会館１階・東庁舎１階）

●母子健康手帳交付時に個別性に応じた支援

プランを作成します。

●妊娠期から子育て期までの悩み相談に対応

します。また、相談内容をうかがい、個々

に合わせたサービス利用につなげます。

●必要に応じてご家庭に訪問します。

●相談の待ち時間に親子で遊べるコーナーが

あります。

こども子育てサポートフロア「ここサポ」

（福祉会館３階）

親の介護に疲れた、ひきこもり状態の家族にどう接したらいいかわからない、

就園前の子どもの面倒もみなければいけない、悩みが多すぎて生きづらさを感じている…

福祉総合相談体制では、様々な悩みを抱えた家庭を、世帯ごとトータルで支援します。

ふくし相談課　Л23Д6774　Я23Д7987

特集
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福祉総合相談体制での主な相談内容

健康増進課（岡崎げんき館2階）

母子保健、精神保健に関すること

こども発達相談センター（欠町）

こどもの発達に関すること

福祉会館

1階

ふくし相談課 介護保険課
介護保険サービスに

関すること

障がい福祉課

障がい者手帳、

障がい福祉サービス、

難病に関すること

長寿課

介護予防、認知症、

高齢者福祉に関すること

生活困窮、若者相談、

地域包括ケア、

その他福祉全般に関すること

国民健康保険、

特定健診等保険事業、

国民年金に関すること

医療助成室
医療費助成、

後期高齢者医療制度に

関すること

子育て支援室

地域福祉課

国保年金課

児童手当等の給付、

ひとり親に関すること

生活保護に関すること

東庁舎

1階 こども子育てサポートフロア

「ここサポ」

保育課
保育園・こども園の入園に

関すること

家庭児童課
妊娠・出産・子育てに関する

悩みごと

こども育成課
児童育成センター、

放課後子ども教室に関すること

福祉会館

3階

ふくし総合サポートフロア

「ふくサポ」

　少子高齢化社会など社会構造の変化により、8050問題やダブルケアなど、個人や世帯が抱える生きづらさや

ニーズが複雑化・多様化しています。こうした課題を克服するため、高齢、障がい、こども、生活困窮など分野や

制度の垣根を超えた相談支援、社会とつながるための支援及び地域における交流や活躍の機会を生み出す支援を一

体的に行うのが福祉総合相談体制です。「支える側」「支えられる側」に分かれるのではなく、誰もが役割を持つこ

とで、住み慣れた地域で支えあいながらいきいきと暮らすことのできる環境を整えるお手伝いをしていきます。

福祉総合相談体制とは・・・

※1　　　　　　　　※2

※１　8050問題　…「80代」の親が「50代」の収入がない子どもの生活を支えるという問題。

※２　ダブルケア　…「介護」と「子育て」といった家族や親戚などの複数のケアに携わること。

5 OKAZAKI  2021年4月



市民サービスコーナーって？

　令和2年10月にイオンモール岡崎3階ウエストアベ

ニューにオープンした市民課の新たな窓口です。

　ショッピングセンター内にあるので、買物ついで

に立ち寄ったり、待ち時間はお茶に行ったりできて

とっても便利！

市民サービスコーナーの

営業時間や休業日は？

　土・日曜日や祝日、夜間もやっているので、それ

ぞれのライフスタイルに合わせて利用できます。

　今までは仕事を休んで市役所にお越しになってい

たかたも、休日などに手続きが可能です。

　現在、市役所本庁舎で土曜日の午前中に開設している土曜証明窓口や、マイナ

ンバーカード交付窓口（第1・第3土曜日）、土曜届出窓口（第1土曜日）は、6月

から市民サービスコーナーに移行します。

6月以降は市役所本庁舎では土曜窓口を開設しませんのでご注意ください！！

注意！！
Attenti

on!

営業時間／11時～19時

休 業 日／水曜日、第3日曜日、

　　　　　年末年始（12月29日～1月3日）

キクチ
メガネ

市民サービスコーナー

岡崎ビジネスサポート
センター OKa-Biz

タイム
ステーション

NEO
楽天

モバイル

au Style

プティ
マイン

果汁工房
果琳

サンキュー
マート

HMV

タイム
ボックス

保険
テラス

アスビー

グローバル
セレクション

Food Forest

ヴィレッジ
ヴァンガード

ラブ
トキシック

UQ
スポット

イオン
売り場

モーリー
ファンタジー ちびっこ

ひろば

JTB

おもちゃ 子供
服

吹抜吹抜

吹抜

3F

お買物ついでに

便利なサービスいかがですか？いかがですか？

市民課　Л23Д6141　Я27Д1158

市民サービスコーナー　Л73Д6621

イオンモール岡崎（戸崎町）にオープンした市民サービスコーナー。

今回の特集では、どんな場所なのか、何ができるのかをご案内します。

便利な市民サービスコーナーをぜひご利用ください。

特集

市民サービスコーナー

6OKAZAKI  2021年4月

市民サービスコーナーでできること

住民票の写しや戸籍証明書の交付

　住民票の写しや、戸籍謄抄本などの証明書の交付がで

きます。

※交付できない種類の証明書や交付できないケースもあ

りますので、事前に確認を。

問い合わせ　Л23Д6528

マイナンバーカードの受け取り

　これまで市役所本庁舎でしか受け取れなかったマイナ

ンバーカードをイオンモール岡崎でも受け取れます。完

全予約制（5日前までに予約が必要）なので、待ち時間

の短縮になります。

マイナンバーカードの申請補助

　身分証明書（運転免許証など）を持っていればイオン

モール岡崎でマイナンバーカードの申請ができます。写

真撮影など全て無料！できたカードは郵送で受け取るこ

ともできます。

※利用には条件があります。詳しくは問い合わせを。

令和3年6月から

　・異動届（転入、転居、婚姻届など）の受付

　・税関係証明書（課税証明書、納税証明書など）の交付

　・印鑑登録　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　なども開始予定です！

※税関係証明書は日曜日の交付ができません。※固定資産関係証明書などは交付対象外です。

ますます便利になるサービスを
ぜひご利用ください。

さらに！！
Check!

詳しくは

こちらから

この写しは住民票の原本と相違のないことを証明する

住　民　票
氏　名

岡崎 太郎

岡崎 太郎

愛知県岡崎市○○町1番地2

愛知県岡崎市○○町1番地2

○○県○○市○○町10番地20

岡崎
太郎

生年月日

昭50.1.1 令3.4.1男 世帯主

性別 続柄 世帯主名 住民となった日 個人番号

0000000000

住民票コード

省 略

令和 3 年 4 月 1 日 岡崎市長　中根康浩

住 

所

本 

籍

前
住
所

筆
頭
者

備 

考

見本

問い合わせ　Л23Д7665

問い合わせ　Л23Д6800
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避難所

自　宅

重
症
・
緊
急
度
高
め

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　軽
症
・
緊
急
度
低
め

災害拠点病院

災害時の医療提供体制

岡崎市民病院

重症者の対応／必要時市外への搬送調整

藤田医科大学岡崎医療センター、岡崎南病院

宇野病院、三嶋内科病院、冨田病院

愛知医科大学メディカルセンター（旧北斗病院）

処置・手術／災害拠点病院への搬送判断と調整

トリアージ（優先順位を決める行為）・応急処置／

　　　　　　　　　　　　後方支援病院への搬送判断と調整

自主防災組織による応急処置

応急処置、持病の管理

（家庭内備蓄など）

後方支援病院（市内6病院）

福岡中学校・六ツ美中学校・六ツ美北中学校

竜南中学校・南中学校・美川中学校・城北中学校

矢作中学校・矢作北中学校・北中学校

医療救護所（市内中学校10カ所）

©R.S.H/RUNE

病院では重症、緊急度の

高い患者さんの治療をす

るから、軽症のかたが直

接行かないようにしてね。

災害時の医療体制

保健企画課　Л23Д6695　Я23Д5041

知って！ 備えて！

　大規模災害発生時の医療体制は、限られた医療資源でより多くの

かたの救護を行うため、通常とは異なります。震度6弱以上の地震が

発生した場合、市内の診療所・薬局は一時的に閉鎖され、医師・歯

科医師・薬剤師・看護師などのスタッフは市内に設置される「医療

救護所」や「後方支援病院」で医療救護にあたります。

　災害時の医療体制をお知らせします。

○
○
学
校

設置候補場所が

市内中学校10カ所に

変更になりました。

令和3年4月から

災害時、応急処置を中心とした

医療救護活動を行う場です。

　南海トラフ地震の被害想定を基に市内10カ所の中学校が候補地となって

いますが、実際の被災状況に応じて設置場所を決定します。設置状況は避

難所への掲示、SNS、ラジオ、市ホームページなどでお知らせします。

医療救護所とは？
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直接後方支援病院や

災害拠点病院へ

行くのはだめ？

軽傷のかたや歩ける・話せる状態の

場合は、まずは医療救護所へ。

　災害時は医療資源が限られるため、擦り傷などのケガは避難

所の自主防災組織で応急処置、出血を伴うケガや骨折の疑いで

も歩ける・話せる場合は医療救護所へ。後方支援病院や災害拠

点病院がより重症なかたの対応に専念できるよう、重症以外の

かたは直接行かないようにお願いします。

医療救護所に行けば、

普段の薬を

もらえるの？

普段から使用する薬は、

3日分程度の備蓄をしましょう。

　医療救護所は発災後72時間までの応急処置を実施するために

設置されます。備蓄の医療資材は限られており、かかりつけ医療

機関のような処方はできません。避難が長期化する場合は、医療

チームが避難所を巡回する際の処方や、ライフライン復旧後にか

かりつけの医療機関・薬局での処方が想定されます。普段から使

用する薬は、3日分程度は備蓄しておきましょう。

お金や保険証が

手元にないけれど

医療を受けられる？

災害に伴うケガなどは、

手元にお金や保険証がなくても

医療を受けられます。

・災害時に必要な日用品として、普段から使用する薬があるかたは3日分程度、保険証や診察券、

　お薬手帳、感染対策グッズもまとめておきましょう。

・家具の固定や窓ガラス飛散防止フィルムなどで、ケガをしないようにしておきましょう。

・寝室に懐中電灯や靴を置いておき、就寝中の地震に備えましょう。

・遠くの親戚より近くの他人。自分や家族に病気があるかたなどは、日頃から近所同士で

　交流をしておき、いざというときに助け合える関係を築いておきましょう。

・家族で災害時の避難先や連絡方法を決めておくことで、慌てずに避難行動ができます。

・一般的な応急救護の知識や救急セットがあると、いざという時に役立ちます。

災害時の備えは、 日頃から ・ ・ ・
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岡崎市新型コロナワクチンコールセンター

Л0570Д049Д900　Я23Д6621

（受付時間：9時～18時）

　4月下旬から65歳以上のかたの接種を開始します。予診

票や接種に関するお知らせなどは接種券とともに郵送しま

すので、接種するまでは大切に保管してください。接種に

関する最新情報は、市ホームページなどでご案内します。

対象者（年齢区分）

65歳以上

5月まで

6月～10月

県西三河総合庁舎、総合学習センター

岡崎中央総合公園、三菱自動車工業㈱岡崎製作所

竜美丘会館、図書館交流プラザ

北部地域交流センター、西部地域交流センター

東部地域交流センター、イオンモール岡崎

市役所福祉会館、県西三河総合庁舎

総合学習センター

64歳以下
　〜

16歳以上

4月下旬以降

6月頃

4月下旬

6月

（高齢者入所施設

　から順次）

接種券の送付（予定） 接種開始

新型コロナウイルスのワクチン接種について

16歳以上接種対象 2回（無料）接種回数

「個別接種」と「集団接種」の併用

※いずれも事前予約制

詳しくは
市ホームページ

で確認を。

接種方法

集団接種について

接種スケジュール

※接種券の郵送、接種開始時期などは変更する場合があります。

●時間／① 土曜日：15時～18時

　　　　② 日曜日： 9 時～12時

　　　　③ 　〃　：13時～16時

　　　　④ 水曜日：15時～18時

　　　　⑤ 木曜日：15時～18時

●会場／

※5月までは①～③のみ

個別接種について

令和3年度　新入学児童・生徒に

図書カードを配付します

申　請

市内在住・在学の令和3年度小中学校新1年生

教育政策課　Л23Д6622　Я23Д6558

　入学時の学用品購入などにより支出が増大する家計を支援するため、

図書カード3,000円分を配付します。

対　象

市内の小中学校（市立以外も含む）の在学者は学校を通じ

て配付（申込不要）。その他の対象者は教育政策課（福祉会

館4階）にある申請書（市ホームページから入手可）で。

5月7日㈮必着。詳しくは市ホームページで確認を。

個別接種は接種券が届いた後に、かかりつけ医にご相談ください。

市独自

新型コロナウイルス感染症関連情報
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市内飲食店への感染防止対策協力金

協力金

申　請

一店舗あたり10万円

下記の全てに該当する店舗

●ただし、次のいずれかに該当する場合は対象外

①市内の飲食店または喫茶店（市外の事業者でも市内に

店舗があれば対象）で、1月14日の緊急事態宣言発令

の前から5時～20時の範囲で営業を継続している店舗

②県の感染防止対策「安全安心宣言施設」に登録し、ス

テッカーまたはポスターを掲示している店舗※登録手

続きは県ホームページで確認を。

・「愛知県感染防止対策協力金」の対象となる飲食店など

（従前より5時～20時の範囲を超えて営業していた店舗）

・スーパー、コンビニエンスストア

・建物店舗内での一般客への飲食物提供を主たるサービスと

しない業態（持ち帰り専門、宅配専門、キッチンカー、露

店、移動販売、従業員食堂、学生食堂、患者などの食堂など）

・県が推奨する感染防止対策を講じていない店舗

・暴力団または反社会的勢力と関係のある店舗

・風営法許可対象業種　など

対　象

市政情報コーナー（西庁舎1階）、商工労

政課（西庁舎地下1階）にある申請書（市

ホームページから入手可）を郵送で。

詳しくは市ホームページで確認を。

申請期限／令和3年5月31日㈪（消印有効）

商工労政課　Л23Д6059　Я23Д6213

要申請市独自

すくすく赤ちゃん特別支援金

を支給します

子育て支援室　Л23Д6628　Я23Д7279

　令和3年4月2日～令和4年4月1日に生まれ、出生により岡崎市に住民登録した新生児

に対し、一人5万円を支給します。対象となるかたへ申請書を送付しますので、必要事

項を記入し、同封の返信用封筒にて返送してください。

新型コロナウイルス感染症に関する

傷病手当金の適用期間を延長します

国保年金課　Л23Д6169　Я27Д1160　　　医療助成室　Л23Д6841　Я27Д1160

令和3年6月30日㈬まで期　限

下記の全てに該当するかた。詳しくは問い合わせを。

▶国民健康保険及び後期高齢者医療制度に加入し、給与の支払いを受けている

▶新型コロナウイルス感染症に感染あるいは疑いに伴う療養のため仕事ができなくなった

▶勤務先から休業手当などを受けられない

対　象

要申請

要申請市独自

　令和3年1月18日㈪～2月28日㈰を対象期間とする

愛知県の「感染防止対策協力金」の対象から外れた飲食

店または喫茶店に、感染防止対策協力金を支給します。
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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

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

オリンピック
聖火リレーコース

トーチキスポイント
※聖火ランナーが聖火をバトン

　タッチしてつなぐ地点

1
1 14

2

3

4

6

7

8

9

10

11

12
13

14

5

～

・前後左右のかたと適切な距離（1㍍程度）を取ってご観

　覧ください。過度な密集が生じた場合はリレーが中断

　されることがあります。

・マスクを着用のうえ、大声を出さずに拍手による応援

　をお願いします。

・一部、人数制限や入場規制を行う箇所があります。

　当日は係員の誘導に従ってください。

・聖火リレー観覧専用駐車場はありません。

●日時／4月6日㈫　16時50分スタート（予定）

●内容／沿道の密集を避けるために、聖火リレーは

なるべくライブ中継でお楽しみください。

スポーツ振興課　☎23Д6597

Я23Д7182

Event
オリンピック聖火リレーをおうちで観よう！1

ＮＨＫの聖火リレー

ライブストリーミング特設サイト

聖火ランナーに関する情報など、

詳しくは市ホームページで確認を。

※沿道で観覧するかたへの注意事項

1 中小企業・勤労者支援センターを開設します。

News
商工労政課　Л23Д6215

Я23Д6213

●開 設 日／4月1日㈭～　　●利用時間／9時～21時30分

●場　　所／羽根町小豆坂117番地3

●休 館 日／月曜日、年末年始（12月29日～1月3日）

●問い合わせ先／Л52Д4611　Я52Д4631

　産業人材支援センターが中小企業・勤労者支援センターとし

てリニューアルオープンします。

　AI（人工知能）や IoT（モノのインターネット）などの先端技

術に関する講座やドローンの屋内操縦訓練などが受けられます。

2 行政手続における押印義務付けを廃止します。

News
行政経営課　Л23Д6502

Я23Д6548

●対　　象／押印を求めていた書類3,087種類のうち、2,915種類

　　　　　　※引き続き押印が必要な書類もあります。

　　　　　　　各手続きの詳細は担当課へ問い合わせを。

　市民及び事業者などから市へ提出される申請書、届出書など

の各種書類について、一部を除き押印義務付けを廃止します。

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。

Okazaki News & Topics
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高齢者のための健康講座

コロナ禍でもフレイルを予防しよう

ケーブルテレビミクス地デジ12chで「毎日せいかつ体操」

「岡崎ごまんぞく体操」「岡崎モグザえもん体操」を放送

※フレイルとは体や心、社会的な機能が低下した状態

（チャンネルおかざき）

※

4月の月曜日から金曜日　9時～9時30分

※未就学児の入場不可。内容は一部変更する場合あり。

岡崎市民会館　Л21Д9121　Я21Д6973

市民会館 あおいホール

5月22日㈯
14時開演

（13時30分開場）

■入場料（全席指定）前売3,000円／当日3,300円

真打／古今亭菊之丞

前座／古今亭まめ菊　俗曲／檜山うめ吉

4月10日㈯9時から岡崎市民会館、
竜美丘会館、せきれいホールで販売

チケット販売

24

認知症のかたと家族、地域のかたが語らう集いの場

当日会場へ

会場・連絡先 日　時カフェ名

認知症カフェ（オレンジカフェ）

4月14日㈬

9時30分～11時30分

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）

4月19日㈪

10時45分～12時

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）

時　間

対　象

持ち物

申　込

寺子屋☆脳きらり

①南部市民センター分館＝4月27日㈫、5月11日㈫

②東部市民センター＝4月16日㈮、5月7日㈮

③図書館交流プラザ会議室302＝4月22日㈭、5月6日㈭

10時～11時30分

65歳以上各15人（先着）

①②は室内用シューズ

①②＝4月7日㈬、③＝4月9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

４月27日㈫　10時～12時

市役所東庁舎7階701

認知症のかたを介護しているかた

情報交換など

当日会場へ

シニア
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

持ち物＝マスク・飲み物共通項目
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Ю写生会

日　時

対　象

持ち物

申　込

5月1日㈯～5日㈷　9時～16時（受付は12時まで）

中学生以下

絵の具・画板※画用紙は支給

当日、動物総合センター1階受付へ。

Юお絵かき遊び

日　時

内　容

ЮＧＷ南公園わくわくフェスタ♪

日　時

内　容

4月～9月の第2土曜日　10時～12時　

地面にチョークで絵をかく　

4月29日㈷～5月5日㈷

みなどん大捜索、交通安全クイズ

うまいものコーナー（有料）　

大道芸によるパフォーマンスショー／5月1日

㈯・2日㈰

Л52Д9095　Я77Д4511

南公園

Ю岡崎産の観葉植物で彩りを！花き展示即売相談会

日　時

Юオープン21周年セール

日　時

4月10日㈯・11日㈰　9時～15時30分（無くな

り次第終了）※詳しくは農務課（Л23Д6199

Я23Д8970）へ。

4月23日㈮～25日㈰

Л43Д0123　Я43Д0122

ふれあいドーム岡崎

内　容

Ю春の山野草展

日　時

Ю第20回おもとを楽しむ会

日　時

Ю春の植木相談会

日　時

Ю岩チドリと山野草展

日　時

展示即売・栽培相談など（最終日は15時まで）

4月9日㈮～11日㈰　9時～17時

4月17日㈯・18日㈰　9時～16時

4月24日㈯・25日㈰　9時～15時※詳しくは農

務課（Л23Д6201　Я23Д8970）へ。

5月1日㈯～3日㈷　9時～17時

Л46Д4700　Я46Д4701

おかざき農遊館

●手編み作品展／4月6日㈫～11日㈰

●はるまつり／4月24日㈯・25日㈰　9時30分～15時

●金鳳亭メニュー「竹の子ごはん」／11時～14時30分

　※以下のイベントは雨天中止

●陣屋てづくり市／4月4日㈰　9時30分～15時

●岡崎トレッドゴードマーケット／4月10日㈯　9時30分～15時

●和太鼓（かがり火）公演／4月11日㈰　11時30分、13時

●骨とう市／4月18日㈰　9時30分～13時

Л45Д7230　Я45Д7458（月曜日休館）

奥殿陣屋

場　所

定　員

ЮK☆STAR･Dance･Studio･Show！

日　時

Ю和太鼓フェス倭 2021

日　時

岡崎城二の丸能楽堂

150人（先着）

4月18日㈰　13時～14時

5月9日㈰　11時30分～15時30分

三河武士のやかた家康館

☎24Д2204　Я24Д2247

日　時

定　員

費　用

申　込

5月16日㈰　10時～15時

10人（先着）

1,500円（昼食代込み）

4月21日㈬9時30分から電話で。

バラ作り教室

岡崎公園

動物総合センター　Л27Д0444　Я27Д0422

東公園動物園

当日会場へ

●岡崎山草展／4月25日㈰～29日㈷　9時～17時（最終日

は16時まで）●岡崎緑風展／5月1日㈯～4日㈷　9時～17

時（最終日は16時まで）●盆栽講習会／5月1日㈯・2日㈰

13時～15時。手入れする盆栽、ハサミ持参

岡崎中央総合公園

春季緑化植物展示会
公園緑地課　Л23Д6399　Я23Д6559

当日会場へ 当日会場へ

やまと

&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。 持ち物＝マスク共通項目
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その他の自然体験イベント

内　容

申　込

援農ボランティア事業に登録しませんか？

農家での作業ボランティア

農務課（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。

農務課　Л23Д6199　Я23Д8970

日　時

場　所

噴水（せせらぎ）を稼働します

4月29日㈷～

籠田公園、駅南中央公園、奈良井公園

公園緑地課　Л23Д7406　Я23Д6559

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八十八夜のお茶摘み体験

日　時

定　員

Ю昔ながらの稲作体験

日　時

定　員

Юサツマ芋の苗さし

日　時

定　員

4月22日㈭9時から電話で（先着）。

5月1日㈯　9時30分～15時（雨天中止）

20人

5月8日㈯・15日㈯・16日㈰・22日㈯

9時30分～12時（22日のみ雨天翌日）

各20人

5月29日㈯　10時～12時（雨天翌日）

10家族

お!かざき農業お届けメール
に登録しましょう!
　市内の旬の農林産物の情報、農業に関するイベント情報

などをお届けするメールマガジンを配信しています。登録

は携帯電話、スマートフォンで下のコードを読み取るか、

Eメールアドレス（t-okazaki-nougyou@sg-

m.jp）へ、空メールを送信してください。

農務課　Л23Д6201　Я23Д8970

こども自然遊びの森　わんパーク
Л・Я82Д3511（火曜日定休）

申　込

Юわんparkスターウオッチング

日　時

定　員

Юわんparkクラフト教室

日　時

対　象

はがき、Eメール（wanpark@city.okazaki.lg.jp）

にページ上部の申込共通項目と希望イベントを

記入し、〒444…3617　淡渕町字堂面125番地

「わんパークイベント」係へ。4月18日㈰必着（抽選）

5月15日㈯　19時～21時

10組

5月23日㈰　10時～12時30分

就園児以上親子20組

定　員

申　込

Ю①ホタルの鐘に絵を描こう

日　時

対　象

Ю②ホタル保護レンジャー

日　時

内　容

Ю③水晶山トレッキング（約8㌔）

日　時

各20人（先着）

4月7日㈬から電話で。

4月29日㈷　9時30分～12時

小学生以上

5月8日㈯　9時～12時

ゲンジボタル保護活動の説明

5月23日㈰　9時～12時30分（雨天中止）

ホタル学校（鳥川町）
Л82Д3027　Я82Д3689（月曜日定休）

やさしい春夏野菜づくり教室

時　間

費　用

申　込

14時～16時　　　定　員　各15人（抽選）

各200円

はがき（1人1枚）、ファクスに希望教室番号（複

数可）とページ上部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「野菜づくり教室」係へ。

① 4月21日㈬

② 4月28日㈬

③ 5月12日㈬

④ 5月19日㈬

⑤ 5月26日㈬

4月 9日㈮

4月30日㈮

日にち 内　　　　容 応募締切

キュウリ・トマト

ナス・ピーマン・サトイモ

スイカ・プリンスメロン・エダマメ

カボチャ・ズッキーニ・ツルムラサキ

サツマイモ・オクラ・エンサイ

Ю野菜栽培相談

日　時

内　容

申　込

毎週水曜日　9時～12時※祝日、年末年始を除く

土作り・種まき・施肥・栽培管理の相談

直接または電話で。

農業支援センター
Л46Д4490　Я46Д4465

●申込共通項目 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
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Л46Д3261　Я46Д3285

春のスポーツまつり

龍北総合運動場龍北総合運動場

4月17日㈯　※雨天翌日

■申込／4月8日㈭から直接または電話で。詳しくは龍北総合運動場

にあるチラシまたは問い合わせを。

場所／陸上競技場

●青空ヨガ／8時～9時。100人。500円

●健康ウオーキング／9時30分～10時30分。40歳以上30人

●小学生陸上体験会／10時30分～12時。小学3～6年生30人

●キッズエクササイズ／9時30分～10時30分。年中～小学3年生15人

●のびのびストレッチ＆コアトレ／11時～11時30分。18歳以上20人

●有酸素＆筋トレエクササイズ／16時30分～17時。18歳以上20人

場所／軽運動室

日 時

対 象

費 用

申 込

岡崎中央総合公園

一緒に歩こうノルディックウオーク教室

Л25Д7887　Я25Д5815

4月～6月の第4日曜日　10時～11時30分（3回

コース）

中学生以上10人（抽選）

1,500円（3回分）

直接またははがき、ファクスに左ページ上部の

申込共通項目、ノルディックウオークポールの

有無を記入し、〒444…0002　高隆寺町字峠1

番地　岡崎中央総合公園「ノルディックウオー

ク教室」係へ。4月16日㈮必着

地域交流イベント

福祉の村　友愛の家　Л21Д8077　Я64Д7999

場　所

申　込

①市民ソフトバレーボール大会

日　時

②空手道大会

日　時

③スポーツボランティア募集

内　容

対　象

①②＝岡崎中央総合公園体育館

スポーツ振興課（福祉会館5階）、市

体育館にある申込書（スポーツ協会

ホームページから入手可）で。

①4月26日㈪②③4月30日㈮必着

5月8日㈯　9時30分

5月30日㈰　9時30分

各種スポーツイベント・教室などの補助

15歳以上（中学生を除く）

スポーツ協会

Л53Д7644　Я54Д7097

場 所

持ち物

Юパラスポーツ体験会

日 時

申 込

Юレクリエーションボッチャしませんか？

日 時

申 込

こども発達センター体育館

体育館シューズ・タオル・飲み物

4月29日㈷　14時～16時

4月7日㈬から直接または電話、ファクスで。

毎月第4土曜日　14時～16時30分

当日会場へ。

対 象

申 込

全国スポーツ大会などの出場者賞賜金贈呈

スポーツ振興課　Л23Д6363　Я23Д7182

市内に在住・在勤・在学・市内指定障がい者支

援施設などに入所するかたで、地区予選などを

経て全国大会、国際大会に出場が決定したかた

（公益財団法人日本中学校体育連盟主催の大会、

または市から補助金、賞賜金を受けている場合

は除く）

出場が決定次第、大会の2週間前までにスポー

ツ振興課（福祉会館5階）にある申請書（市

ホームページから入手可）に大会の開催要項、

出場を証明できるものを添えて。

スポーツに関する情報をお届けします。
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教　　室　　名 開　　催　　日　　時

はじめてエアロビクス

らくらくエアロビクス

エンジョイエアロ

ダイエットエアロ

リフレッシュヨガ

はじめてのヨガ

パワフルデトックスヨガ

リラックスヨガ

シェイプアップヨガ

のびのびストレッチ＆コアトレ

ズンバ＆ストレッチ

リラックス骨盤底筋ピラティス

アクティブ骨盤底筋ピラティス

キッズエクササイズ

親子体育あそび

対　象

16歳以上　各15人

16歳以上　各20人

16歳以上　15人

18歳以上　各20人

年中～小学3年生

未就園児（平成30年4月2日～平

成31年4月1日生まれ）親子10組

申込　直接または往復はがきにページ上部の申込共通項目、性別、希望教室名（曜日も）を記入し、〒444…3174

　　　真伝町亀山12番地2　龍北総合運動場へ。4月23日㈮必着

①運動教室　場所／軽運動室（8回コース）

教　　室　　名 開　　催　　日　　時

かけっこ教室

Oneトライエクササイズ＆ウオーク

ランニングフォーム改善教室

ランニング教室

マラソン教室

金曜日　15時45分～16時30分

木曜日　15時45分～16時45分

火・木曜日　17時～18時

月・木曜日　10時～11時

火曜日　10時～11時30分

火曜日　19時～20時30分

金曜日　19時～20時30分

対　象

年少　20人

年中・年長　30人

小学1～3年生　30人

40歳以上　20人

16歳以上　各30人

受講料（8回分）

4,800円

7,200円

4,800円

7,200円

受講料

5,600円（8回分）

7,200円（8回分）

500円／回

900円／回

②陸上教室　場所／陸上競技場

月曜日　10時～11時

火曜日　19時30分～20時30分

木曜日　18時～19時

土曜日　10時30分～11時30分

月曜日　18時～19時／火曜日　14時～15時

火曜日　10時～11時

木曜日　19時30分～20時30分

月曜日　19時30分～20時30分／金曜日　19時～20時

土曜日　9時～10時

月曜日　13時30分～14時30分

月曜日　15時～16時

木曜日　9時45分～10時45分

木曜日　11時15分～12時15分

月・木曜日　16時30分～17時30分

金曜日　10時～11時

※空きがある場合は期の途中から受講も可能

教　　室　　名 開　　催　　日　　時

初級（初心者）クラス

初中級クラス

中級クラス

小学生低学年クラス

小学生高学年クラス

ソフト中学生

初級（初心者）クラス

月曜日　9時～10時20分／火曜日　10時30分～11時50分

金曜日　9時～10時20分

月曜日　10時30分～11時50分／木曜日　9時～10時20分

金曜日　10時30分～11時50分

火曜日　9時～10時20分／木曜日　10時30分～11時50分

土曜日　11時20分～12時40分

土曜日　10時10分～11時10分／火曜日　17時～18時

金曜日　17時～18時

火曜日　18時10分～19時30分

金曜日　18時10分～19時30分

月曜日　18時10分～19時30分

木曜日　18時10分～19時30分

月曜日　19時40分～21時／火曜日　19時40分～21時

木曜日　19時40分～21時／金曜日　19時40分～21時

土曜日　9時～10時／月曜日　17時～18時

木曜日　17時～18時

対　象

16歳以上　各8人

小学1～3年生　各6人

小学4～6年生　各6人

中学生　各8人

受講料

7,700円／月4回

6,600円／月4回

8,800円／月4回

③テニス教室　場所／テニスコート

龍北総合運動場　定期教室（第1期  5月・6月） Л46Д3261　Я46Д3285

ソフト中学生

経験者クラス

ソフト中学生

初中級クラス

※龍北総合運動場ホームページで空き

　状況を確認のうえ申し込みください。

●申込共通項目 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
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　保育士などの資格を有する訪問員が、生後2～4カ

月の赤ちゃんがいるすべての家庭を訪問し、子育て

支援に関する情報提供や育児相談などに応じていま

す。地域の民生委員・児童委員と一緒に訪問する場

合もあります。対象世帯へは出生届などをもとに訪

問日程を通知します。

赤ちゃん訪問

こんにちは
赤ちゃん訪問

家庭児童課

Л23Д6768　Я23Д6833

ファミリーフェスタファミリーフェスタ
IN中総2021IN中総2021

岡崎中央総合公園

Л25Д7887　Я25Д5815

5月5日㈷ 10時～16時

✿うきうきゾーン（体育館、野球場、正面駐車場）
　ちびっこ体力測定、搾乳体験、カントリーマーケット、
　ボディシール、幼児コーナー（輪投げなど）、

　花火づくり体験、ペットボトルロケット　など

✿どきどきゾーン（多目的広場）

　熱気球体験、パトカー・消防車両・自衛隊車両の展示、
　赤十字コーナー、ボーイスカウトコーナー　など

✿わくわくゾーン（風の道）

　シャボン玉広場、昼なのに天体観測
　段ボール迷路

※荒天中止。当日6時にホーム

　ページで開催の有無を案内

※一部有料コーナーあり

保育課　Л23Д6156　Я23Д6540

日　時

対　象

費　用

申　込

5月～9月　10時30分～11時30分

▶岩津市民センター：第2・第4火曜日（8回コース）

▶大平・南部（分館）市民センター：第2・第4

水曜日（8回コース）

▶六ツ美市民センター：第2木曜日（5回コース）

未就園児親子20組（先着）

岩津・大平・南部2,500円（8回分）、六ツ美

1,600円（5回分）

右のコードの申込フォームで。

詳しくは電話（Л46Д2215）で

岡崎子育てネットワーカーの会へ。

親子ふれあい広場「よちよち」講座（前期）

内 容

費　用

申 込

家庭児童課　Л23Д6745　Я23Д6833

妊娠中及び出産後6カ月以内で、日中に家族な

どから支援が受けられないかたに対し、ヘルパー

などを派遣し家事や育児などの支援を行います。

世帯の課税状況により異なります。

必要書類を家庭児童課（福祉会館3階）へ直接。

詳しくは市ホームページで確認を。

産前産後ホームヘルプサービス 日 時

内 容

対　象

費　用

申　込

ごみ対策課　Л22Д1153　Я25Д8153

5月21日㈮　①9時30分～12時②13時30分～16時

砂に足跡を付け、溶けたガラスを流し込む※作

品の受け渡しは後日

足のサイズ11㌢以下の乳児各20人（抽選）

2,000円

はがき（1家族1枚）に左ページ上部の申込共

通項目と希望時間を記入し、〒444…0002　

高隆寺町字阿世保5番地　リサイクルプラザ

「ベビーメモリアル」係へ。4月20日㈫必着

リサイクルプラザ内ガラス工房・葵

ベビーメモリアル☆赤ちゃんの足形をとろう！

子ども・子育てに関する情報をお届けします。
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場　　　所 開催日 時　間おはなし会名称

中央図書館　おはなしのへや Л23Д3111

赤ちゃんからの読み聞かせ

おはなしと紙しばいの会

3才からの読み聞かせ

外国語の読み聞かせ

ストーリーテリングにおいでよ！

3才からのおはなし会

赤ちゃんからのおはなし会

おはなし・ほたる

おはなし・グーチョキパー

おはなしポケットやはぎ

とんとんひろば

六ツ美おはなしの会

おはなし・あっぷっぷ

おはなし会のお知らせおはなし会のお知らせ
中央図書館　Л23Д3111

Я23Д3165

毎週火、木曜日

毎週月、木曜日

毎週土曜日

第2土曜日

第4土曜日

第2土曜日

第3木曜日

第1・3木曜日

第1・3金曜日

第1・3土曜日

第4金曜日

第1土曜日

第4金曜日

10：50～11：10、11：20～11：40

16：00～16：30

14：30～15：00

13：00～13：30

15：30～16：00

10：30～11：00

10：30～11：00

10：30～11：00

10：30～11：00

11：00～11：30

10：30～11：00

11：00～11：30

10：30～11：00

額田図書館 Л82Д2953

大平市民センター Л22Д0162

東部市民センター Л48Д2922

矢作市民センター Л31Д3202

六ツ美市民センター Л43Д2510

岡崎げんき館情報ライブラリー Л21Д1017

Л53Д3511　Я53Д3642（月曜日休館）

Юこいのぼりのモビール

日　時

対　象

費　用

申　込

Ю母の日のプレゼント

日　時

費　用

申　込

Ю臨時休館のお知らせ

4月18日㈰　13時～15時

小学生以下親子12組（先着）

500円

4月9日㈮10時から電話で。

4月17日㈯～5月9日㈰

※5月3日㈷は開館、

5月6日㈭は休館

100円～

期間中随時受付（小学3

年生以下は保護者同伴）

4月12日㈪～16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　親子・特別教室

中央図書館　Л23Д3111　Я23Д3165

Ю子ども図書館司書体験

日　時

場　所

対　象

申　込

Ю図書館の資料を使ったビンゴ

日　時

場　所

4月29日㈷、5月1日㈯・2日㈰

①10時～12時②13時30分～15時30分

図書館交流プラザ2階子ども図書室

小学4年生～中学3年生　各回2人（抽選）

往復はがき（1人1枚）にページ上部の申込共

通項目と希望日時を記入し、〒444…0059　

康生通西4丁目71番地　中央図書館へ。4月22

日㈭必着

4月1日㈭～5月5日㈷

図書館交流プラザ2階子ども図書室

子ども読書の日記念イベント

日 時

場 所

内 容

南公園　Л51Д4426　Я77Д5526

4月～9月の第3土曜日

交通広場2階休憩室

紙芝居、読み聞かせなど

岡崎女子大学・岡崎女子短期大学　連携事業

子どもなかよしサロン

日 時

場 所

対 象

申 込

健康増進課　Л23Д6962　Я23Д5071

田植え／5月15日㈯　10時～12時、稲刈り／9

月25日㈯　14時～16時（2回コース）

地域交流センター六ツ美分館　悠紀の里

小学生親子50組程度（抽選）

4月25日㈰までに学校給食協会ホームページで。

親子で食育「米作り体験」

日 時

対 象

費 用

申 込

こども育成課　Л23Д6330　Я23Д7292

受付＝5月8日㈯　9時～　小学1～3年生（先着）

　　　6月5日㈯　9時～　小学4～6年生（先着）

　　　※定員に空きのある場合のみ募集　　　

　　　※上記受付日以外は、平日のみ受付

夏休み期間など（7月16日㈮～8月31日㈫）の

昼間、保護者が就労で留守となる家庭の小学生

※土曜日の利用は一部の拠点センターのみ

7月＝3,500円、8月＝7,000円

開館時間／8時～19時

※別料金で7時30分から利用可

4月15日㈭から、こども育成課（福祉会館3

階）、各児童育成センターにある申請書（市

ホームページから入手可）に記入し、入所希望

の児童育成センターへ直接

児童育成センター　夏休み入所児童募集

●申込共通項目 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

19 OKAZAKI  2021年4月



岡崎歯科医師会

Л21Д0501　Я25Д0741

●対象／市内在住の80歳以上（昭和17年3月31日以

前の生まれ）で20本以上の歯があり、十分

噛
か

む機能があるかた（治療歯も可）※既に

表彰を受けたかたは除く

●申込／4月1日㈭～5月31日㈪に岡崎歯科医師会会

員の歯科医院で歯科健診を受診

「8020運動」
達成者募集

保健予防課　☎23Д6714　Я23Д6621

日本脳炎予防接種の

お知らせ
　日本脳炎ワクチンの供給が不安定なため医療機

関の接種予約が取りにくい状況が続いています。

この状況から、令和3年度は、第1期初回のかたや

定期接種として受けられる年齢の上限に近づいて

いるかたを優先するよう国の方針が示されまし

た。第1期追加と第2期については、接種券発送を

中止し令和4年度に発送する予定です。ご不便を

おかけしますが、ご理解いただきますようお願い

いたします。

障がい福祉課　Л23Д6867　Я25Д7650

毎週木曜日　14時～16時

岡崎歯科総合センター

歯科医院で健診が困難な身体・知的障がい者（児童

通所支援を受けている年少～未就学児童も含む）

障がい者手帳・健康保険証・障がい者医療受給者

証・児童通所支援受給者証

岡崎歯科総合センター（Л21Д0501）へ電話で。

Ψ

Б

Θ

Ч

Ж

令和3年度

身体・知的障がい者無料歯科健診

岡崎げんき館　Л21Д7733　Я21Д7738

岡崎げんき館

4月18日㈰～5月6日㈭に、岡崎げんき館利用者番号

を事前取得後、岡崎げんき館ホームページから申

込。抽選。参加費は当日一括納入（原則返金不可）。

日程は変更する場合あり。

詳しくは岡崎げんき館ホー

ムページ、チラシまたは電

話で問い合わせを。

Б

Ж

まめ吉　健
けん

幸
こう

塾　第2期募集

シェイプ＆ボディメイク教室

7月1日～9月30日の木曜日　12時30分～14時

6,120円（12回）

26人

ノルディックウオーキング

7月2日～9月24日の金曜日　14時30分～16時

6,120円（12回）

20人

シニアリフレッシュ教室（60歳以上）

7月2日～9月24日の金曜日　12時30分～14時

6,120円（12回）

20人

らくらくアクア

7月5日～9月20日の月曜日　13時～14時

5,100円（10回）

30人

教室名・日時 参加費・定員

健康増進課　Л23Д6715　Я23Д5071

毎月1回　14時～15時30分

岡崎げんき館1階市民活動室

家族同士の交流、情報交換など

ひきこもり当事者の家族

要面接。参加希望のかたは問い合わせを。

Ψ

Б

Φ

Θ

Ж

ひきこもり家族会

歯周疾患健診

岡崎歯科医師会（岡崎歯科総合センター）　

Л21Д8117　Я21Д8148（聴覚障がい者専用）

歯周疾患健診実施歯科医院（岡崎市・幸田町）

口
こう

腔
くう

内診査、簡易歯周検査、歯みがき指導、レントゲ

ン撮影（令和3年3月31日時点　40・50・60・70歳

のかた）

※オプション（1,500円）：口腔がん検診（岡崎歯科

総合センターで。50・60歳のかたのみ）

16歳以上（受診は年度1回）

歯周疾患健診受診券・歯ブラシ

各歯科医院へ予約。受診券の交付は岡崎歯科総合セ

ンター（月～金曜日　9時～12時、13時～16時）へ

電話で。※50・60歳（4月末までに受診券郵送）、

40・70歳（5月末までに受診券郵送）

Б

Φ

Θ

Ч

Ж

：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
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保健予防課　Л23Д6714　Я23Д6621

　対象者には令和2年3月末にクーポン

券を送付しています。このクーポン券

で風しんの抗体を確認し、抗体価が低

い場合は予防接種を受けましょう。

令和4年3月31日㈭まで

昭和37年4月2日～昭和54年4月1日

までに生まれた男性

※クーポン券がお手元にないかたは

電話またはEメール（yobosesshu

@city.okazaki.lg.jp）で問い合わせを。

Ψ

Θ

大人の風しん抗体検査及び予防接種の助成

申込方法など、詳しくは

市ホームページで確認を。

11成人男性対象（全額助成）

　妊娠初期の妊婦が風しんにかかると、先天性風しん症候群（難

聴、白内障、心疾患）の子どもが生まれる可能性があるため、風

しん抗体検査及び予防接種費用の助成をします。

4月1日㈭～令和4年3月31日㈭

直接または郵送で事前申請し、受診票を発行

▶抗体検査／①、②に該当するかた（風しん抗体検査・予防接

種を受けたことがあるかた及び左記1の対象者を除く）

▶予防接種／風しんに対する免疫が十分でないと判断された下

記①、②に該当するかた

Ψ

Ж

Θ

2 妊娠希望の女性等対象（一部助成）

①妊娠を予定または希望する女性及びその同居者

②風しんに対する免疫が十分でない妊婦の同居者

※①②ともに、過去に風しんにかかったことのあるかた、妊娠中のかたを除く

2

令和3年度

岡崎市公式

ウオーキングアプリ

「OKAZAKI♥まめぽ」

「おかざき健康まめ日記（お試し版）」

に参加できます。

おかざき健康マイレージ事業がはじまります！
アプリまたは紙タイプのどちらか一方に参加できます。

アプリを使用されるかた 紙タイプを使用されるかた

市内在住・在勤・在学の15歳以上

（令和3年4月1日現在）のかた

5月1日㈯～10月31日㈰まで

※設置は4月20日㈫～

対象

実施
期間

保健所（岡崎げんき館2階）、岡崎げんき館1階、
市政情報コーナー（市役所西庁舎1階）、
額田センターこもれびかん、地域交流センター、
地域福祉センター、高年者センター岡崎、
イオンモール岡崎2階

設置
場所

岡崎市健康・

食育キャラクター

まめ吉

　1日の歩数やがん検診の受診などに応じて

ポイントが貯まります。ポイントは岡崎市の特産

品などが当たる抽選や、県内の協力店舗で特

典が受けられる「あいち健康づくり応援カード

MyCa～まいか～」の発行に使用できます。

　詳しくは市ホームページで確認を。

　健康づくりに関する目標を2つ決め、達成できたか否かを

シートに記入します。1カ月間チャレンジし、条件を達成し

たシートを提出すると「あいち健康づくり応援カードMyCa

～まいか～」が進呈されます。

健康増進課　Л23Д6639　Я23Д5071

Health Information

21 OKAZAKI  2021年4月



高隆寺町字峠１番地　岡崎中央総合公園内

☎28Д5000　FAX28Д5005

土・日曜日、祝日事前予約制土・日曜日、祝日事前予約制 開館時間：10時～17時（「どうぶつ家族」入場は16時30分まで）

休 館 日：月曜日（5月3日㈷は開館）、5月6日㈭

観 覧 料：どうぶつ家族／一般1,200円、ねこ科は無料

園長さんの講演会『生命をつなぐ』

詳しくは、ホームページ
をご覧ください。

場所：1階セミナールーム
定員：35人　　申込：4月13日㈫必着
※聴講無料

飼育員さんのギャラリートーク

日時：4月25日㈰　14時～

講師：黒邉雅実氏（名古屋市東山動植物園 動物園長） 講師：鈴木政昭、山西聡（東公園動物園飼育員）

場所：1階展示室
定員：20人　　申込：4月13日㈫必着
※当日の観覧チケットが必要

※市内小中学生、各種障がい者手帳所有者と介助者1人無料（各種手帳を提示）

イベント｜要事前申込
いのち

日時：5月8日㈯　14時～

イベントの申込方法

美術博物館ホームページの申込フォーム

または往復はがきに、希望のイベント名

と、左ページ上部の申込共通項目を記入

し、〒444…0002　高隆寺町字峠1番地

美術博物館「岩合さん」係へ。

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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動きや音を動きや音を

楽しむ楽しむ

口一成

Л53Д3511
Я53Д3642

岡町字鳥居戸1番地1

か
たか

た

こ こ
ろ

ろ

とこ
と
こ

かっ
たん

こっとん

とんとん

ゆ～ら

ゆ～
ら

独創的でユニークな大型の木のおもちゃと道具の形をした大型の木のベンチなどを展示

日27月６～日17月4 土 日

開館時間／９時～ 17時（入館は16時30分まで）休館日／月曜日（5月3日㈷は開館）、５月６日㈭

観 覧 料／一般（高校生以上）500円

　　　　　小中学生100円  ※市内小中学生、各種障がい者手帳所有者と介助者１人無料（各種手帳を提示）

木のおもちゃデザイナー 樋口一成氏の独創的でユニークな作品を紹介 

シビックセンター・コロネットの催し Л72Д5111　Я72Д5110

プレミアムランチタイムコンサート　

ソフィー・デルヴォー＆ダニエル・オッテンザマー

アンサンブル・アカデミー

受講者募集！

日　時

出 演

曲 目

チケット

申　込

6月27日㈰　①14時～15時②17時30分～18時30分

ソフィー・デルヴォー（ファゴット）

ダニエル・オッテンザマー（クラリネット）

クリストフ・トラクスラー（ピアノ）

プーランク：クラリネットとピアノのためのソナタ

サン＝サーンス：ファゴットソナタ　ほか

一般2,500円　学生（25歳以下）1,000円（全席指定）

4月17日㈯からシビック

センター窓口またはホー

ムページで。電話予約は

翌日9時から。

日　時

内 容

講　師

定 員

申　込

8月3日㈫～6日㈮

アンサンブルに特化した特

別レッスン

アンサンブル天下統一

10組程度

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。5月31日㈪必着。

詳しくは募集要項で確認を。

※内容は一部変更する場合あり。公共交通機関で。 ソフィー・デルヴォー ダニエル・オッテンザマー

©Julia_Stix

●申込共通項目 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

ケロポンズ・福田りゅうぞうコンサート2021

せきれいホール　Л25Д0511　Я25Д0512

時　間 10時～18時（入館は17時30分まで。最終日は

早めに終了）

●青陽会小品展（絵画）●Photo翔写真展●第14回きつ

つき木彫展●第57回美協展（総合）●梅村昭次　喜寿記

念　一期一絵展（絵画）●第45回方寸会展（書・篆
てん

刻）

●第22回井土英世志の目ぐすり写真塾作品展

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

チケット

申 込

6月27日㈰　①11時②14時

前売り＝大人2,500円、小学生以下1,500円

※当日券は200円増。

2歳以下は無料（座席

が必要な場合は有料）

4月17日㈯から電話で。

Art & Culture
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ついつい“岡崎市”と検索してみたく

なるようなキャッチフレーズ

岡崎市長賞宣伝会議賞（協賛企業賞）
愛知の「ミソ」はここ！！

私の妻が「岡崎市に行こう」
といいだした・・・。

シティプロモーション賞

もう少しでユーチューバーに

乗っ取られそうです。

徳川家康賞

家康と俺は、

ここで生まれたんだぜ。

オカザえもん賞

味噌みたいに深い街

加賀野　尊さん（京都府在住・13歳）
たける

小川　航
こう

生
せい

さん（神奈川県在住・15歳）

西川　れんさん（岐阜県在住・18歳）

井上　智
ち

弘
ひろ

さん（福岡県在住・15歳）

配島　海
か

音
のん

さん（北海道在住・15歳）

受賞を聞いた時は何かのドッキリかと思い、隠しカメラを探すぐらい驚きま
した。キャッチコピーは将来を想像して、もし自分の妻が突然岡崎市に行き
たいと言い出したら、カッコよく振る舞うために事前に調べるだろうと（笑）。
このコピーを通して岡崎市の魅力を全国へ伝えていけたらいいなと思います。

受賞作品決定!!

○宣伝会議賞とは…

実在する商品やサービスなどの「課題」に対して、広告表現のアイデアをキャッチフレーズやCM企画で募集する日本
最大規模の公募広告賞。岡崎市は中高生部門に参加し、2,600点を超える応募作品の中から受賞作品を決定。

2月27日㈯美しさと力強さを体感～なぎなた一日体験教室～

中田 悦子 さん

なぎなたを振った時の軌道が思うようにい

かず、予想以上に難しかった。運動不足の

解消にもつながり楽しく体験できました。

参加者の声
なか　だ　えつ　こ

2月20日㈯輝く1年生を目指して！～プレスクール「ぴかぴか」～

サラちゃん

ひらがなは分かると楽しい！

早く学校に行きたい！

参加者の声

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

中根　康浩

ワクチン接種が始まります。 Mayor’s Column
市

コ ラ ム

長

　3月から医療従事者への新型コロナワクチンの優先接種が始まりました。ワクチンは感染症の発

症を防ぐ効果が認められており、特効薬がない現在は、この接種が感染拡大を防ぎ、医療崩壊を防

ぐ重要な策の一つとなります。

　本市では、市医師会を始め、歯科医師会や薬剤師会、イオンモール岡崎、三菱自動車工業㈱の皆

様も含め、オール岡崎で接種体制を整えており、市民の皆様への接種開始は4月下旬頃となる見込

みです。当初はワクチンの供給量が限られることから、感染リスクの高い高齢者施設から開始する

など、優先順位を考え、効率良く進められるよう取り組んで参ります。

　現状では、すぐに多くのかたが接種を受けられるわけではありません。市民の皆様には、引き続

き、三密の回避やマスクの着用、手洗いや消毒の励行といった感染予防対策を継続していただくよ

うお願いします。力を合わせてこの難局を乗り切りましょう。

※接種方法やスケジュールについては10ページをご覧ください。

　現在市内には約12,000人の外国人が暮らしており、

その数は県内で4番目に多いことをご存知でしょうか。

今日、多文化共生を目指す動きが加速していますが、実

際にはことばや文化、習慣の違いによる摩擦や誤解が起

こっているのが現実です。そんな日本人市民と外国人市

民のギャップを埋め、互いに助け合って暮らせる社会を

目指す活動を行っている　“Vivaおかざき！！　”。その代表を

務めるのが、立ち上げメンバーの一人でもある長尾晴香

さんです。

　発足のきっかけは、就職して岡崎に来てから始めた外

国人支援ボランティア活動。元々外国語大学に通い留学

経験もある長尾さんは、多くの日本人が外国人に対して

閉鎖的であることに驚

いたといいます。「多く

の外国人は困ったこと

があっても言語の壁や

文化の違いによって近

所の住民などに助けを

求めることができず、

日本での生活に苦労していると知りました」。2010年に

ボランティア活動で知り合ったメンバーとVivaおかざき！！

を立ち上げ、以来10年間、外国人支援を行っています。

　活動内容は外国人住民向けの防災・教育セミナーや日

本語教室、多文化理解のためのイベント、日本人と外国

人のかけ橋となる人材育成など多岐にわたり、現在はコ

ロナ禍で生活が苦しい外国人のために食料支援も行って

います。活動について長尾さんは「　“助ける”　ではなく

“助け合う”　ことが重要だと思っているので、日本人と外

国人、みんなでやることを大切にしている」と話しま

す。子どもの日本語教室では地域のボランティアを招く

ことで、子どもたちは「自分のことを気にしてくれる人

がいる」と感じ、これまで外国人と関わりが無かった地

域住民は「外国から来た子どもたちはこういう苦労をし

ているんだ」と知ることができるといいます。

　「岡崎にいる外国人に、岡崎に来てよかった！と思っ

てもらいたい」と話す長尾さん。夢は“外国人と日本人”

ではなく、みんなが　“岡崎市民”　として分け隔てなく暮

らすことができる社会をつくることです。

その人らしく生きていける社会

誰かが応援してくれる社会に。

長尾　晴香 さん

Vivaおかざき！！代表。多文化共生マネージャー◆ながお　はるか さん
ビ　バ

Story
わたし物語
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観光推進課　Л23Д6384　Я23Д6731

5月1日㈯・2日㈰   10時～16時30分

乙川河川敷

東海 フェスタエコ
「オシャレなエコ」がテーマのイベント！

子どもが遊べるブースや、グルメ店舗ブース

など内容盛りだくさん！ 小学生300円、中学生400円、高校生以上500円

未就学児、障がい者（付添者1人）無料

※ペットボトルキャップ50個で入場料（1人分）50円引き
詳しくは、ホーム

ページから確認を。

入場料

環境関連イベント

環境政策課　Л23Д6921

Я23Д6536

Ж 電話、ファクス、Ｅメール（shi

　 zentaiken@city.okazaki.lg.jp）

に、左ページ上部の申込共通項

目、参加動機を記入し、〒444…

8601　環境政策課へ。4月20日

㈫必着（抽選）

Ю春の花と虫調査隊！

Ψ 5月2日㈰　9時30分～15時

Бおかざき自然体験の森

Θ小学生親子20人

Юホタルマスターファミリー講座

Ψ 5月9日、6月13日、7月18日、8

月8日、9月26日の日曜日（5回

コース）

Б ホタル学校（鳥川町）

Φ ホタルやホタルを取り巻く自然に

ついて、様々な体験プログラムを

通して、家族で楽しく学ぶ

Θ 小中学生家族25人

愛環ぶらっとウォーキング

地域創生課　Л23Д6486

Я23Д6698

Ψ ①4月24日㈯②5月23日㈰　ス

タート受付＝8時30分～11時30

分、ゴール受付＝14時30分まで

Б ①北岡崎駅→中岡崎駅／②高蔵寺

駅→中水野駅

Φ 愛環沿線の名所や、文化・観光施

設などを巡る

Ж 当日各スタート駅へ※詳しくは県

交通対策課ホームペー

　ジで確認を。

障がいのあるかたのための講座

お肌のお手入れレッスン

友愛の家　Л21Д8077

Я64Д7999

Ψ 4月30日㈮　13時～15時

Θ 18歳以上の女性10人（先着。支

援者可）

Ъ 50円

Чメイク道具

Ж 4月7日㈬から直接または電話、

ファクスで。

動物総合センター　あにも

Л27Д0444　Я27Д0422

Ю❶❷共通

Ъ各500円

Ж ①4月17日㈯②5月15日㈯11時か

ら電話で（先着）。

Ю❶パピースクール（子犬の社会化。犬同伴）

Ψ ①5月22日㈯②6月26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各5組

Ю❷しつけ相談（犬同伴）

Ψ ①5月23日㈰②6月19日㈯　10時

～12時、14時～16時

Λ各16組

Ю事前講習会（犬を飼う心構え）

Ψ ①5月13日㈭②6月12日㈯　13時

30分～14時30分

Θ 動物総合センターから犬を譲り受

けたいかた、これから犬を飼う予

定のかた（未就学児同伴不可）

Ж直接または電話で。

特別な支援が必要な子どもの

就学説明会

教育相談センター　Л71Д3201

Я72Д3448

Ψ 5月11日㈫　10時～12時

Б総合学習センター（上地3丁目）

Ж 4月30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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●催し・講座…P26

●募　集………P28

●暮らし………P29

●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。

●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

商工労政課　Л23Д6351　Я23Д6213

●対象／おおむね15～39歳の求職者（保護者の相談可）

●申込／電話で若者おいでんクラブ（Л23Д7523）へ。

就労サポート機関
「若者おいでんクラブ」出 張 相 談

岩津市民センター

東部市民センター

六ツ美市民センター

矢作市民センター

個別面談（火曜日）　10時～17時　1回50分（要予約）

4／20、7／13、9／14、11／9、令和4年1／25

5／18、7／20、9／21、11／16、令和4年2／15

6／15、8／17、10／12、12／14、令和4年2／22　　

6／29、8／31、10／26、令和4年1／11、3／15

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▶

岡崎地区献血推進協議会事務局

地域福祉課

Л23Д6145　Я23Д6857

　　　献血に

ご協力ください

月の4

ファミリー・サポート・センター

ファミサポ講習会「救命講習」

家庭児童課　Л87Д5050

Я87Д5051

Ψ 5月9日㈰　9時～12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

Λ 15人（先着）

Ж 4月7日㈬～23日㈮に電話で家庭

児童課へ。

リサイクルプラザ内ガラス工房・葵

ガラス工芸一日体験

初夏を彩る花器を作ろう！

ごみ対策課　Л22Д1153

Я25Д8153

Ψ 5月28日㈮　①9時～12時②13時

～16時

Φ 溶けたガラスで初夏を彩る花器を

作る

Θ 15歳以上各6人（抽選）

Ъ 1,500円

Ж はがき（1家族1枚）にページ上

部の申込共通項目と希望時間を記

入し、〒444…0002　高隆寺町

字阿世保5番地　リサイクルプラ

ザ「ガラス工芸一日体験」係へ。

4月28日㈬必着

おかざき＆マザーズ

おしごと相談室

多様性社会推進課　Л23Д6222

Я23Д6626

Ψ 5月27日㈭　10時～12時

Б図書館交流プラザ3階301

Φ 女性の就労に関する情報交換会、

個別相談会（希望者のみ）

Λ 10人（抽選）

Ж はがき、ファクスにページ上部の

申込共通項目、個別相談会への参

加希望の有無（希望する場合は相

談事項も）を記入し、〒444…

8601　多様性社会推進課「おし

ごと相談室」係へ。5月13日㈭必

着。電子申請総合窓口から申込可。

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

地元で就職したいかた必見！

合同企業説明会

商工労政課　Л23Д6351

Я23Д6213

岡崎商工会議所　Л53Д6165

Я53Д0101

Ψ 4月24日㈯　①9時30分～12時30

分②14時～17時（2部制。申込不

要・入退場自由）

Б竜美丘会館

Φ地元企業約60社と

　ブース形式での面談

Θ 大学生・短大生など（2022年卒

業予定）、中途求職者

就活中の大学生・短大生必見！

オンライン就活応援セミナー

商工労政課　Л23Д6351

Я23Д6213

岡崎商工会議所　Л53Д6165

Я53Д0101

Ψ 4月19日㈪　18時30分～20時

Φ 採用担当者が本音で伝える就活の

印象アップのポイント

Θ 大学生・短大生など（2022年卒

業予定）

Ж当日12時までにOKナビ

　ホームページで。

中小企業向けの先端技術講座

商工労政課　Л23Д6215

Я23Д6213

岡崎幸田勤労者共済会

Л54Д8495　Я54Д8475

Б中小企業・勤労者支援センター

Φ ▶6月8日㈫／太陽光パネル・建

物外壁点検についてのドローン講

座▶6月15日㈫／離職率28㌫のブ

ラック企業が、なぜ働き方改革の

リーディングカンパニーとなった

のか？▶6月22日㈫／中小・小規

模事業者のための省人力化講座

（IoT・RPA）ほか

Ж詳しくは共済会ホーム

　ページで。

●申込共通項目 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
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豊かな暮らしに出会う旅

岡崎おでかけツアーズ

観光協会　Л64Д1637　Я64Д1638 詳しくは岡崎おでかけツアーズホームページ、観光協会へ問い合わせを。

●事前予約／4,800円

●定員／15人（先着）

※昼食代、入館・拝観料込み

JR岡崎駅（8:50発）→東岡崎駅→伊賀八幡宮→滝山寺：

宝物殿（拝観）→大樹寺（拝観）→昼食：味
み

噌
そ

煮込みうど

ん→八丁味噌蔵（見学）→岡崎公園：岡崎城（入場）→家

康公広場（東岡崎駅。16時頃着）

家康公のゆかりめぐりバスツアー 【その他コース】
岡崎に来たなら外せない！

5月2日（日）・3日（祝）
◆家康公のルーツをたどる！

　グレート家康公“葵”武将隊が案内する「松平郷

　から岡崎城への道」：5月15日㈯・23日㈰

◆行きたい時に楽しむマイカープラン

　「八丁味噌蔵といちご狩り」：5月上旬まで

◆古道“道根往還”を歩いて完全踏破！

　リニューアルした岡さんぽ：4月24日㈯・29日㈷

ツア　ズ

申込：4月7日㈬～

社会福祉審議会高齢者福祉専門

分科会委員募集

長寿課　Л23Д6149　Я23Д6520

Φ 会議に出席し、意見を述べる。任

期は6月から令和6年3月末日まで。

報酬あり

Θ 市内在住の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 市政情報コーナー（西庁舎1階）、

長寿課（福祉会館1階）にある申

込書（市ホームページから入手可）

で。4月30日㈮必着

岡崎市文化振興推進計画

策定委員募集

文化振興課　Л23Д6976

Я23Д6343

Φ 会議に出席し、計画の改定に関し

意見を述べる。任期は委嘱の日か

ら令和4年3月末日まで。報酬あり

Θ 市内在住・在勤の18歳以上2人程

度（選考。他の審議会委員との重

複は2つまで）

Ж 履歴書と応募理由（800字程度）

を直接または郵送（〒444…8601）

で文化振興課（福祉会館5階）へ。

4月30日㈮必着

市民協働推進委員会委員募集

市民協働推進課　Л23Д6047

Я23Д6667

Φ 会議に出席し、意見を述べる。任

期は7月から2年間。報酬あり

Θ 市内在住・在勤・在学の18歳以

上2人程度（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「私の考える岡崎

市の市民協働について（800字程

度）」を直接または郵送（〒444

…8601）で市民協働推進課へ。4

月30日㈮必着

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 4月8日㈭～5月16日㈰に直接岡崎

げんき館1階総合窓口へ。

市営住宅の公開抽選による

入居者募集

岡崎市営住宅管理センター

Л23Д6320　Я23Д6821

Φ 五位原荘（大平町）2戸、平地住

宅（美合町）1戸、五本松住宅（美

合町）44戸

Ж 4月6日㈫～20日㈫に市営住宅管

理センター（西庁舎1階）へ直接

※入居は7月1日㈭から。詳しく

は岡崎市営住宅管理センターホー

ムページで確認を。

Ю市営五本松住宅全4棟が完成しました

Φ 五本松住宅の一部住戸は、子育て

世帯を優先します。

水環境調査ボランティア募集

環境保全課　Л23Д6861

Я23Д6536

Φ 年4回、身近な川の様子を調査。

調査キットは市から提供

Ж 4月15日㈭までに電話で。

Wanted

募　集

Information
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中消防署本署　☎21Д9789　Я21Д9792

●突然の激しい頭や胸や背中の痛み　●大量出血

●会話困難な呼吸苦　●突然、意識がなくなった

●急に体が動きにくくなった

・緊急ではないケガの通報　　・タクシー代わりに

・病院で長時間待たされるのが嫌だ　・薬が切れた

・１人で寂しくて不安になった

・どこの病院に行けば良いのか分からなかった

救急車の適正利用に

ご協力を！

▼ こんな時はためらわずに119番を ▼

実際にあった不適切な救急要請

×

乙川河川緑地（殿橋下流左岸）に

指定管理者制度を導入します

ホーメックス・スノーピークビジネスソリューションズ共

同企業体（Л0565Д33Д2467　Я0565Д33Д2472）が

指定管理者になります。問い合わせは指定管理者まで。

4月1日㈭～

4月24日㈯・25日㈰　9時～17時
乙川河川緑地左岸

公園緑地課　Л23Д7406　Я23Д6559

世界のソウルフードが出店する大人気のグルメイベントが

三河初上陸！詳しくはホームページで。

SOUL FOOD JAM vol.9

岡崎市民病院　職員募集

総務課　Л66Д7012　Я25Д2913

Θ 昭和37年4月2日以降に生まれた

有資格者または令和3年度中に資

格取得見込みのかた

Ж 市民病院総務課、市政情報コー

ナー（西庁舎1階）にある申込書

（市民病院ホームページから入手

可）で。4月22日㈭消印有効

Ю看護師、助産師

　（令和3年10月・令和4年度採用）

Ψ 試験日／5月15日㈯＝作文・適性

検査、5月22日㈯＝面接試験

Λ 70人程度

Ю薬剤師（令和4年度採用）

Ψ 試験日／5月15日㈯＝専門試験・

作文・適性検査、5月22日㈯＝面

接試験

Λ 4人程度

国民年金保険料の改定

国保年金課　Л23Д6431

Я27Д1160

岡崎年金事務所　Л23Д2637

Φ 4月からの国民年金保険料は、月

額16,610円に改定されます。令

和3年度分の年金保険料納付案内

書は、4月上旬に日本年金機構か

ら郵送されます。

保険証・高齢受給者証及び限度額

認定証などの枝番表記について

国保年金課　Л23Д6167

Я27Д1160

Φ オンライン資格確認の導入に伴

い、4月1日以降に新規取得や再

交付などで発行する保険証・高齢

受給者証・限度額認定証などに枝

番が印字されますが、すでに交付

済みの保険証（枝番なし）なども

今までどおり使用できます。

学生の皆さんへ

国民年金保険料の学生納付特例制度

国保年金課　Л23Д6431

Я27Д1160

岡崎年金事務所　Л23Д2637

Φ 申請した年度の納付を猶予しま

す。猶予された期間は老齢基礎年

金の受給資格期間に算入されます

（年金受給額には反映されません）。

Θ 20歳以上の学生（大学生など。

各種学校は、学校教育法で規定の

修業年限が1年以上の課程）で、

本人の前年所得が128万円以下

Ч ①基礎年金番号またはマイナン

バー（個人番号）が分かるもの②

身分証明書③学生証、在学証明書

など申請希望期間の在学が証明で

きるもの

Ж 国保年金課（東庁舎1階）、各支

所または岡崎年金事務所で。

市内のものづくり事業者支援

商工労政課　Л23Д6287

Я23Д6213

Φ 共同研究や依頼試験、専門家派

遣、見本市などへの出展にかかる

経費に補助金を交付

Θ市内製造業者

Ж 補助額など詳しくは岡崎ものづく

り推進協議会（岡崎商工会議所内

Л53Д6191　Я53Д0101）へ問

い合わせを。

Life & Support

暮らし
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▼ 発達に関する相談はこちら ▼
世界自閉症啓発デー

殿橋・明代橋を

ブルーにライトアップします

4月2日㈮
日没～22時

4月2日の世界自閉症啓発デーに伴い、日本では4月

2日～8日を「発達障がい啓発週間」と定めています。

これを機に発達障がいへの理解を深めましょう。

こども発達相談センター　Л23Д7067　Я23Д7538

●こどもの発達相談・就園相談

健康増進課（母子事業係）　Л23Д6084　Я23Д5071

●就園前までの育児相談

障がい福祉課　Л23Д6853　Я25Д7650

●障がい福祉サービスなどの利用

教育相談センター（そよかぜ相談室）　Л71Д3201（電話予約のみ）

●市内公立小中学校の児童生徒の教育相談・新入学児の就学相談

健康増進課（こころの健康推進係）　Л23Д6715（電話相談のみ）

●大人の発達障がいに関する相談

岡崎市就労サポートセンター

職業相談

商工労政課　Л23Д6214

Я23Д6213

Ψ 月～金曜日（祝日を除く）

▶一般・生活困窮者向けの職業相

談、紹介＝8時45分～12時、13時～

17時※予約優先▶検索端末利用＝8

時30分～12時、13時～17時※原則

予約制▶福祉相談員による就労準備

相談＝9時～11時、13時～16時▶若

者向けの個別面談、ジョブトレーニ

ングなど＝9時～17時

Б市役所西庁舎南棟1階・地下1階

母子・父子家庭のかたへの支援

子育て支援室　Л23Д6769

Я23Д7279

Ж 事前に子育て支援室（東庁舎1

階）へ（受講申込前の事前相談が

必要）。

Ю高等学校卒業程度認定試験合格支援給付金

Φ 高等学校卒業程度認定試験合格の

ための講座（通信講座を含む）を

受講する場合、その費用の一部を

支給

Θ 市内在住の母子家庭の母及び父子

家庭の父、ひとり親家庭で扶養さ

れている20歳未満の児童で、児

童扶養手当の支給を受けている、

または同様の所得水準のかた。就

業経験、技能、資格の取得状況な

どから判断して適職に就くために

必要と認められるかた。

Ю自立支援教育訓練給付金

Φ 雇用保険制度の教育訓練給付の指

定講座を修了したかたに支給

Θ 市内在住の母子家庭の母及び父子

家庭の父で、児童扶養手当の支給

を受けている、または同様の所得

水準のかた。

岡崎駅東土地区画整理審議会

委員選挙の立候補・推薦届の受付

市街地整備課　Л23Д6272

Я23Д5988

Ψ 4月20日㈫～29日㈷

Б市街地整備課（西庁舎4階）

Φ 5月16日㈰執行、岡崎駅東土地区

画整理事業の施行地区内の権利者

による審議会委員選挙。詳しくは

問い合わせを。

停電防止にご協力を

防災課　Л23Д6712　Я23Д6618

Φ 停電の原因となるカラスの巣を電

柱や鉄塔で発見したら、中部電力

パワーグリッド岡崎営業所（Л

0120Д988Д091）までご連絡く

ださい。これから5月頃にかけ

て、カラスの巣作りが最盛期とな

ります。巣の材料になりやすい金

属製ハンガーや針金などを屋外へ

放置しないよう、ご協力をお願い

します。

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

▶石原明夫▶市川悦雄▶小野之裕▶

近藤久美子▶岡崎竜城ライオンズク

ラブ▶株式会社コトブキ営業本部中

日本エリア統括部名古屋支店▶

J-mart第1回チャリティイベント実

行委員会

Life & Support

暮らし
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市民活動総合補償保険を

ご活用ください

安心して市民活動（登録市民活動団体、町内会、子ども会など

が行う公益的活動）に参加できるよう、市が保険料を負担し、

市民活動中に事故にあったかたに保険金を支給します。

死亡保険金

後遺障がい保険金

入院保険金

通院保険金

200万円

障がいの程度に応じ6万～200万円

1日につき3,000円

1日につき2,000円

支　払

限度額

■傷害保険金額

1人につき6,000万円

1事故につき3億円

1事故につき1,000万円

1事故100万円（主催者が保管する他人の財物）

■賠償責任保険金額

■対象／地域社会活動、社会奉仕活動、青少年健全育成活動などで

自発的に行う継続的・計画的・公益的な活動（政治・宗教

〈神社のお祭りなど〉・営利・選挙活動・学校行事を除く）

■申込／事故発生時は速やかに市民協働推進課または

活動を把握している団体部署へ連絡を（保険金

の請求には領収書のコピーが必要です）。

※自己負担金 1万円※請求には治療費の領収書のコピーが必要です。

対人

対物

市民協働推進課　Л23Д6491　Я23Д6667

センサーライト

防犯フィルム

ツーロック

ゴールデンウィークの

防犯対策は万全ですか？

防犯交通安全課　Л23Д6525

Я23Д6570

岡崎警察署　Л58Д0110

Φ ゴールデンウィーク中は、外出の

機会も増え、空き巣などの侵入盗被

害に普段以上に注意が必要です。

▶施錠を徹底。勝手口や浴室も忘

れずに！▶補助錠でツーロック！

防犯フィルムや雨戸でガラスを割

られない対策を！▶センサーライ

トや防犯砂利など、音と光で泥棒

を寄せ付けない対策を！▶不審

者・不審車両を目撃したら110番！

国民生活基礎調査にご協力を

保健企画課　Л23Д6807

Я23Д5041

地域福祉課　Л23Д6922

Я23Д6515

Ψ 調査日／①世帯票＝6月3日㈭②

所得票＝7月8日㈭

Φ 国の行政施策の基礎資料とするた

め、保健・医療・福祉・年金・所

得などの世帯状況を地域別に調査

します。4月中旬から調査員が対

象世帯に伺います。

Θ 平成27年の国勢調査区から無作

為抽出した3地区、約150世帯※

詳しくは①保健企画課②地域福祉

課に問い合わせを。

2月臨時会で成立した補正予算

財政課　Л23Д6044　Я65Д2351

Φ 一般会計は3億7,095万円の増額

で、これにより令和2年度の予算

総額は、2,988億215万円となり

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

▶ふるさと納税活用支援委託料（952

万円増）▶新生児特別給付金給付事

業費（2,792万円増）▶生活保護費支

給事業費（1億4,699万円増）▶感染

症発生防止・医療関連事業費（2,565

万円増）▶新型コロナウイルス感染

症予防接種事業費（1億5,143万円増）

▶公共交通インフラ運行維持緊急支

援金（840万円増）

水質事故の防止にご協力を！

環境保全課　Л23Д6194

Я23Д6536

Φ 河川などに油や有害物質が流れ込

む水質事故が発生すると、魚類や

農作物に被害が生じたり、水道水

源が汚染されるなど重大な影響を

及ぼすことがあります。水質事故

を未然に防止するために、日頃か

ら油の適切な処理や、汚水処理施

設の適正管理に努めましょう※河

川などで油膜や大量の死んだ魚な

どを発見した場合は、速やかにご

連絡ください。

大麻・けしの撲滅にご協力を

保健衛生課　Л23Д6187

Я23Д6621

Φ 大麻や一部のけしは違法薬物の原

料となるため、栽培が禁止されて

います。見かけたときは、抜かず

にご連絡ください。

緑の募金にご協力を！

緑の募金委員会事務局（森林課内）

Л82Д4123　Я82Д4124

Ψ 4月1日㈭～5月31日㈪

Б 市役所東庁舎・西庁舎1階、各支

所、市施設など

Φ 緑の募金は、保育園や小中学校な

どの身近な緑化に

　役立てられます。
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4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

4月30日㈮

5 月31日㈪

6 月30日㈬

8 月 2 日㈪

8 月31日㈫

9 月30日㈭

11月 1 日㈪

11月30日㈫

12月27日㈪

1 月31日㈪

2 月28日㈪

1期分・全期前納分

2期分

3期分

4期分

市民税課
Л23Д6082

Я27Д1159

1期分・全期前納分

2期分

3期分

4期分

資産税課
Л23Д6097

Я23Д6096

納税課Л23Д6123　Я23Д5970
国保年金課

Л23Д6843  Я27Д1160

国保年金課
Л23Д6167  Я27Д1160

全期分

市民税課
Л23Д6076

Я27Д1159

1期分・前納分

2期分

3期分

4期分

5期分

6期分

7期分

8期分

1期分

2期分

3期分

4期分

5期分

6期分

7期分

8期分

医療助成室

Л23Д6841

Я27Д1160

1期分

2期分

3期分

4期分

5期分

6期分

7期分

8期分

介護保険課

Л23Д6647

Я23Д6520

内容に関する問い合わせ

納付に関する問い合わせ

税目など
納期限

軽自動車税
（種別割）

市・県民税
（普通徴収分）

固定資産税
都市計画税

国民健康保険料
（普通徴収分）

後期高齢者
医療保険料

（普通徴収分）

介護保険料
（普通徴収分）月

納付は期限内にお忘れなくお願いします。令和3年度納期限

国民健康保険の異動届は14日以内に

Ж 届け出窓口／①＝市民課（東庁舎1階）、国保年金課（東庁舎1階）または支所、②＝国保年金課または支所

　※届け出が遅れた場合でも、加入資格が発生した日までさかのぼって保険料を納めていただきます。

国保年金課　Л23Д6167　Я27Д1160

・
異
動
者
と
世
帯
主
の
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
（
個
人
番

　号
カ
ー
ド
）
ま
た
は
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
が
わ
か
る
も
の

・
届
出
者
の
身
元
確
認
書
類

手続き場所 手続きが必要なとき 持　　　ち　　　物

国保に加入

するとき

国保を

やめるとき

その他

転入したとき

子どもが生まれたとき

職場の健康保険をやめたとき

扶養家族からはずれたとき

転出するとき

死亡したとき

職場の健康保険に加入したとき

扶養家族になったとき

市内で住所が変わるとき

世帯主が変わるとき

保険証をなくしたとき

保険証が汚れたり破れたりして使えなくなったとき

①

②

①

②

①

②

職場の健康保険証、国保の保険証

転出証明書（コピー可）、パスポート（海外からの転入の場合）

職場の健康保険をやめた日付けや扶養家族からはずれた

日付けが分かるもの（資格喪失連絡票など）

国保の保険証、在学証明書（合格通知書または学生証でも可）

使えなくなった国保の保険証

修学のため子どもが他の市町村に転出し、

学生用の保険証が欲しいとき

ごみ処理施設の受入時間変更

Ψ 4月1日㈭～

Φ 中央クリーンセンターでの毎月第4日

曜日の粗大ごみの受け入れが廃止され

ます。各ごみ処理施設の受付時間、搬

入可能なものは次のとおりです。

　 ※新型コロナウィルス感染症拡大防止

のため、できる限り直接搬入を控える

ようお願いします。粗大ごみは、有料

戸別収集（Л22Д2000）を利用し、

少量のごみは8時30分までに指定のご

みステーションへ排出してください。

中央クリーンセンター　Л27Д7153　Я27Д7053

ごみ処理施設 曜日・受付時間 搬入可能なもの

中央クリーンセンター

Л27Д7153
Я27Д7053

八帖クリーンセンター

Л22Д5436
Я25Д8146

北部一般廃棄物最終処分場

Л27Д7101　Я27Д7091

・可燃ごみ・不燃ごみ

・粗大ごみ（可燃性、不燃性）

・発火性危険ごみ、有害ごみ

・資源物

・可燃ごみ

・粗大ごみ（可燃性のみ）

・発火性危険ごみ、有害ごみ

・資源物（小型家電を除く）

・不燃ごみ（埋立ごみ）

月曜日～金曜日

8時30分～16時

土曜日

8時30分～11時30分

月曜日～金曜日

8時30分～16時

土曜日

8時30分～11時30分

月曜日～金曜日

8時30分～16時

国保の保険証

国保の保険証

保険証、葬儀を行ったかた名義の預金通帳、
喪主確認ができる書類（会葬礼状、葬儀の領収書など）
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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

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

防犯交通安全課

Л23Д6492
市民相談室

消費生活センター
Л23Д6459　Я23Д6570

消費生活センター

市

　民

　相

　談

女性相談

男性相談（電話）※DV含む

ＬＧＢＴ相談（電話）

DV相談

10：00～17：00

8：30～17：15

8：30～17：15

8：30～17：00

10：30～16：30

14：00～16：00

17：00～20：00

17：00～21：00

総合子育て支援センター
Л26Д0706　Я26Д6711

随時（お問い合わせください）

月～金曜日

月～土曜日

月～金曜日

育児相談（すくすくテレホン）

妊婦・乳児

幼児

子
育
て

商

　
　
　工

そ
の
他

D
V 月～金曜日

水曜日以外

第2・第4火・土曜日

水曜日

第3木曜日

岡崎げんき館

商工労政課

家庭児童課

健康増進課Л23Д6084　Я23Д5071

家庭児童課 家庭児童課Л23Д7683　Я23Д6833

健康増進課
Л23Д6084　Я23Д5071

障がい福祉課
Л23Д6180　Я25Д7650

保

　
　
　健

健康

医師

保健師など

電話・面接

法律（女性のみ）

申込時に決定

　　　 一般

　　　 栄養・歯科

精神保健福祉

依存症

難病医療（膠
こう

原
げん

病）

不妊・不育

月～金曜日

5/28㈮

随時

5/21㈮

5/24㈪

4/23㈮

健康増進課

Л23Д6639　Я23Д5071

健康増進課

Л23Д6715　Я23Д5071
岡崎げんき館

岡崎商工会議所

Л53Д6500　Я53Д0101

商工労政課

Л23Д6215　Я23Д6213

図書館交流プラザ

イオンモール岡崎

岡崎商工会議所

岡崎ビジネスサポートセンター

（OKa-Biz）

Л26Д2231　Я26Д2232

月～金曜日

※図書館交流プラザ
　は水曜日休館

融資

創業・起業

工場建設

税務・労務・法律・発明

売上アップ・販路開拓など

家庭児童課Л23Д6778

家庭児童課Л23Д3241

家庭児童課Л080Д2639Д2111

多様性社会推進課Л23Д7681

13：30～14：20
14：30～15：20

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。

 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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計画を策定しました。

市民の皆さんや関係団体の意見を反映した計画を策定し

ました。各計画書は、市政情報コーナー（西庁舎1階）、

市ホームページ、各担当課で閲覧できます。

「緑とともに未来を歩む風格あるまち」を目指し、緑地の保全や

公園の整備、市民との協働による公園活用など、今後10年間の取

り組みをまとめました。

岡崎市緑の基本計画

公園緑地課（西庁舎4階）　Л23Д6717　Я23Д6559

「だれもがいつまでもいきいきと健やかに暮らすまちをめざし

て」を基本理念として、高齢者福祉サービス、介護保険施設整備

計画、介護保険料などを定めました。

長寿課（福祉会館1階）　Л23Д6149　Я23Д6520

令和3～8年度を計画期間とする第5次基本計画を策定しました。

「思いやりつながりあって自分らしく生きるまち岡崎」を基本理

念として、障がい児・者の施策に取り組みます。

第5次　岡崎市障がい者基本計画

障がい福祉課（福祉会館1階）　Л23Д6163　Я25Д7650

地震による建物の倒壊から人命や財産を守るため、耐震化及び減

災化を更に促進し地震に強いまちの実現に向け、計画を策定しま

した。

岡崎市建築物耐震改修促進計画

住環境整備課（西庁舎1階）　Л23Д6709　Я23Д7528

岡崎市地域包括ケア計画

「食」の安全を確保するため、計画を策定しました。

令和3年度　食品衛生監視指導計画

保健衛生課（岡崎げんき館2階）　Л23Д6068　Я23Д6621

掲載行事が中止・延期となる場合があります。開催の有無は、各主催者にお問い合わせください。

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

■英会話無料体験レッスン
▶4月16日㈮　11時＝リスニング英会

話（中級者）▶4月22日㈭　10時＝初

級英会話▶共通＝りぶら102。Eメー

ル（eikosato@wh.commufa.jp）

で申込。佐藤Л58Д6298

■
キッズイングリッシュ

 　「英語で遊ぼっ！」2021年度前期

4月18日、5月23日、6月27日、7月25

日、8月22日の日曜日　9時30分。り

ぶら。就園児。1回800円。電話で申

込。生涯学習サークル　“きらり”　土屋

Л080Д1551Д1967

■マークのやさしい英会話（中級）
4月10日㈯～毎週土曜日　10時5分。

りぶら。1回800円（テキスト代別

途）。Eメール（yasashii.eikaiwa.

aichi@gmail.com）で申込。マーク

Л0565Д27Д2944

■セラの英会話講座（全35回）

5月24日㈪～令和4年3月▶月曜日＝①

中上級　11時②上級　12時▶木曜日

＝③初中級　12時④未就園児親子　

11時10分▶共通＝りぶら。①～③

29,750円、④26,250円（各35回分）。

Eメール（okazakieikaiwa@gmail.

com）で申込。セラЛ080Д5296Д

3386

■トラベル英会話をご一緒に
4月～令和4年3月の第2・第4水曜日

13時30分。東部市民センター。年間

11,000円程度。電話で申込。トラベ

ル英会話の会　岩瀬Л48Д4789

■
マンスリーイングリッシュサロン

　（英語で母国を紹介）

▶5月9日㈰＝リトアニア▶6月6日㈰

＝ドイツ・ミュンスター▶7月11日㈰

＝アメリカ・ワシントンDC▶共通＝

10時。りぶら301。1,500円（3回

分）。4月30日㈮までに電話で申込。

小川Л090Д6091Д7064

■大人のための入門韓国語講座（全8回）

5月12日㈬～毎週水曜日　19時30分。

シビックセンター。5,000円（8回分。

テキスト代2,200円）。電話で申込。

国際文化交流協会　前田Л0 9 0Д

6489Д2803

■
新あそびの広場

　～親子ふれあい遊び～（前期5月～9月）

①第1・第3月曜日（全6回）＝うさぎ

②第1・第3金曜日（全9回）＝ひよこ。

10時30分。いちょうの家分館（久後

崎町）。未就園児親子。1回300円（初

回400円）。電話で申込。岡崎子育て

ネットワーカーの会　柴田Л090Д

9024Д6748

■農業者育成支援研修受講生募集
5月17日㈪～令和4年1月24日㈪。就

農に必要な知識や技術の修得。4月19

日㈪から申込。詳しくはホームページ

で確認を。県立農業大学校研修部Л

51Д1034

■大人と子どものそろばん講座
▶大人＝10時。月2,500円▶親子＝①

10時②11時。月3,500円▶共通＝毎週

土曜日。岡崎商工会議所。電話、ファ

クス（Я53Д2100）で申込。日本珠

算連盟　鈴木Л090Д9915Д3177

■ジャパンタイムズ　時事英語学習会
毎週土曜日　9時10分。せきれいホー

ル。月8,000円（4回分）。電話、ファ

クス（Я43Д6812）で申込。杉浦Л

080Д1593Д4362

■ハミングハーモニー親子ふれあいリズム
▶第1・第3金曜日＝やはぎかん▶第

2・第4金曜日＝悠
ゆ

紀
き

の里▶共通＝10

時30分。6,000円（10回）。電話で申込。

伊豫田　Л090Д3957Д5419
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※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。

※暴風警報及び特別警報発令時は休診する場合があります。詳しくは、岡崎市医師会、岡崎歯科医師会ホームページで確認を。

受付時間＝9時～12時、14時～18時●

受付時間 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）

岡崎歯科総合センター（中町）　▶　☎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

受付時間

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）

☎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

365日24時間対応

宇 野 病 院（中岡崎）☎24-2211

岡崎南病院（羽根東）☎51-5434

愛知医科大学メディカルセンター（仁木）☎66-2811

藤田医科大学岡崎医療センター（針崎）　☎64-8800

 2次救急医療機関は、入院・手術などが必要な患者及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の変更及び各病院で対応できる診療科目が異なりますので、来院の際は事前に電話で問い合わせください。

365日

24時間対応

小児科・内 科・外 科 新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

※上記時間外、土・日曜日、祝日はコールセンターへ。

Л23Д5074　平日9時～17時

受診・相談センター

※土・日曜日、祝日は24時間対応

Л052Д856Д0318
平日17時～翌朝9時

≪コールセンター≫

（医師3人体制）

4月9日㈮・17日㈯　18時～24時

4月1日㈭・8日㈭・15日㈭・22日㈭　18時～翌朝8時、24日㈯　13時～翌朝8時、29日㈷　8時～翌朝8時

※令和3年4月1日から、北斗病院は新たに愛知医科大学メディカルセンターに変わりました。

4月7日㈬・14日㈬・21日㈬・28日㈬　18時～24時

エムハート薬局
てんま通店
（伝馬通）

☎66-1333

シンコー薬局　六名店

（六名南１）

☎64-2831

そらいろ薬局

（　欠　）

☎65-5910

スヤマ薬局

（本宿茜）

☎48-3544

かのん調剤薬局

（六　供）

☎24-0036

アイセイ薬局
第2洞店
（　洞　）

☎65-3836

パナプラス薬局
第２むつな店

（六名３）☎64-4890

大樹寺調剤薬局
（大樹寺２）

☎83-9258

みなみ調剤薬局
（羽根東）

☎59-2588

つばさ調剤薬局
（舳　越）

☎33-0258

パナプラス薬局　能見店

（能見通）☎83-7601

アイン薬局　竜美南店
（竜美南３）☎64-9800

パナプラス薬局　三ヶ根店
（幸　田）☎63-0063

キョーワ薬局　岡崎店
（久右エ門）☎83-6786

上地はなぶさ薬局
（上地１）☎64-3250

ゆうあい薬局
（北　野）☎33-6766

るり薬局
（戸　崎）☎47-7234

お～ろら薬局
（昭　和）☎33-3254

メリー薬局

（野　畑）☎47-8614

大西屋薬局

（矢　作）☎31-4385

調剤薬局アモス　竜美丘店

（明大寺）☎64-0920

ふくおか薬局

（国　正）☎57-5377

愛知県救急医療情報センター（☎21-1133）へ問い合わせください。

六名クリニック
（六名３）

☎55-6711

伊藤医院
（定　国）

☎43-2678

しいの木こどもクリニック
（大樹寺２）

☎25-1112

岡崎南病院
（羽根東）

☎51-5434

岡崎南病院
（羽根東）

☎51-5434

あさだ耳鼻咽喉科クリニック
（舳　越）

☎32-8741

こうた眼科クリニック
（幸　田）

☎63-3888

さんじファミリークリニック
（伝馬通）

☎65-3330

内科・消化器科ゆうクリニック
（六名南１）

☎58-5311

いわせこどもクリニック
（北本郷）

☎64-1800

宇野整形外科
（緑丘２）

☎54-3161

ぬまた皮フ科クリニック
（羽　根）

☎53-1128

ふじ耳鼻科クリニック
（　欠　）

☎65-3336

すずき眼科クリニック
（上里１）

☎65-3001

クリニック大倉
（稲　熊）

☎65-7240

上地内科クリニック
（上地２）

☎72-5610

矢田内科循環器科
（北　野）

☎32-3739

ませぎ整形外科
（本宿台）

☎27-8088

野鳥の森皮フ科クリニック
（竜美旭）

☎72-7555

みみ・はな・のど長坂クリニック
（六　供）

☎21-3387

奥田眼科クリニック
（　洞　）

☎26-2220

あおい在宅クリニック
（能見通）

☎65-2775

ともファミリークリニック
（野　畑）

☎83-8869

カミヤ医院
（矢　作）

☎31-3376

山本整形外科
（国　正）

☎57-5080

竜美ヶ丘スキンクリニック
（東明大寺）

☎65-8711

康生医院
（康生通）

☎21-1340

小出アイクリニック
（中之郷）

☎54-3636

三浦内科クリニック
（竜美南３）

☎57-8500

三ヶ根クリニック
（幸　田）

☎62-2055

てんま糖尿病・甲状腺内科
（久右エ門）

☎77-5873

上地整形外科クリニック
（上地１）

☎55-0880

北野桝塚診療所
（北　野）

☎34-1001

ふるた耳鼻咽喉科
（戸　崎）

☎55-6688

橋本記念眼科
（三　崎）

☎53-9904

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

4月 4月4日㈰ 4月25日㈰4月18日㈰ 4月29日㈷4月11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4月 市外局番〈0564〉
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岡崎市公式LINE

友だち募集中! ID：@okazaki_city

岡崎市の情報を

LINEで発信!

クイズに答えて

図書カードを当てよう!

詳しくはこちら▶10人（抽選）

図書カード
500円分が
当たる 

様々な悩みを抱えた家庭を、
世帯ごとトータルで支援する ○○総合相談体制

応募方法　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。4月23日㈮必着 おうはん2月1日号の答

○○に入る言葉はなんでしょう？

広告内容に関する一切の責任は広告主に帰属し、取扱商品などは、市が必ずしも推奨するものではありません。内容については直接広告主へお問い合わせください。

広告
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