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え が お

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。

5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

195,762人
189,915人
385,677 人
166,014世帯

（－54）
（－92）

（－146）
（＋239）

6月の税金

納期限 6月30日㈬

納　税　課　Л23Д6123　Я23Д5970
市県民税（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

夜間納付窓口も利用できます。
日時／6月28日㈪～30日㈬
　　　17時30分～20時
場所／市役所東庁舎1階ロビー

納税通知書は6月14日㈪に発送します。
※届かないときは、市民税課（Л23Д6082
　Я27Д1159）へ確認をお願いします。

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

クアオルト健康ウオーキングの専用コース
「クアの道」を紹介します。

・歩いてみよう！クアの道
・公園売店ツアー in OKAZAKI !

歩いてみよう！クアの道Pick
up

特 集
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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。

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！

小鳥の囀りを聞いて始まる１日。

それだけで特別な日になるような。

そんな日常に隠れている「しあわせ」を見つけてみませんか？

さえず

写真投稿者　@bit.bit.bit3
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Let it Camp! キャンプデビューはまちなかで。

乙川河川緑地

乙川河川緑地でキャンプができることを知っていますか？

アクセス良好で忘れ物や緊急時にも対応可能。

コンビニも徒歩圏内なので、キャンプデビューにおすすめです。

乙川で行われている水上アクティビティへの参加はもちろん、

桜城橋や籠田公園、中央緑道などのニュースポットにも近いので、

キャンプの合間に散策もできちゃいます。

いつも見ている景色も、キャンプだとちょっと特別に感じられるかもしれません。

▲SUP体験（乙川） ▲籠田公園

●開設期間
　7月25日㈰までの週末（随時更新）

●時間
　チェックイン／13時～14時
　チェックアウト／翌10時～11時

●料金
　レギュラーサイト（乙川左岸河川緑地）
　1ブース3,000円
　プレミアムサイト（乙川右岸河川緑地）
　1ブース8,000円

●申込
　事前にLet it Campホームページで。

※利用規約など、詳しくは
　ホームページで確認を。

潜水橋
プレミアム

サイト

レギュラー
サイト

乙川

殿橋 桜城橋 明代橋

気候も良くなり、過ごしやすい季節になってきました。コロナ禍で

“外出自粛”が叫ばれ遠出ができない今だからこそ、市内のスポット

に目を向けてみてはいかがでしょうか。今回の特集では市内のおす

すめアウトドアスポットを紹介します。

※外出する際はマスクの着用や手洗い、身体的距離の確保に気を付けましょう。

特集
OKAZAKI×OUTDOOR

おかざき外あそび
Camp

&BBQ
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自然を満喫！日常を忘れてリラックスしよう。
中心市街地から車で約20分。

桑谷山の自然豊かな場所で、キャンプやＢＢＱを無料で楽しめます。

ＢＢＱは炉が備え付けてあるので食材と燃料を持って行くだけ。

大人がＢＢＱやテントの準備をしている間、

キャンプサイトを流れる小川が子どもたちの遊び場になります。

夜はまちの明かりも届かない星空の下、

ちょっとした非日常感を楽しんでみてはいかがでしょうか。

桑谷キャンプ場
くわがい

●開設期間
　3月～11月
●時間
　キャンプ／16時～翌10時
　デイキャンプ／11時～15時
●申込
　利用日の1週間前までに、観光推進
　課（西庁舎1階）にある申込書（市
　ホームページから入手可）で。

※利用規約など、詳しくは
　市ホームページで確認を。

観光推進課
Л23Д6920　Я23Д6731
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大門（水郷）公園（大門3丁目）

　自然林と池を活かした緑豊かな公園で、手軽にキャンプやＢＢＱを楽
しめます。芝生広場や木製遊具は子どもたちの遊び場にぴったりです。

大谷公園（上地3丁目）

　キャンプやＢＢＱはもちろん、展望台や見晴台があるため
ウオーキングにも最適です。

くらがり渓谷（石原町）

　四季折々の魅力を感じられる渓谷で、キャンプやＢＢＱ、マス釣り・マ
スつかみを楽しめます。テント村には貸出テントも。コテージ施設も充実
しています。

使い道いろいろな
スポット3選

ウオーキングやマス釣り
も！

ス
オ

ス
メ

おおや

●各施設申込
　詳しくは市ホームページ、または電話でくらがりキャンプ
　センター（Л83Д2057）へ。

●大門・大谷公園　キャンプ・ＢＢＱ申込（無料）

　利用日の1週間前までに、公園緑地課（西庁舎4階）にある申込書で。

※テントの設置は、指定されたテントサイトエリア内で夜間の宿泊のみ可。
　空き状況や利用規約など、詳しくは市ホームページで確認を。

公園緑地課　Л23Д6250　Я23Д6559
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感染症予防を意識した熱中症予防

詳しくは市ホームページを
ご覧ください。

みんなで防ごう！ 熱中症！みんなで防ごう！
岡崎市健康・食育
キャラクター
まめ吉

皆さんの熱中症に関するご意見をお寄せください。
自身で行っている熱中症対策や市の熱中症予防対策への意見を募集。
意見は市ホームページで公開します。

●回答方法／市ホームページ（電子申請総合窓口）で。岡崎げんき館、市政情報コーナー
　　　　　　（市役所西庁舎1階）、各市民センターにある専用アンケート用紙でも回答可

回答締切／6月20日㈰まで

消 防 本 部
・熱中症の応急手当の動画を作成・配信し、救急要請時などの
　応急手当の実施を案内
・おかざきの救急医療公式Twitterで市内の熱中症発生状況を周知

・換気扇や窓開放で換気しながら、
　エアコンの温度設定をこまめに調整
・涼しい服装を選ぶ
・暑い時間帯や暑い日は無理をしない

健康増進課
・健康推進員が熱中症予防のチラシを地域で配付
・市ホームページで熱中症の情報や熱中症警戒アラートを掲載

公園緑地課
・岡崎公園や岡崎中央総合公園、南公園にミストファンを設置
・一定の条件を満たす庭、建物、駐車場などの緑化に対し、補助金を交付

農　務　課
・「お！かざき農業お届けメール」で農作業中の熱中症予防を配信

関 係 各 課
・市管理施設の温度管理と定期的な換気、利用者に対する熱中症の注意喚起

熱中症予防に関する市の主な取り組み

暑さを避けましょう
・屋外で人との距離が確保できる場合はマスクを外す
・マスクをしている時は負荷のかかる作業・運動を避
　ける

距離を十分にとる
（2㍍以上）

気温・湿度が高い中での
マスク着用は要注意！

・のどが渇く前に
・食事以外に１日に1.2㍑以上を目安に
・大量に汗をかいた時は塩分も補給

こまめに水分補給を
・1日1度は体温測定、体調のチェック
・体調が悪いと感じたら無理せず自宅で静養

日頃から健康チェックをPoint3

マスクをしていると
のどの渇きを感じにくいよ。

Point1

Point4

Point2

健康増進課　Л23Д6639　Я23Д5071

　新型コロナウイルス感染防止の3つの基本である
「身体的距離の確保」・「マスクの着用」・「手洗い」や、3密を避けるなどの

感染症予防を意識しながら熱中症を予防しましょう！
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　トイレ、浴室、キッチン、
和室など住居の一室を再現
した教室。在宅看護の実習
を行うことができます。

在宅看護実習室

　看護実践に必要な観察
力・判断力を養うための教
室。モデル人形を使い、打
診・聴診・触診で症状を分
析する演習を行います。

フィジカルアセスメント演習室

　感性を育むために、
「自然と親しむ（植物を
育てる）」などの教科
外活動があります。植
物を育て、生命を大切
にする心と責任感を養
います。

看護専門学校ってどんなところ？

学生数

119人

校内設備

教科外活動

国家試験合格率

100%
　多くの実技練習や丁寧なサポート
により、県内専門学校第3位の高い合
格率を維持しています。

主な就職先

※平成30～令和2年度

※

※

●主な就職先

市内
70％

市外
27％

県外
1％

進学など
2％ 岡崎市民病院

藤田医科大学岡崎医療センター
藤田医科大学病院
安城更生病院
刈谷豊田総合病院
京ヶ峰岡田病院
名古屋第一・第二赤十字病院

　昭和44年の開校以来、1,500人以上の看護師を送り出してきた市立看護専門学校。
3年課程全日制で、豊富な校内設備のほか、「岡崎市民病院」をはじめとする最新医
療技術を備えた施設での実習など、教育環境が充実しています。また、令和4年度カ
リキュラム改正に先行し、令和3年度から電子教科書を導入しました。

看護専門学校　Л23Д2951　Я23Д2930
Let’s Learn Together.

市立看護専門学校で
一緒に学びませんか？

特集
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学校のいいところは？

竹田　彩音さん
（3年生）

木村　心里愛さん
（1年生）

　患者役と看護師役になって行う校内
実習の縦割り活動があり、上級生が下
級生に教えます。学生同士で教えたり
教えてもらったりすることで学んだこ
とが身につきます。

将来どうなりたい？

　体のケアはもちろん、不安な気持ち
を抱える患者さんを優しく励ますこと
のできる看護師になりたいです。

　電子教科書なら、1年前、2年前に
勉強したことでも簡単に確認すること
ができ、いろいろな分野をつなげて復
習できるのがメリットだと感じていま
す。

　患者さんの心に寄り添い、言葉だけ
ではなく、患者さんやその家族の表情
からも気持ちを汲

く

み取ることができる
看護師になってほしいです。

ICT化（タブレット）の
授業について
　タブレット一つで全ての教科書が閲
覧できるので、持ち運びがとても楽で
す。大事なところにマーカーを引いた
り、メモを取ったりすることもできる
ので便利です。

将来どうなりたい？

　患者さんとの具体的な接し方をしっ
かり勉強し、患者さんに寄り添えるプ
ロフェッショナルになりたいです。

Kimura Miria

Takeda Ayane

伏田　綾先生
（教員）

Fushida Aya

ICT化（タブレット）の
授業について

生徒にどんな看護師に
なってほしいですか？

オープンキャンパス開催
令和3年7月31日㈯

teacher

student

student

　動画で実際の動きを
確認しながら実技の練
習ができます。コロナ
禍のオンライン授業で
も活躍します。

～実技動画～
　約52冊分の教科書が
閲覧できるため、タブ
レット一つで様々な教
科に対応可能です。

～電子教科書～

WiFi環境が整い、コロナ禍でのオンライン授業も充実しています！

詳しくは、7月1日号の
市政だよりでお知らせします。

に力を入れています！授業のICT化

Okazaki City Nursing College
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PayPayポイント還元キャンペーン
新規登録店舗の募集

商工労政課　Л23Д6210　Я23Д6213

PayPay導入＆ポイント還元で集客アップにつなげよう！

市独自

　新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、売上げの減少が続く飲食店
への支援を目的に「PayPayポイント還元事業」を実施します。

　これに伴い、新たにPayPayによる決済を導入する市内飲食店を募集します。
応募をお考えの事業者は右のコードから問い合わせを。市民のみなさんの利
用については、市政だより7月1日号でお知らせする予定です。

●日時／7月～9月
●場所／市施設の会議室など（団体と調整し決定）
●内容／太陽の城跡地におけるコンベンション施設整

備事業などの説明、方向性に対する意見聴取
（各団体90分以内）

●対象／市内で活動する団体
●申込／詳しくは市ホームページで確認を。

●日時／7月4日㈰　10時～11時45分
●場所／図書館交流プラザホール
●内容／テーマ「どうする太陽の城跡地」
●定員／10人（抽選）※当日観覧可（直接会場へ。先着150人）
●申込／はがき、ファクスにページ上部の申込共通項目と

年齢、テーマに対する意見を記入し、〒444…
8601　広報課「ほっとミーティング」

　　　　係へ。6月21日㈪必着。電子申請総合
窓口から申込可

企画課　Л23Д6652　Я23Д6229広報課　Л23Д6033　Я23Д6950

「まちづくりほっとミーティング」
　参加者募集

これまで市役所東庁舎1階で行っていた土曜窓口を市民サービスコーナー
に移行します。6月以降、土曜窓口は開設しませんのでご注意ください。マイナンバー
カード交付のみ6・7月の第1・第3土曜日に窓口を開設します（予約制）。

●日　時／6月3日㈭～　　　●営業時間／11時～19時
●休業日／毎週水曜日、毎月第3日曜日、年末年始
●場　所／市民サービスコーナー（イオンモール岡崎3階）
●内　容／課税証明書や納税証明書などの税関係証明書の交付（日曜日を除く）、

転居や婚姻などの届出とそれに伴う国民健康保険・後期高齢者医
療制度・子ども医療費受給者証の手続き、印鑑登録など

News

1 市民サービスコーナー（イオンモール岡崎）で
できる手続きが増えます

市民課　Л23Д6141　Я27Д1158

市民サービスコーナー　Л73Д6621　Я73Д6622

市長と話そう 市長が参ります

太陽の城跡地活用について意見を聞かせてください。

団体向け
（出前型）

「どうする太陽の城跡地」
　参加団体募集

個人対象

※窓口で受けられない手続きなど、詳しくは、市ホームページで確認を。

●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

市ホームページ
（電子申請総合窓
口）から申込可

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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新型コロナウイルスのワクチン接種について

感染防止対策協力金の
申請期限を延長します

商工労政課　Л23Д6059
Я23Д6213

要申請市独自

　市内飲食店への感染防止対策協力金（一店舗10万円）の申請期限を、
5月31日㈪から6月30日㈬まで延長します。詳しくは市ホームページで。

水道料金（基本料金）の減額 申込不要市独自

サービス課お客様窓口（個別の料金に関すること）
Л23Д6350　Я23Д8130

経営管理課（制度全般に関すること）
Л23Д6353　Я23Д6368

水道料金は、給水契約しているメーターの口径で決まる基本料金
と、水の使用量で決まる従量料金を合計した額です。

水道料金の基本料金を4カ月間 全額（100㌫）減額します。

水道料金　＝　＜基本料金＞　＋　＜従量料金＞

減額率
4カ月分（令和3年7月または8月の請求分から）

減額対象期間

●一般家庭の場合は13㍉または20㍉のメーター口径が
　多く使われています。

※メーターの口径は、『使用水量等のお知らせ』に記載されています。

単位：円

口径

13㍉
20㍉

572

1,045

基本料金
減額前

請求単位
（2カ月分）

減額の総額
（4カ月分）

0

0

減額後
△572

△1,045

△1,144

△2,090

△2,288

△4,180

差　額
その他のメーター口径は、市ホーム
ページでご確認ください（料金シミュ
レーションもできます）。

※水道料金の検針・請求は2カ月ごとです。
※請求月は、おおむね国道1号線の北部と南部
　で異なります。

【北部】7月、9月（6月検針から適用）
【南部】8月、10月（7月検針から適用）

請求月

接種は予約が必要です。
スケジュール（6月の予約受付開始日、接種日）

● 会場／市役所福祉会館、県西三河総合庁舎、
　　　　　総合学習センター

予約受付開始日

6月1日㈫

6月7日㈪

6月8日㈫

6月20日㈰

6月26日㈯

6月27日㈰

7月11日㈰

7月17日㈯

7月18日㈰

1回目接種日 2回目接種日

※以降の予定については決まり次第、市ホームページなどでご案内します。

予約方法

詳しくは
市ホームページ
で確認を。

65歳以上のかた

● 時間／① 土曜日：15時～18時
　　　　　② 日曜日： 9 時～12時
　　　　　③ 　〃　：13時～16時

岡崎市新型コロナワクチンコールセンター
Л0570Д049Д900　Я050Д3512Д4223
受付時間／9時～18時

予約専用サイト：9時～20時　　コールセンター：9時～18時予約可能時間

・接種券は送付済みです　・予約受付を開始しています

接種券の送付、接種開始時期については決ま
り次第、市ホームページなどでご案内します。

64歳以下のかた

2回（無料）

接種回数

以下の会場での接種を希望する場合は、接種券同封の案内文に記載の予約専用サイトまたはコールセンター
からご予約ください。1回目の接種予約の際に2回目の接種も必ず予約してください。かかりつけ医がある
場合は、接種が可能かどうか確認のうえご予約ください。

新型コロナウイルス感染症 関連情報
キャイ～ン

天野ひろゆきさん
デザイン！
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動物総合センター　Л27Д0444　Я27Д0422

東公園動物園

公園緑地課　Л23Д7406　Я23Д6559

●時　間／10時～16時
●定休日／月曜日、第1・第3火曜日
●内　容／肉味

み

噌
そ

を使ったご飯もの・ドーナツ・
　　　　　東公園オリジナルメニューなど

ヒトコブラクダが仲間入り♪

6月8日（火）～

盛岡市動物公園のヒトコブラクダ「ヒトミ」が
東公園動物園に仲間入りします。

※動物の健康状態により変更する場合があります。
日時

東公園にぞうめし屋が
オープンしました

Юじゃがいも掘り体験会
日　時　6月12日㈯・13日㈰・19日㈯　10時
費　用　1組500円
申　込　当日9時から電話で（先着）。

Ю歴史教室
日　時　7月18日㈰　10時
費　用　1,500円（昼食代込み）
申　込　6月23日㈬9時30分から電話で（先着）。

●手しごとグループ「紙ふうせん」手作り作品展／6月
12日㈯・13日㈰
●風工房　ミニ盆栽と和風アクセサリーの展示販売／6
月15日㈫～20日㈰
●あけびの会　陶芸作品の展示販売／6月22日㈫～27日㈰

　※以下のイベントは雨天中止
●トレッドゴードマーケット／6月12日㈯
●骨とう市／6月20日㈰
●陣屋てづくり市／7月4日㈰

Юウチョウラン・山野草展
日　時

内　容
Ю山野草苔

こけ

玉作り講習会
日　時
定　員
費　用
申　込

6月11日㈮～13日㈰　9時～17時（最終日は16
時まで）
展示・即売、相談コーナー

6月12日㈯　①10時②13時
各10人（抽選）
1,000円
当日までに電話で岡崎山草会（長谷川Л070Д
5407Д2373）へ。

岡崎中央総合公園
春季緑化植物展示会

公園緑地課　Л23Д6399　Я23Д6559

日　時
内　容

6月18日㈮～20日㈰　9時～17時
展示・即売、栽培相談など

Л46Д4700　Я46Д4701

おかざき農遊館
ウチョウランと山野草展

Л45Д7230　Я45Д7458（月曜日休館）
奥殿陣屋

日　時

内　容

6月19日㈯・20日㈰　9時～17時（20日は16時
まで）
斑入り山野草、石付け作品、寄せ植えなど

Л43Д0123　Я43Д0122

ふれあいドーム岡崎
初夏の山野草展示即売会

まだら

Ю夏まで待てないハワイアン
日　時
場　所
内　容
定　員
Ю第1回「巽閣講談席」
日　時
定　員

6月13日㈰　13時
岡崎城二の丸能楽堂
ハワイアン音楽とフラダンス
当日先着150人

7月4日㈰　13時30分～15時
当日先着20人

三河武士のやかた家康館
☎24Д2204　Я24Д2247

岡崎公園

&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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公園緑地課　Л23Д7406　Я23Д6559

南公園の市民プールの
利用を中止します

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。

①②共通
Ю①昔ながらの稲作体験「田の手入れ・ザリガニ探し」
日　時
定　員
Ю②さつま芋づくり体験「さつま芋畑の手入れ・川遊び」
日　時
定　員

　6月22日㈫9時から電話で（先着。雨天中止）。

7月3日㈯　9時30分～12時
10家族

7月24日㈯　9時30分～12時
10家族

ヘイケボタル観察会
日 時

対 象
申　込

①6月26日㈯②7月3日㈯　18時30分～20時
45分
就園児以上親子各30人（抽選）
電話またはファクス、Eメール（shizentai
ken@city.okazaki.lg.jp）にページ上部の申
込共通項目を記入し、環境政策課「ヘイケボ
タル」係へ。6月17日㈭必着

　南公園のプールは、施設の老朽化が著しく、十分な
コロナ対策の実施が施設管理上困難なため利用を中止
します。
　皆さんのご理解とご協力をお願いします。

日 時
内 容
対 象
申 込

7月3日㈯　9時～12時
トンボの話、採集・観察
就園児・小中学生を含む25家族（抽選）
はがきにページ上部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「初夏の虫」係へ。6月11日㈮必着

Л47Д2357　Я47Д3536

少年自然の家
初夏の虫ウオッチング（トンボ）

日 時

場 所
内 容
定 員
費 用
申 込

初心者盆栽講習会

7月18日～令和4年3月20日の第3日曜日
10時～12時（9回コース）
大平市民センターほか
剪
せん

定、植え替え、消毒方法など
10人（抽選）
1,000円（9回分）
はがき、ファクスにページ上部の申込共通項目
を記入し、〒444…8601　公園緑地課「初心
者盆栽講習会」係へ。6月18日㈮必着

公園緑地課　Л23Д6399　Я23Д6559

日 時

定 員
申 込

県天然記念物　北山湿地　初夏の自然観察会　

6月26日㈯　9時（北山湿地集合）～12時（雨
天中止）
20人（抽選）
はがき、ファクス、Eメール（kankyoseisa
ku@city.okazaki.lg.jp）にページ上部の申込共
通項目を記入し、〒444…8601　環境政策課
「北山湿地観察会」係へ。6月11日㈮必着

環境政策課　Л23Д6188　Я23Д6536

その他の自然体験イベント

日 時
申 込

7月17日㈯　9時～11時（雨天翌日）
6月8日㈫9時から電話で（先着）。

Л82Д3027　Я82Д3689（月曜日定休）

ホタル学校
ホタルの川のクリーン大作戦

日 時
定 員
申 込

7月11日㈰　9時～12時
20人（抽選）
はがきまたはEメール（wanpark@city.oka
zaki.lg.jp）にページ上部の申込共通項目を記
入し、〒444…3617　淡渕町字堂面125番地
「わんパークイベント」係へ。6月20日㈰必着

Л・Я82Д3511（火曜日定休）

こども自然遊びの森　わんパーク
竹炭風鈴づくり

●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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Л53Д3511　Я53Д3642（月曜日休館）

申　込
Ю①七夕かざりを作ろう
日　時
内　容

対　象
費　用
Ю②大人の陶芸・蚊取り線香入れ
日　時
内　容

対　象
費　用
Ю臨時休館のお知らせ

①6月10日㈭②6月22日㈫から電話で（先着）。

6月27日㈰　13時～15時
ポリ袋とマスキングテープなど
で七夕の吊るし飾りを作る
小学生以下親子12組
300円

7月9日㈮　13時～15時
粘土で蚊取り線香を
入れる器を作る
18歳以上12人
600円

6月28日㈪～7月2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　親子教室・特別講座

日 時
内 容

対 象
申 込

こども育成課　Л23Д6820　Я23Д6833

6月25日㈮　10時～14時
市内の子育て支援団体によるお楽しみ講座や団
体紹介など（Zoomで実施）
未就学児を含む家族
6月7日㈪～20日㈰にファクス、Eメール（
kodomo@city.okazaki.lg.jp）で。
電子申請総合窓口から申込可。
詳しくは市ホームページで確認を。

子育て応援フェア
つながる子育てinおかざき2021

日　時

対　象
費　用
持ち物
申　込

岡崎市民会館　Л21Д9121　Я21Д6973

①7月9日・23日、8月6日②8月20日、9月10
日・24日の金曜日　10時30分～11時30分（3
回コース）
2カ月～1歳未満親子各5組（先着）
1,800円（3回分）
バスタオル
6月8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

持ち物

母子健康手帳の交付
家庭児童課　Л23Д7683　Я23Д6833

産科医療機関発行の妊娠届出書、外国籍のかた
は在留カードも持参

月～金曜日
（年末年始・祝日を除く）

7月3日㈯、8月7日㈯、
9月4日㈯

8時30分～16時

9時～11時30分
※要予約（前日までに
電話で家庭児童課へ）

家庭児童課
（福祉会館3階）

市役所東庁舎
1階臨時窓口

実　施　日 時　間 場　所

場　所
定　員
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
各20組（抽選）
開催月の前月15日までに電子申請総
合窓口で。詳しくは市ホームページで確認を。

離乳食初期（開催時におおむね4～5カ月）
7月19日㈪、8月2日㈪、9月6日㈪　10時～11時
離乳食後期（開催時におおむね8～9カ月）
7月19日㈪、8月2日㈪、9月6日㈪　13時30分～14時30分

教室名・日時

※受診の1カ月前に通知書が届きます。
※2歳児歯科健康診査は中止とします。
※3歳児健康診査の対象は3歳6～7カ月頃です。

子どもの健康診査
健康増進課　Л23Д6069　Я23Д5071

■ 4カ月児（6カ月未満受診可）

■ 1歳6カ月児（2歳未満受診可）

■ 3歳児（4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1階

場所／岡崎げんき館1階

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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保健予防課　Л23Д6714　Я23Д6621

予防接種を受けましょう
（子どもの定期予防接種）

　子どもの予防接種にはそれぞれ接種に適した時
期があります。対象年齢になる頃に接種券を送付
しますので、お子さんの体調の良いときに早めに
接種しましょう。予防接種を受ける際は、協力医
療機関に確認のうえ予約をしてくださ
い。各予防接種の詳細は、市ホーム
ページで確認を。

日　時
場　所
対　象
申　込

教育相談センター　Л71Д3201　Я72Д3448

7月28日㈬、8月3日㈫　9時30分～16時
県西三河総合庁舎（明大寺本町）
特別な支援が必要な3～6歳児親子
6月18日㈮までに電話で。

入学前の早期教育相談

対　象
申　込

Ю岡崎特別支援学校（本宿町）　Л48Д2601　Я48Д7914
日　時
対　象
Юみあい特別支援学校（美合町）　Л57Д0013　Я53Д0034
日　時
対　象
Ю大府特別支援学校（大府市）
　　　　　　　　Л0562Д48Д5311　Я0562Д44Д0662

日　時
対　象

教育相談センター　Л71Д3201　Я72Д3448

主に令和4年度の入学予定者と家族
電話で各学校へ。教育相談は、岡崎盲学校（Л
51Д1270）と岡崎聾

ろう
学校（Л45Д2830）も含

め随時可

7月8日㈭、9月15日㈬
手足の不自由な子ども

9月9日㈭・15日㈬
知的な発達に遅れのある子ども

7月14日㈬、10月26日㈫
病気で療養している子ども

県立特別支援学校の体験入学

申　込
Ю子どもと一緒に、ママのためのバランスボール
日　時

対　象
費　用
Ю親子で楽しもう♥わくわく料理教室・工作教室
日　時

対　象
費　用

Л・Я31Д3202

6月15日㈫までに直接または電話で。

7月1日・15日、8月5日・19日の木曜日
10時～11時30分（4回コース）
生後2カ月以上親子10組（1組2人まで。抽選）
1,200円（4回分）

7月4日、8月1日、9月5日の日曜日
10時～12時（3回コース）
年少児～小学生親子6組（抽選）
6,000円（3回分）

矢作市民センター市民講座（親子向け）

内 容

子育て支援室　Л23Д6628　Я23Д7279

児童手当受給者は6月に現況届の手続きが必要
です。対象者には、6月上旬に現況届を郵送し
ますので手続きをしてください。
※手続き時に前年の所得を確認します。

児童手当の現況届を忘れずに

内 容

学校指導課　Л23Д6425　Я23Д6529

小中学生を育てている経済的な理由でお困りの
かたに、給食費・学用品費などの助成制度があ
ります。詳しくは、各学校または学校指導課
（福祉会館4階）へ。

給食費・学用品費などの援助

日 時
場 所
対 象
申 込

7月11日㈰　13時30分～15時
岡崎げんき館1階多目的室
未就学児親子10組（抽選）
6月18日㈮までに電話で。電子申請総合窓口か
ら申込可

親子で学ぶ♪乳幼児を守る安全講習
地域福祉課　Л23Д6145　Я23Д6515
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Л46Д3261　Я46Д3285

北京オリンピックメダリスト
のぶはる

朝原宣治さんの
陸上クリニック

龍北総合運動場

直接または往復はがきにページ上部の申込共通項目を
記入し、〒444…3174　真伝町亀山12番地2　龍北
総合運動場「陸上クリニック」係へ。6月29日㈫必着

りぶら国際交流センター　Л23Д3148　Я23Д3125

日時●6月20日㈰　10時45分～12時
場所●図書館交流プラザ3階301・302
申込●往復はがきにページ上部の申込
　　　共通項目を記入し、〒444…00　
　　　59　康生通西4丁目71番地　り
　　　ぶら国際交流センターへ。
　　　6月7日㈪必着

日時●7月23日㈷　10時30分～12時
申込●ロンドンオリンピック

メダリスト
小林美貴（旧姓：蟹江）さん

20人
（抽選）

中学生
100人
（抽選）

オリンピアン講演会と
アーチェリーミニ体験

講師

龍北総合運動場施設利用抽選会
スポーツ振興課　Л23Д6361　Я23Д7182

日 時
内 容

申 込

7月10日㈯　9時15分（9時受付）
▶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／10月1日㈮～令和4年3月31日㈭
当日会場へ。事前に利用登録が必要。詳しくは
問い合わせを。

岡崎中央総合公園 Л25Д7887　Я25Д5815

申　込

Ю①子ども対象教室（7月～9月）

はがき、ファクスにページ上部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。①6月15日㈫②6月26日㈯③7月7日㈬必着（抽選）※②③は直接・電話も可

Ю②親子アウトドア教室
　～中総の落ち葉を使ってバームクーヘンを作ろう！～
日　時
場　所
対　象
費　用
Ю③オリエンテーリング教室
日　時
場　所

対　象

7月3日㈯　10時～12時
バーベキュー広場
小学1～5年生親子4組
1人500円

7月17日㈯　9時～12時（雨天翌日）
総合体育館内エントランス会議室、岡崎中央総
合公園周辺
3歳以上18人（小学生以下は保護者同伴）

教　室　名 開催曜日・時間 対　象 費　用

サッカー教室
（各60分。13回コース）

子ども運動教室
（60分。13回コース）

チアダンス教室
（60分。12回コース）

キッズダンス教室
（45分。11回コース）

木曜日
低学年＝18時
高学年＝19時15分

木曜日　18時

木曜日　19時

土曜日　16時

小学生

小学
1～3年生
小学
3～6年生
小学
4～6年生

9,360円
（13回分）

8,640円
（12回分）

7,920円
（11回分）

Ю①柔道教室無料体験講座
日　時
場　所
対　象
申　込

Ю②夏季岡崎市民総合卓球大会
日　時
場　所
費　用
申　込

7月11日㈰　9時～12時
市体育館武道場
就園児以上（柔道着貸出あり）
往復はがきにページ上部の申込共通項目と年齢、
身長を記入し、〒444…0854　六名本町7番地
スポーツ協会「柔道教室体験講座」係へ。
7月3日㈯必着

8月1日㈰　①9時20分②13時20分
岡崎中央総合公園体育館
100円
市体育館、スポーツ振興課（福祉会館5階）に
ある申込書で。7月7日㈬必着

スポーツ協会　スポーツイベント
Л53Д7644　Я54Д7097

●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

スポーツに関する情報をお届けします。
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がん検診は
6月からスタートします

健康増進課　Л23Д6639　Я23Д5071

　対象者には、5月下旬に「がん検診等受診券」を送付し
ました。検査内容や受診予約など、詳しくは同封の案内で
確認を。がんの早期発見のため、定期的に検診を受けま
しょう。

岡崎市健康・食育
キャラクター
まめ吉

国保年金課　Л23Д6275　Я27Д1160

新型コロナウイルスのワクチン接種などの感染症対策を優
先するため、健診スケジュールが例年と異なります。ご不
便をおかけしますが、ご理解・ご協力をお願いします。

個別健康診査に関する
重要なお知らせ

対　　　　象 健診開始日 受診票発送時期

・65歳以上の国民健康保険
　加入者
・後期高齢者医療制度加入者

健診開始日まで
に発送します。

健診開始日など特定健康診査の最新情報は、
市ホームページで確認を。

調整中

健康増進課　Л23Д6715　Я23Д5071
7月15日㈭　14時～16時
岡崎げんき館1階市民活動室
ひきこもり状態にあるかたの家族15組（先着）
6月7日㈪から電話で。

Ψ

Б

Θ

Ж

ひきこもり家族教室

健康増進課　Л23Д6639　Я23Д5071
がんの治療に伴う脱毛症状により、医療用ウィッグ
などを購入するかたへの補助
令和3年4月1日以降に購入したもの
令和3年10月申請開始予定。詳細が決まり次第、市
ホームページでお知らせします。

Φ

Θ

Ж

がん患者への医療用ウィッグなど
購入費補助制度が始まります

保健企画課　Л23Д6807　Я23Д5041
はがき（〒444…8545）、ファクス（Я23Д5073）にペー
ジ上部の申込共通項目を記入し、岡崎げんき館市民会
議事務局へ（抽選）。❶6月7日㈪❷❸6月18日㈮必着

6月23日㈬　10時～13時
1階調理実習室
精神障がいのあるかたと家族、支援者10人
家族、支援者は200円
エプロン・三角巾・手拭き

7月5日㈪　9時20分～13時
1階多目的室、調理実習室
軽運動、調理実習
12人
700円
室内用シューズ・エプロン・三角巾・手拭き

7月8日・22日、8月12日の木曜日　13時30分～15
時30分（3回コース）
1階多目的室
15人
900円（3回分）
室内用シューズ

Ж

Ю❶やまびこ料理教室
Ψ

Б

Θ

Ъ

Ч

Ю❷地域ふれあい健康教室「夏バテ予防！」
Ψ

Б

Φ

Λ

Ъ

Ч

Ю❸楽しく運動！体と一緒に心も体操しよう！
Ψ

Б

Λ

Ъ

Ч

岡崎げんき館市民会議
健康増進課　Л23Д6639　Я23Д5071

▶宇野病院（中岡崎町Л24Д2211）▶岡崎市医師会
はるさき健診センター（針崎町Л0120Д489Д545）
▶冨田病院（本宿町Л48Д2431）▶ワシミ整形外科
（久後崎町Л52Д8811）
問診、血圧、頭部MRI（断層撮影）、頭部MRA（脳動
脈撮影）
40歳以上のかた（令和4年3月31日現在）
※令和2・3年度に受診済み・受診予定のかたは申込不可
16,000円
はがき（1人1枚）にページ上部の申込共通項目と生
年月日、希望医療機関（1カ所のみ）を記入し、
〒444…8545　健康増進課「脳ドック検診」係へ
（電話・窓口での申込不可）。6月15日㈫
消印有効。電子申請総合窓口から申込可。
詳しくは市ホームページで確認を。

Б

Φ

Θ

Ъ

Ж

脳ドック検診後期募集
（令和3年8月～令和4年3月受診分）　

Health Information

ほけんだより ：日時Ψ ：場所Б ：主な内容Φ

：講師Γ ：対象Θ ：定員Λ

：費用Ъ ：持ち物Ч ：申込方法Ж

市ホームページ（電子申請
総合窓口）から申込可

●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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会場・連絡先 内容日　程 時　間 定員

10時～12時

13時30分～15時30分

10時～12時

10時～12時
13時30分～15時30分
10時～12時
13時30分～15時30分

10時～12時

①
②
③
②
③
④
②
③
③
④
③
①
②
④

20

10

15

10

中央地域福祉センター
☎25Д7701

東部地域福祉センター
☎48Д8090

南部地域福祉センター
☎43Д6600

高年者センター岡崎
☎55Д0116

西部地域福祉センター
☎34Д3211

北部地域福祉センター
☎45Д8790

6 月17日㈭
6 月30日㈬
7 月14日㈬
6 月18日㈮
7 月 2日㈮
7 月13日㈫
6 月22日㈫
7 月 8日㈭
6 月22日㈫
7 月 8日㈭
6 月25日㈮
7 月 7日㈬
6 月25日㈮
7 月15日㈭

時　間
対　象
持ち物
申　込

寺子屋☆脳きらり

①図書館交流プラザ会議室302＝6月17日㈭、7月8日㈭
②東部市民センター＝6月18日㈮
③南部市民センター分館＝6月22日㈫、7月13日㈫

10時～11時30分
65歳以上各15人（先着）
②③は室内用シューズ
①＝6月8日㈫、②③＝6月7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

6月22日㈫　10時～12時
市役所西庁舎5階501
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

人

内　容

対　象
持ち物
申　込

きらりシニア塾

①肩こり知らずになろう
②コロナに負けるな～健康はお口から～
③腰痛ひざ痛予防
④耳とお口と認知症
65歳以上（先着）
室内用シューズ
6月9日㈬から前日までに電話で各会場へ。

講話とストレッチ

認知症のかたと家族、地域のかたが語らう集いの場

当日会場へ認知症カフェ（オレンジカフェ）

会場・連絡先 日　時カフェ名

6月21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）

7月6日㈫
10時～11時30分

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）

13時30分
　～15時30分

会場・担当 日時・内容

対　象
申　込

介護教室・家族の会

高齢者を介護している家族のかた
前日までに電話で担当へ。

7月6日㈫　13時30分～15時
症状に合わせたオムツの選び方、
交流会

南部地域福祉センター
担当：南部地域包括支援
センター　☎43Д6299

日　時
場　所
対　象

持ち物
申　込

認知症サポーターステップアップ講座

6月30日㈬　13時～16時30分
福祉会館6階ホール
認知症サポーター養成講座の受講経験があり、
地域で活動を考えているかた25人（先着）
オレンジリング
6月8日㈫から電話で長寿課へ。

日　時
場　所
内　容

対　象

申　込

キャラバン・メイト養成講座

7月15日㈭　9時30分～16時30分
市役所西庁舎7階701
地域で暮らす認知症のかたや家族を応援する認
知症サポーターをつくる認知症サポーター養成
講座の講師役「キャラバン・メイト」を養成
講座受講終了後、「認知症サポーター養成講座」
を年3回以上開催できるかた30人（先着）
6月8日㈫から長寿課にある申込書（市ホームペー
ジから入手可）で。詳しくは募集要項で確認を。

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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シビックセンター・コロネットの催し Л72Д5111　Я72Д5110

クローズアップおかざき　アンサンブル天下統一2021

日 時
内 容

チケット

チケット 6月19日㈯9時からシビックセンターへ直接またはホームページで。電話予約は翌日9時から。

10月2日㈯　15時
ピアニストのパスカル・ドゥ
ヴァイヨンを迎え、ドイツ音
楽の真髄を披露します。
一般3,500円
学生（25歳以下）2,000円

イ・ムジチ合奏団　結成70周年記念ツアー
プレミアムコンサートシリーズ
シビックセンター開館20周年記念事業

日 時
内 容

チケット

9月25日㈯　15時
ヴィヴァルディの「四季」で世界中に空前
のバロック・ブームを巻き起こしたイ・ム
ジチ合奏団が伝統の音楽を届けます。
一般7,000円、学生（25歳以下）3,000円

©Ernesto De Angelis

© ノザワヒロミチ

アートマネジメント支援プログラム

デビュー・ソロ リサイタル

～歌宴～
うたげ

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

全席自由  1,000円

7月4日㈰　14時
日　時

チケット

好評販売中

オカザえもんの芸術祭2021

オカザえもんと紙を切って作品を作ろう
文化振興課　Л23Д6976　Я23Д6343

時　間 10時～18時（入館は17時30分まで。最終日は
早めに終了）

●第35回大潮会愛知支部展（絵画）●なないろ会水彩画展
●石彫ふれあい展（総合）●昭和44年愛知教育大学美術
科入学有志の会展（総合）●第24回きらめき展－ガラス
工芸●西陣美術織　平山郁夫シルクロード展●土と遊び
一器一釉展●螢光会写真展●第41回趣味の小幅掛展（表装）

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。

岡崎市民会館あおいホール　サロンコンサート
Л21Д9121　Я21Д6973

日 時
内 容
定 員
費 用

6月22日㈫、7月23日㈷　13時30分
シリーズ形式のミニコンサート
当日先着各78人
各500円

日 時
場　所
内　容

対 象

申 込

7月17日㈯　①13時～14時30分②15時～16時30分
図書館交流プラザホール
様々な色の画用紙を使って一つの作品を制作。
完成した作品は、10月下旬から開催する「オ
カザえもんの芸術祭2021」で展示します。
制作中の記録映像・写真を公開して良いかた各
15組（抽選。小学2年生以下は保護者同伴）
はがきまたはEメール（workshop@okazae
mon.co）にページ上部の申込共通項目と希望
時間、年齢、性別、メールアド
レスを記入し、〒444…8601
文化振興課「オカザえもんと
紙を切って作品を作ろう」係
へ。6月30日㈬必着

やさしいミュージアム講座特別編
迎賓館今昔と美術

美術博物館　Л28Д5000　Я28Д5005

日 時
場 所
定 員
申 込

7月7日㈬　13時30分～14時30分
1階セミナールーム
30人（抽選）
往復はがき（1枚2人まで）に、ページ上部の
申込共通項目を記入し、〒444…0002　高隆
寺町峠1　美術博物館「やさしいミュージアム
講座」係へ。電子申請総合窓口から申込可。
6月18日㈮必着

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。

市ホームページ（電子申
請総合窓口）から申込可

●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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動きや音を楽しむ！
「樋口一成　木のおもちゃ展」

5月7日㈮

小暮　泰征くん
こんなに大きな木のおもちゃで遊ぶ
のははじめて！いろんな形の木が
コロコロ転がるのが不思議だった！

たいせい 参加者の声

新緑の季節がやってきました♪
「八十八夜のお茶摘み体験」

5月1日㈯

鈴木　ひかりちゃん
お茶の葉をいっぱい摘んで
楽しかったよ！

参加者の声

春うらら　のびの～び運動！
「春のスポーツまつり」

4月18日㈰

鶴田　佳織里さん
ヨガは初めてです。立ちポーズは
ぐらぐらして難しかったけど、
さわやかな気持ちになりました！

参加者の声

野菜づくりがまるわかり！
「やさしい春夏野菜づくり教室」

4月21日㈬

近藤　スミヨさん
キュウリとトマトが大好きな
孫のために参加しました。
早速作ってみたいと思います。

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

20OKAZAKI  2021年6月

岡崎市長
中根　康浩

Mayor’s Column市
コ ラ ム
長

　私の公約の一つである「コンベンションホールの再考」。整備が予定されていた「太陽の城跡地」
は、中心市街地活性化のための拠点の一つとして将来像が示されてきました。それは、来訪者が滞
在・交流でき市民も乙川でのレジャーが楽しめる、眺望にふさわしい空間として活用されること。
これらを実現するために、ホテルや飲食店などを誘致すること自体を否定するものではありません。
問題なのは、民間投資による整備計画のはずが、80億円もの税金が投入されるホール整備になっ
ていた点。税金を使うのであれば、必要とされるべき機能は何か、どのような活用が市民の利益と
して還元されるのか、市民の皆様が納得した形で実現されるべきです。
　今一度、この場所が中心市街地活性化のためにどうあってほしいか、どう関わっていきたいか、
一緒に考えていただきたい。市民の皆様や団体の皆様の様々なご意見をお聞きしたうえで、将来に
向け最善の方向性を出していきたいと思います。

※詳細については10ページをご覧ください。

※

太陽の城跡地について、みんなで考えよう。

産まれたての子豚は
このくらいのサイズ！

　中村さんは現在、農業大学校で養豚・養鶏を学ぶ2年
生。将来の農業を担う学生が学習の成果を発表する意見
発表会で養豚への想いを生き生きと話し、最優秀賞を受
賞しました。
　幼い頃から動物が大好きで、猿投農林高等学校入学を
きっかけに畜産を学び、養豚に出会いました。初めは畜
産の厳しさに打ちのめされてばかり。去勢を行うときに
腰を抜かしたり、病気の子豚が死んでしまったときは号
泣して先生を困らせることもあったそうです。
　それでも養豚を学び続けようと決めたのは、畜産への
特別な想いが芽生えたから。高校の授業で初めて愛情込

めて育てた豚を食べたとき、生
きていた姿を知っているからこ
そ感謝の念が込み上げてきたと
いいます。大切な命をいただい
て生きていると気づいたこと
で、その多くを担う畜産に携
わっていこうと決めました。

　農業大学校入学後に経験した農家での派遣実習では、
病気になった豚の安楽死と解剖を行いました。慣れない
経験に、初めは戸惑いもあったそうです。特に安楽死は
心を無にしないとできませんでしたが、次第にそれにも
慣れ、何も感じなくなったそう。そんなとき、農家のか
たに掛けられた言葉が中村さんを変えました。「安楽死
や解剖をするのは、病気になったり、死んでしまった豚
の命を無駄にしないため。病気の原因を調べて、次の命
を助けるんだよ。」その瞬間、動物を殺

あや

めたことから目を
背け無感情になるのではなく、少しでも多くの命を救う
ために知識を身に付けようと気持ちを切り替えたそうで
す。残酷な面もある畜産ですが、農家のかたの豚に対す
る確かな愛情を知りました。
　養豚と向き合って感じることは「命をもらって生きてい
る自分の命を大切にすること」。将来は養豚に携わるだ
けでなく、食材がどのように届けられるのかを自ら発信
して、多くのかたに知ってもらいたいと語る中村さん。
これからもたくさんの愛を豚に注いでいくことでしょう。

令和2年度全国農業大学校等プロジェクト発表会・
意見発表会　意見発表の部で最優秀賞を受賞！

中村　彩乃 さん
◆なかむら　あやの さん
県立農業大学校　農学科養豚・養鶏専攻 2年生
大好きな養豚の飼育を通して日々「命」と向き合う。

Story
わたし物語
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中山間政策課　Л23Д6206　Я23Д8970

吹矢橋から竹橋、乙川大橋、御用橋、仁田えん
堤までの区間を開放

※区間以外で釣りをするときは遊漁券の購入が必要

市民魚つり場
を開放しています

●

●

岡崎Ｉ.Ｃ

乙川大橋

御用橋

男川浄水場

竜美丘会館

竹橋

吹矢橋

岡崎
市役所

東名高速道路

市民魚つり場は下図の区間の約2.5㌔です

1

仁田えん堤

点線区間内

仁田えん堤より下流300㍍は、9月1日㈬
から11月30日㈫まで禁漁区となります。
※環境美化にご協力を。
　ごみは持ち帰りましょう。

鮎の解禁　友 釣 り＝6月5日㈯
　　　　　ガリ釣り＝8月1日㈰（予定）

教科書展示会
教育政策課　Л23Д6419

Я23Д6558
中央図書館　Л23Д3111

Я23Д3165
Ψ 6月4日㈮～7月1日㈭（水曜日休館）
Б 中央図書館1階レファレンスライ
ブラリー

Φ 来年度使用予定の小・中学校、高
等学校の教科書を展示

エネルギー収支ゼロの家を建てませんか？
「地球と家計にやさしい家」
建築セミナー

環境政策課　Л23Д6685
Я23Д6536

Ψ 6月26日㈯　13時30分～15時30分
Φ ZEH（ネットゼロエネルギーハウス）
について専門家がZoomで紹介

Ж Eメール（zeh@chunichi-adnet.
　 co.jp）に左ページ上部の申込共
通項目を記入し、ZEHセミナー事
務局へ。

甲山閣
ゆかた着付け教室

岡崎市民会館　Л21Д9121
Я21Д6973

Ψ 7月4日㈰　①10時①13時30分
Θ女性各15人（先着）
Ъ 500円
Ж 6月8日㈫10時から電話で。

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

友愛の家　Л21Д8077
Я64Д7999

Ψ 7月4日㈰　10時～15時
Θ 難病の指定を受けたかた20人（先
着。支援者可）

Ъ 50円
Ж 6月8日㈫から直接または電話、
ファクスで。

シネマ・ド・りぶら
「レインメーカー」上映会

中央図書館　Л23Д3115
Я23Д3165

Ψ 6月17日㈭　①10時30分②14時
Б図書館交流プラザホール
Λ各回先着100人
Ж各回1時間前から整理券配布

こども発達支援センター講演会
Л21Д6431　Я25Д1299 

Ψ 7月12日㈪　13時～14時30分
Θ 発達に遅れのある子どもの保護者

30人（抽選）
Ж 6月15日㈫までに電話で。

農業支援センター
やさしい野菜づくり教室

Л46Д4490　Я46Д4465
Ψ ▶①7月14日㈬／キャベツ・ブロッ
コリー▶②7月21日㈬／レタス・
ニンジン・ゴボウ　14時～16時

Λ各15人（抽選）
Ъ各200円
Ж はがき（1人1枚）、ファクスに希
望教室番号（複数可）と左ページ
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。6月24
日㈭必着

図書館利用講座
中央図書館　Л23Д3111

Я23Д3165
Ψ 7月24日㈯　14時～16時
Б 額田センターこもれびかん
Φ 図書館の資料の探し方、便利な利
用方法

Θ 小学生以上20人（先着）
Ж 6月7日㈪から中央図書館、額田
図書館の各カウンターに直接また
は電話で。図書館ホームページか
ら申込可

女性の就活サポート講座
多様性社会推進課　Л23Д6222

Я23Д6626
Ψ 7月8日㈭　10時～12時
Б 図書館交流プラザ3階301
Φ 再就職についての心構え・準備、
意見交換など

Λ 10人（抽選）
Ж はがき、ファクスにページ上部の
申込共通項目を記入し、〒444…
8601　多様性社会推進課「就活
サポート講座」係へ。電子申請総
合窓口から申込可。6月24日㈭必
着。生後6カ月以上未就学児の託
児あり。希望者は子どもの氏名
（ふりがな）、生年月日、性別を記入

中小企業・勤労者支援センター
Л52Д4611　Я52Д4631

Ю共　通
Ъ各1,000円（学生無料）
Ж 6月8日㈫から電話で。
　詳しくはホームページで確認を。
Ю初心者向けドローン操縦体験
　（7月～9月）
Ψ 7月6日㈫～11日㈰・20日㈫～25
日㈰、8月10日㈫～15日㈰・24
日㈫～29日㈰、9月7日㈫～12日
㈰・21日㈫～26日㈰（1回60分）

Ю女性インストラクターによる
　女性のためのドローン操縦体験
Ψ 7月6日㈫・9日㈮・10日㈯　9時
～16時（1人60分）

Θ ドローンを活用した仕事に関心の
ある女性10人（先着）

子ども向け日本語教室
「ぴかぴか」

国際交流協会　Л23Д6644
Я23Д6626

Б図書館交流プラザ3階301
Юボランティア養成講座
Ψ 7月3日㈯　14時～16時
Λ 20人（抽選）
Ж はがきにページ上部の申込共通項
目を記入し、〒444…8601　多

様性社会推進課内国際交流協会
「ぴかぴかボランティア養成講座」
係へ。6月22日㈫必着

Ю夏休み子ども向け日本語体験教室＆
保護者向け講座
Ψ 7月17日㈯・24日㈯　14時～16
時（2回コース）

Θ 外国につながりのある就園児親子
15組（先着）

Ж 6月8日㈫～7月3日㈯に電話（日
本語：Л080Д4307Д1957、ポ
ルトガル語・英語：Л080Д3283
Д2395）またはEメール（torci

　 dajpjp@yahoo.co.jp）でNPO法
人トルシーダへ。

ファミリー・サポート・センター
ファミサポ講習会
「心の発達とその問題」

家庭児童課　Л87Д5050
Я87Д5051

Ψ 7月13日㈫　9時45分～11時30分
Б市役所西庁舎5階501
Θ 受講後援助会員として活動できる
かた

Ж 6月30日㈬までに電話で。託児あ
り。希望者は6月11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…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。

●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

※家康館特別展示室の入場は別途200円必要
※市内小中学生、65歳以上、各種障がい手帳所持者と
　介助者、戦傷手帳、被爆者健康手帳、
　Withカードのいずれかをお持ちの
　かたは無料（各種手帳を提示）

9時～17時（入館は16時30分まで）開館時間

岡崎城2階
家康館特別展示室及び1階展示室場　　所

大人（中学生以上）510円
小人（5歳以上）270円

入 館 料
（2館共通）

（土）
（日）

美少女の姿をした様々な名刀が登場する人気コンテンツ
「天華百剣」とコラボした企画展。珍しい名刀や現代の刀
匠が作成した写しや拵、キャラクターのパネルなどを展示

こしらえ

三河武士のやかた家康館
Л24Д2204　Я24Д2247

教科書展示会
教育政策課　Л23Д6419

Я23Д6558
中央図書館　Л23Д3111

Я23Д3165
Ψ 6月4日㈮～7月1日㈭（水曜日休館）
Б 中央図書館1階レファレンスライ
ブラリー

Φ 来年度使用予定の小・中学校、高
等学校の教科書を展示

エネルギー収支ゼロの家を建てませんか？
「地球と家計にやさしい家」
建築セミナー

環境政策課　Л23Д6685
Я23Д6536

Ψ 6月26日㈯　13時30分～15時30分
Φ ZEH（ネットゼロエネルギーハウス）
について専門家がZoomで紹介

Ж Eメール（zeh@chunichi-adnet.
　 co.jp）に左ページ上部の申込共
通項目を記入し、ZEHセミナー事
務局へ。

甲山閣
ゆかた着付け教室

岡崎市民会館　Л21Д9121
Я21Д6973

Ψ 7月4日㈰　①10時①13時30分
Θ女性各15人（先着）
Ъ 500円
Ж 6月8日㈫10時から電話で。

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

友愛の家　Л21Д8077
Я64Д7999

Ψ 7月4日㈰　10時～15時
Θ 難病の指定を受けたかた20人（先
着。支援者可）

Ъ 50円
Ж 6月8日㈫から直接または電話、
ファクスで。

シネマ・ド・りぶら
「レインメーカー」上映会

中央図書館　Л23Д3115
Я23Д3165

Ψ 6月17日㈭　①10時30分②14時
Б図書館交流プラザホール
Λ各回先着100人
Ж各回1時間前から整理券配布

こども発達支援センター講演会
Л21Д6431　Я25Д1299 

Ψ 7月12日㈪　13時～14時30分
Θ 発達に遅れのある子どもの保護者

30人（抽選）
Ж 6月15日㈫までに電話で。

農業支援センター
やさしい野菜づくり教室

Л46Д4490　Я46Д4465
Ψ ▶①7月14日㈬／キャベツ・ブロッ
コリー▶②7月21日㈬／レタス・
ニンジン・ゴボウ　14時～16時

Λ各15人（抽選）
Ъ各200円
Ж はがき（1人1枚）、ファクスに希
望教室番号（複数可）と左ページ
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。6月24
日㈭必着

図書館利用講座
中央図書館　Л23Д3111

Я23Д3165
Ψ 7月24日㈯　14時～16時
Б 額田センターこもれびかん
Φ 図書館の資料の探し方、便利な利
用方法

Θ 小学生以上20人（先着）
Ж 6月7日㈪から中央図書館、額田
図書館の各カウンターに直接また
は電話で。図書館ホームページか
ら申込可

女性の就活サポート講座
多様性社会推進課　Л23Д6222

Я23Д6626
Ψ 7月8日㈭　10時～12時
Б 図書館交流プラザ3階301
Φ 再就職についての心構え・準備、
意見交換など

Λ 10人（抽選）
Ж はがき、ファクスにページ上部の
申込共通項目を記入し、〒444…
8601　多様性社会推進課「就活
サポート講座」係へ。電子申請総
合窓口から申込可。6月24日㈭必
着。生後6カ月以上未就学児の託
児あり。希望者は子どもの氏名
（ふりがな）、生年月日、性別を記入

中小企業・勤労者支援センター
Л52Д4611　Я52Д4631

Ю共　通
Ъ各1,000円（学生無料）
Ж 6月8日㈫から電話で。
　詳しくはホームページで確認を。
Ю初心者向けドローン操縦体験
　（7月～9月）
Ψ 7月6日㈫～11日㈰・20日㈫～25
日㈰、8月10日㈫～15日㈰・24
日㈫～29日㈰、9月7日㈫～12日
㈰・21日㈫～26日㈰（1回60分）

Ю女性インストラクターによる
　女性のためのドローン操縦体験
Ψ 7月6日㈫・9日㈮・10日㈯　9時
～16時（1人60分）

Θ ドローンを活用した仕事に関心の
ある女性10人（先着）

子ども向け日本語教室
「ぴかぴか」

国際交流協会　Л23Д6644
Я23Д6626

Б図書館交流プラザ3階301
Юボランティア養成講座
Ψ 7月3日㈯　14時～16時
Λ 20人（抽選）
Ж はがきにページ上部の申込共通項
目を記入し、〒444…8601　多

様性社会推進課内国際交流協会
「ぴかぴかボランティア養成講座」
係へ。6月22日㈫必着

Ю夏休み子ども向け日本語体験教室＆
保護者向け講座
Ψ 7月17日㈯・24日㈯　14時～16
時（2回コース）

Θ 外国につながりのある就園児親子
15組（先着）

Ж 6月8日㈫～7月3日㈯に電話（日
本語：Л080Д4307Д1957、ポ
ルトガル語・英語：Л080Д3283
Д2395）またはEメール（torci

　 dajpjp@yahoo.co.jp）でNPO法
人トルシーダへ。

ファミリー・サポート・センター
ファミサポ講習会
「心の発達とその問題」

家庭児童課　Л87Д5050
Я87Д5051

Ψ 7月13日㈫　9時45分～11時30分
Б市役所西庁舎5階501
Θ 受講後援助会員として活動できる
かた

Ж 6月30日㈬までに電話で。託児あ
り。希望者は6月11日㈮までに電
話で。

●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

23 OKAZAKI  2021年6月



農務課　Л23Д6200　Я23Д8970

社会福祉協議会　Л64Д6665　Я23Д7820
　　　　　　　　wa_soudan@mics.ne.jp

ゆかりのまち長野県佐久市

栽培農家が管理するりんご樹で、11月上旬～中旬
（適期の連絡あり）にりんごの収穫ができます。

申込期間：6月1日㈫～11日㈮

りんご樹
（サンふじ）

●募集本数／20本程度（抽選。当選者に料金振込書を送付）
●費用／1本22,000円※りんご150玉保証
●申込／ファクス（Я0267Д82Д3116）またはEメー
　ル（usudasisyo@city.saku.nagano.jp）に、左ペー
　ジ上部の申込共通項目とファクス番号、希望本数を記
　入し、臼田地域りんご樹オーナー制度委員会へ。

◆日時／毎月第1・第3水曜日、第2・第4金曜日（祝日を除く）
◆場所／若者サポートセンター（康生通南3丁目）
　　　　（社会福祉協議会サービスセンター内）
◆対象／15歳～おおむね39歳までのかたと家族
　　　　（中学生は対象外）
◆申込／6月1日㈫から電話で（平日8時30分～17時15分）。
　　　　詳しくは社会福祉協議会へ問い合わせを。

オーナー募集

若者相談（専門相談）を
開設します

7月開設

ひきこもりなどの悩みを抱える若者や
その家族を支援します（要予約）。

リサイクルプラザ内ガラス工房　葵
ガラス工芸講座

ごみ対策課　Л23Д6723
Я25Д8153

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

Ю①ガラス工芸（開放利用）
Ψ 9月～11月の月・水曜日　9時～

12時、13時～16時
Θ ガラス工芸が1人でできる15歳以
上各6人

Ъ 3,000円
Ю②フュージング教室
Ψ 8月6日㈮、10月1日㈮　9時～16
時

Φ ガラスを重ねて溶かしアクセサ
リーや箸置きなどを作る

Λ 各10人（小学生以下は保護者同伴）
Ъ 3,000円
Ю③パート・ド・ヴェール
Ψ 9月3日㈮、11月5日㈮　9時～16
時

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

Ю④サンドブラスト
Ψ 8月～11月の月～木曜日　9時～

12時、13時～16時
Φガラス容器に図柄を描く
Ъ 1時間1,000円※団体割引あり。
詳しくは問い合わせを。

甲種・乙種防火管理講習
消防本部予防課　Л21Д9859

Я21Д9821
Ψ ▶甲種＝7月21日㈬・22日㈷　9
時～17時（2回コース）▶乙種＝
7月21日㈬　9時～16時55分（中止
または延期の情報は、日本防火・
防災協会のホームページで確認）

Б竜美丘会館
Φ 防火管理者として必要な知識を取
得し資格を得る

Λ計180人（先着）
Ъ甲種＝8,000円、乙種＝7,000円
Ж 6月9日㈬～16日㈬に消防本部予
防課、各消防署にある申込書（日
本防火・防災協会のホームページ
から入手可）で。日本防火・防災
協会のホームページから申込可

令和3年10月・令和4年度採用
岡崎市民病院看護師・助産師募集
岡崎市民病院総務課　Л66Д7012

Я25Д2913
Ψ 試験日／7月10日㈯＝作文・適性
検査、17日㈯＝面接試験

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。6月24日㈭消印有効

令和3年8月採用
こども発達医療センター
パート心理療法士募集

市民病院総務課　Л66Д7006
Я25Д2913

Φ月～金曜日勤務
Θ 心理療法士（公認心理師）の有資
格者1人（選考）

Ж 市民病院総務課にある申込書（市
民病院リクルートサイ

　トから入手可）で。

自衛官等募集
自衛隊岡崎出張所　Л・Я58Д0095
Ж ▶一般幹部候補生＝6月18日㈮ま
で▶自衛官候補生＝年間を通じて

　●7月1日㈭申込開始
▶一般曹候補生＝9月6日㈪まで▶航
空学生＝9月9日㈭まで▶防衛医
科大学校看護学科学生＝10月6日
㈬まで▶防衛医科大学校医学科学
生＝10月13日㈬まで▶防衛大学
校学生（一般）＝10月27日㈬まで

Φ 詳しくは、自衛隊愛知地方協力本
部ホームページまたは

　 電話で問い合わせを。

第74回岡崎市芸術祭
参加団体募集

文化振興課　Л23Д6976
Я23Д6343

Θ 市内で芸術・文化活動を行い、
10・11月に文化的な行事を計画
している団体（芸術祭にふさわし
い内容に限る）

Φ 広報活動及び岡崎市・岡崎市教育
委員会の後援名義が受けられます

Ж 文化振興課（福祉会館5階）、市
政情報コーナー（西庁舎1階）に
ある申込書（市ホームページから
入手可）で。7月5日㈪必着

国税局税務職員採用試験
名古屋国税局　Л052Д951Д3511
Ψ 第1次＝9月5日㈰、第2次＝10月

13日㈬～22日㈮のうち指定日
Θ 令和3年4月1日時点で中等教育学
校または高等学校を卒業した日の
翌日から起算し3年を経過してい
ないかた、令和4年3月までに中
等教育学校または高等学校を卒業
する見込みのかた

Ж 6月21日㈪～30日㈬に
　人事院ホームページで。

災害などの特別な事情による
介護保険料の減免

介護保険課　Л23Д6647
Я23Д6520

Θ 保険料の納付が困難で次の要件に
該当するかた▶火災や風水害など
の自然災害で居住用住宅・家財な
どに著しく損害を受けた場合（損
害の程度や所得要件などの条件あ
り）＝事由が発生した日以降1年
間の月割保険料額▶主に生計中心
者の前年の所得金額が500万円以
下で、死亡・長期入院などにより

所得が前年より著しく減少したか
た及び同一世帯のかた＝申請日以
降に到来する納期分

Ж 介護保険課（福祉会館1階）へ直
接。申請前に必ず電話で問い合わ
せを。

市民税・県民税の減免
市民税課　Л23Д6082

Я27Д1159
Φ 次の要件に該当する場合は、それ
ぞれの規定により減免を受けるこ
とができます。※所得制限あり

　 ▶納税義務者が令和3年1月2日以
後に死亡した場合＝死亡日以後に
到来する納期分▶震災・風水害な
どの自然災害や火災による災害
で、自己（同一生計配偶者や扶養
親族を含む）が所有する居住用の
住宅や家財に損害を受けた場合＝
申請があった日以後1年以内に到
来する納期分

Ж 次の①②のいずれか遅い日までに
市民税課（東庁舎3階）にある申請
書で。①要件に該当した日から最
初に到来する納期限の日②要件に
該当した日から30日を経過する日
※申請期限後は、該当していても
減免を受けることができません。

Event & Lectures
催し・講座

Wanted
募　集

Information
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防犯交通安全課
Л23Д6277　Я23Д6570地域創生課　Л23Д6486　Я23Д6698

「高齢者パス」
購入費用の一部を負担します。
●内容／名鉄バスが65歳以上のかたを対象に発売する高齢者パス購入費用の

一部を負担します。1カ月券500円、2カ月券1,000円、3カ月券
1,500円を差し引いた額で購入できます。

●申込／7月1日㈭～9月30日㈭に名鉄バス東岡崎出札で配布の申込書に必要
事項を記入し、保険証や運転免許証などの身分証明書を提示のうえ
購入（名鉄バス東岡崎出札以外では一部負担が受けられません）

自転車乗車用ヘルメット
購入費の補助

●対　象／安全認証（SG、JCF、CE、
GS、CPSCマーク）が付された
新品のヘルメット（令和3年4月1
日以降に購入したものに限る）

●補助額／購入費の2分の1（上限2,000円）
●申　込／6月1日㈫から防犯交通安全課

（東庁舎3階）にある申請書（市
ホームページから入手可）を直
接または郵送で。詳しくは市
ホームページで確認を。※予算
がなくなり次第終了

7歳～18歳及び65歳以上のかたを対象に
補助金を交付します（1人1個まで）。

対象／市内在住の満65歳以上

定額制・乗り放題! フリーパス

※高齢者パスについては名鉄バスホームページをご確認ください。

名鉄バス一般路線
1カ月：6,000円、2カ月：12,000円、3カ月：18,000円
（満65歳～70歳未満のかた専用）

1カ月：5,000円、2カ月：10,000円、3カ月：15,000円
（満70歳以上のかた専用）

リサイクルプラザ内ガラス工房　葵
ガラス工芸講座

ごみ対策課　Л23Д6723
Я25Д8153

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

Ю①ガラス工芸（開放利用）
Ψ 9月～11月の月・水曜日　9時～

12時、13時～16時
Θ ガラス工芸が1人でできる15歳以
上各6人

Ъ 3,000円
Ю②フュージング教室
Ψ 8月6日㈮、10月1日㈮　9時～16
時

Φ ガラスを重ねて溶かしアクセサ
リーや箸置きなどを作る

Λ 各10人（小学生以下は保護者同伴）
Ъ 3,000円
Ю③パート・ド・ヴェール
Ψ 9月3日㈮、11月5日㈮　9時～16
時

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

Ю④サンドブラスト
Ψ 8月～11月の月～木曜日　9時～

12時、13時～16時
Φガラス容器に図柄を描く
Ъ 1時間1,000円※団体割引あり。
詳しくは問い合わせを。

甲種・乙種防火管理講習
消防本部予防課　Л21Д9859

Я21Д9821
Ψ ▶甲種＝7月21日㈬・22日㈷　9
時～17時（2回コース）▶乙種＝
7月21日㈬　9時～16時55分（中止
または延期の情報は、日本防火・
防災協会のホームページで確認）

Б竜美丘会館
Φ 防火管理者として必要な知識を取
得し資格を得る

Λ計180人（先着）
Ъ甲種＝8,000円、乙種＝7,000円
Ж 6月9日㈬～16日㈬に消防本部予
防課、各消防署にある申込書（日
本防火・防災協会のホームページ
から入手可）で。日本防火・防災
協会のホームページから申込可

令和3年10月・令和4年度採用
岡崎市民病院看護師・助産師募集
岡崎市民病院総務課　Л66Д7012

Я25Д2913
Ψ 試験日／7月10日㈯＝作文・適性
検査、17日㈯＝面接試験

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。6月24日㈭消印有効

令和3年8月採用
こども発達医療センター
パート心理療法士募集

市民病院総務課　Л66Д7006
Я25Д2913

Φ月～金曜日勤務
Θ 心理療法士（公認心理師）の有資
格者1人（選考）

Ж 市民病院総務課にある申込書（市
民病院リクルートサイ

　トから入手可）で。

自衛官等募集
自衛隊岡崎出張所　Л・Я58Д0095
Ж ▶一般幹部候補生＝6月18日㈮ま
で▶自衛官候補生＝年間を通じて

　●7月1日㈭申込開始
▶一般曹候補生＝9月6日㈪まで▶航
空学生＝9月9日㈭まで▶防衛医
科大学校看護学科学生＝10月6日
㈬まで▶防衛医科大学校医学科学
生＝10月13日㈬まで▶防衛大学
校学生（一般）＝10月27日㈬まで

Φ 詳しくは、自衛隊愛知地方協力本
部ホームページまたは

　 電話で問い合わせを。

第74回岡崎市芸術祭
参加団体募集

文化振興課　Л23Д6976
Я23Д6343

Θ 市内で芸術・文化活動を行い、
10・11月に文化的な行事を計画
している団体（芸術祭にふさわし
い内容に限る）

Φ 広報活動及び岡崎市・岡崎市教育
委員会の後援名義が受けられます

Ж 文化振興課（福祉会館5階）、市
政情報コーナー（西庁舎1階）に
ある申込書（市ホームページから
入手可）で。7月5日㈪必着

国税局税務職員採用試験
名古屋国税局　Л052Д951Д3511
Ψ 第1次＝9月5日㈰、第2次＝10月

13日㈬～22日㈮のうち指定日
Θ 令和3年4月1日時点で中等教育学
校または高等学校を卒業した日の
翌日から起算し3年を経過してい
ないかた、令和4年3月までに中
等教育学校または高等学校を卒業
する見込みのかた

Ж 6月21日㈪～30日㈬に
　人事院ホームページで。

災害などの特別な事情による
介護保険料の減免

介護保険課　Л23Д6647
Я23Д6520

Θ 保険料の納付が困難で次の要件に
該当するかた▶火災や風水害など
の自然災害で居住用住宅・家財な
どに著しく損害を受けた場合（損
害の程度や所得要件などの条件あ
り）＝事由が発生した日以降1年
間の月割保険料額▶主に生計中心
者の前年の所得金額が500万円以
下で、死亡・長期入院などにより

所得が前年より著しく減少したか
た及び同一世帯のかた＝申請日以
降に到来する納期分

Ж 介護保険課（福祉会館1階）へ直
接。申請前に必ず電話で問い合わ
せを。

市民税・県民税の減免
市民税課　Л23Д6082

Я27Д1159
Φ 次の要件に該当する場合は、それ
ぞれの規定により減免を受けるこ
とができます。※所得制限あり

　 ▶納税義務者が令和3年1月2日以
後に死亡した場合＝死亡日以後に
到来する納期分▶震災・風水害な
どの自然災害や火災による災害
で、自己（同一生計配偶者や扶養
親族を含む）が所有する居住用の
住宅や家財に損害を受けた場合＝
申請があった日以後1年以内に到
来する納期分

Ж 次の①②のいずれか遅い日までに
市民税課（東庁舎3階）にある申請
書で。①要件に該当した日から最
初に到来する納期限の日②要件に
該当した日から30日を経過する日
※申請期限後は、該当していても
減免を受けることができません。

Life & Support
暮らし

●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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すいかまつり
7月2日（金）～4日(日)

すいかの重量当てクイズと地元のおいしいすいか販売
産直施設3カ所で同時開催

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

狭あい道路拡幅整備
PRキャラクター
「カクフッくん」

セルフスタンドでも
自分で入れないで！

STAFF

障がい者、後期高齢者福祉
医療費受給者証の更新

医療助成室　Л23Д6148
Я27Д1160

Φ 現在お持ちの各医療費受給者証の
有効期間が7月31日㈯までのかた
（認定区分が精神障がいのかたを
除く）に更新案内通知を6月下旬
に郵送します（後期高齢者で認定
区分が障がいのかたは7月下旬）。
通知を受け取ったかたは期限まで
に申請を（支所での受付不可）。
詳しくは通知で確認を。

　 ※期限までに更新申請書の提出が
ない場合、医療費の助成が受けら
れなくなる場合があります。

令和3年度　製菓衛生師試験
保健衛生課　Л23Д6068

Я23Д6621
Ψ 8月9日㉁
Ж 6月14日㈪～18日㈮に保健衛生課
（岡崎げんき館2階）へ。詳しくは保
健衛生課にある受験案内で確認を。

緑化事業に対する補助制度
公園緑地課　Л23Д6717

Я23Д6559
Θ庭・建物・駐車場など
Ж 工事着工2週間前までに公園緑地
課（西庁舎4階）にある申込書
で。詳しくは公園緑地課または市
ホームページで確認を。

土砂災害やがけ地の崩壊などの
住宅等対策費補助

住環境整備課　Л23Д6709
Я23Д7528

Ж 住環境整備課（西庁舎1階）にあ
る申請書で。※申請前に要相談

Ю土砂災害対策改修費補助
Φ 補助額＝経費の23㌫以内（上限

77万2千円）
Θ 土砂災害特別警戒区域内の既存不
適格の住宅など

Юがけ地近接等危険住宅移転費補助
Φ補助額については要相談
Θ 土砂災害特別警戒区域または災害
危険区域内の既存不適格の住宅

ガソリンやアルコール類は
「危険物」です

消防本部予防課　Л21Д9863
Я21Д9821

Φ 危険物の恐ろしさと取扱方法を再
確認し、危険物による災害をなく
しましょう。▶セルフスタンドで
ガソリンを容器に入れる際は、従
業員に依頼する▶消毒用アルコー
ルを使用する時は、火気の近くで
使用しない▶容器を設置・保管す
る場所は、直射日光が当たる場所
や高温となる場所は避ける▶室内
の消毒や容器詰め替えなどは、通
気性の良い場所や換気が行われて
いる場所で行う。

草や樹木の
適正管理に努めましょう

道路維持課　Л23Д6223
Я23Д6633

環境保全課　Л23Д6476
Я23Д6536

Φ 草や樹木が適正に管理されずご近
所トラブルとなるケースが多発し
ています。道路にはみ出した樹木
などで、歩行者や自動車が事故を
起こした場合、樹木などの所有者
が責任を問われることがありま
す。草や樹木の生えている宅地や
空き地の所有者は、適正な管理を
お願いします。

狭あい道路の後退用地は
事前協議が必要です

住環境整備課　Л23Д6823
Я23Д7528

Φ 狭あい道路（市が管理する幅員
1.8㍍以上4㍍未満で家を建てるこ
とのできる道路）に接している土
地の所有者または建築主のかた
は、建物の建築、土地の利用方
法・形態を変更する30日前まで
に市へ事前協議が必要です。協議
内容は、道路を拡幅するための後
退用地（道路の中心から2㍍、ま
たは道路が川・線路敷などに沿っ
ている場合は道路と川などとの境
界線から敷地側に4㍍の区域）と
すみ切り用地の土地の形状・管理
方法などです。

矢作地区計画の決定に関する
住民説明会

都市計画課　Л23Д6258
Я23Д6514

Ψ 7月4日㈰　①10時～11時②14時
～15時

Б矢作東小学校体育館
Θ①矢作町四区②矢作町三区
Ж当日会場へ。

受水槽の所有者・管理者のかたへ
保健衛生課　Л23Д6187

Я23Д6621
Φ 安全な水を提供するため、次のこ
とを実施してください。
▶透明なコップなどに水をくみ、
色・濁り・臭い・味を毎日確認す
る▶汚水・異物・虫が入らないよ
う受水槽やその周囲を定期的に点
検する▶水質に異常が認められた
場合、直ちに給水を止め、利用者
へ周知する▶受水槽内部の清掃、
国の登録検査機関による検査を毎
年実施（有効容量10立法㍍以下
の受水槽の登録検査機関による検
査は努力義務）

セアカゴケグモ（特定外来生物）
にご注意を！　　　　　　

環境政策課　Л23Д6188
Я23Д6536

Φ 特定外来生物であるセアカゴケグ
モが市内でも発見されています。
攻撃性はありませんが、咬

か
まれる

と腫
は
れたり、熱く感じたり、稀

まれ
に

全身症状が表れることがありま
す。セアカゴケグモを見つけて
も、素手で触らないようにしてく
ださい。発見した場合は、環境政
策課（福祉会館5階）に連絡を。

住民基本台帳の一部の写しの
閲覧状況公表
市民課　Л23Д6528　Я27Д1158
Ψ 6月14日㈪～25日㈮　8時30分～

17時15分（土・日曜日を除く）
Б 市民課（東庁舎1階）、市政情報
コーナー（西庁舎1階）

Φ 令和2年4月1日～令和3年3月31
日までの住民基本台帳の一部の写
しの閲覧状況

西三河都市計画の変更と決定
都市計画課　Л23Д6258

Я23Д6514
Φ 令和3年3月30日付けで都市計画
について変更及び決定を行いまし
た。▶変更／区域区分（県決定）、
用途地域（市決定）▶決定／阿知
和地区計画（市決定）。詳しくは、
都市計画課（西庁舎1階）にある
関係図書で確認を。

介護支援専門員
実務研修受講試験

介護保険課　Л23Д6682
Я23Д6520

Ψ ▶受付＝6月1日㈫～30日㈬▶試
験日＝10月10日㈰

Θ 次の①②に該当するかた①＝保
健・医療・福祉に関する法定資格
に基づく業務または特定の相談援
助業務に通算5年以上の実務経験
がある②＝①の業務に従事してい
る勤務地が愛知県にある、または
現在①の業務に従事していないが
住所地が愛知県にある

Ж 介護保険課（福祉会館1階）、各
支所、西三河県民事務所（西三河
総合庁舎1階）などにある申込書
で。詳しくは、県社会福祉協議会
福祉人材センター（Л052Д212
Д5516）へ。

野鳥に餌をあげないで！　　　
環境政策課　Л23Д6188

Я23Д6536
Φ 人が餌を与えることで、野鳥は餌
をもらえる場所に住みつき、過剰
な繁殖を繰り返し、生態系に影響
を与えます。さらに、住宅の庭や
ベランダなどに多くの野鳥が集ま
るようになり、ふん害、騒音など
のご近所トラブルや健康被害を引
き起こす原因にもなります。野鳥
には餌を与えないようにしてくだ
さい。

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
▶上田薫▶宇野雅久▶川井一義▶中
辻悦子▶岡崎市立岩津中学校協力会
▶ＮＴＰホールディングス株式会社
▶岡崎市立北中学校協力会▶岡崎通
運株式会社▶株式会社高木製作所▶
有限会社タキコウ縫製▶名古屋トヨ
ペット株式会社▶ネッツトヨタ名古
屋株式会社▶ネッツトヨタ中京株式
会社▶株式会社トヨタレンタリース
名古屋

Life & Support
暮らし

Information
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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▶
岡崎地区献血推進協議会事務局
地域福祉課
Л23Д6145　Я23Д6515

　　　献血に
ご協力ください
月の6

未来の南公園パネル展
Φ南公園基本計画（素案）を紹介するパネル展示とアンケート

公園緑地課　Л23Д6399　Я23Д6559

9時～21時
（最終日は15時）

東部地域交流センター
北部地域交流センター
地域交流センター六ツ美分館
西部地域交流センター
南部地域交流センター
図書館交流プラザ

6月1日㈫～15日㈫

6月18日㈮～29日㈫

6月30日㈬～7月8日㈭
7月7日㈬～16日㈮
7月9日㈮～19日㈪

期　　間 時　　間 場　　所

障がい者、後期高齢者福祉
医療費受給者証の更新

医療助成室　Л23Д6148
Я27Д1160

Φ 現在お持ちの各医療費受給者証の
有効期間が7月31日㈯までのかた
（認定区分が精神障がいのかたを
除く）に更新案内通知を6月下旬
に郵送します（後期高齢者で認定
区分が障がいのかたは7月下旬）。
通知を受け取ったかたは期限まで
に申請を（支所での受付不可）。
詳しくは通知で確認を。

　 ※期限までに更新申請書の提出が
ない場合、医療費の助成が受けら
れなくなる場合があります。

令和3年度　製菓衛生師試験
保健衛生課　Л23Д6068

Я23Д6621
Ψ 8月9日㉁
Ж 6月14日㈪～18日㈮に保健衛生課
（岡崎げんき館2階）へ。詳しくは保
健衛生課にある受験案内で確認を。

緑化事業に対する補助制度
公園緑地課　Л23Д6717

Я23Д6559
Θ庭・建物・駐車場など
Ж 工事着工2週間前までに公園緑地
課（西庁舎4階）にある申込書
で。詳しくは公園緑地課または市
ホームページで確認を。

土砂災害やがけ地の崩壊などの
住宅等対策費補助

住環境整備課　Л23Д6709
Я23Д7528

Ж 住環境整備課（西庁舎1階）にあ
る申請書で。※申請前に要相談

Ю土砂災害対策改修費補助
Φ 補助額＝経費の23㌫以内（上限

77万2千円）
Θ 土砂災害特別警戒区域内の既存不
適格の住宅など

Юがけ地近接等危険住宅移転費補助
Φ補助額については要相談
Θ 土砂災害特別警戒区域または災害
危険区域内の既存不適格の住宅

ガソリンやアルコール類は
「危険物」です

消防本部予防課　Л21Д9863
Я21Д9821

Φ 危険物の恐ろしさと取扱方法を再
確認し、危険物による災害をなく
しましょう。▶セルフスタンドで
ガソリンを容器に入れる際は、従
業員に依頼する▶消毒用アルコー
ルを使用する時は、火気の近くで
使用しない▶容器を設置・保管す
る場所は、直射日光が当たる場所
や高温となる場所は避ける▶室内
の消毒や容器詰め替えなどは、通
気性の良い場所や換気が行われて
いる場所で行う。

草や樹木の
適正管理に努めましょう

道路維持課　Л23Д6223
Я23Д6633

環境保全課　Л23Д6476
Я23Д6536

Φ 草や樹木が適正に管理されずご近
所トラブルとなるケースが多発し
ています。道路にはみ出した樹木
などで、歩行者や自動車が事故を
起こした場合、樹木などの所有者
が責任を問われることがありま
す。草や樹木の生えている宅地や
空き地の所有者は、適正な管理を
お願いします。

狭あい道路の後退用地は
事前協議が必要です

住環境整備課　Л23Д6823
Я23Д7528

Φ 狭あい道路（市が管理する幅員
1.8㍍以上4㍍未満で家を建てるこ
とのできる道路）に接している土
地の所有者または建築主のかた
は、建物の建築、土地の利用方
法・形態を変更する30日前まで
に市へ事前協議が必要です。協議
内容は、道路を拡幅するための後
退用地（道路の中心から2㍍、ま
たは道路が川・線路敷などに沿っ
ている場合は道路と川などとの境
界線から敷地側に4㍍の区域）と
すみ切り用地の土地の形状・管理
方法などです。

矢作地区計画の決定に関する
住民説明会

都市計画課　Л23Д6258
Я23Д6514

Ψ 7月4日㈰　①10時～11時②14時
～15時

Б矢作東小学校体育館
Θ①矢作町四区②矢作町三区
Ж当日会場へ。

受水槽の所有者・管理者のかたへ
保健衛生課　Л23Д6187

Я23Д6621
Φ 安全な水を提供するため、次のこ
とを実施してください。
▶透明なコップなどに水をくみ、
色・濁り・臭い・味を毎日確認す
る▶汚水・異物・虫が入らないよ
う受水槽やその周囲を定期的に点
検する▶水質に異常が認められた
場合、直ちに給水を止め、利用者
へ周知する▶受水槽内部の清掃、
国の登録検査機関による検査を毎
年実施（有効容量10立法㍍以下
の受水槽の登録検査機関による検
査は努力義務）

セアカゴケグモ（特定外来生物）
にご注意を！　　　　　　

環境政策課　Л23Д6188
Я23Д6536

Φ 特定外来生物であるセアカゴケグ
モが市内でも発見されています。
攻撃性はありませんが、咬

か
まれる

と腫
は
れたり、熱く感じたり、稀

まれ
に

全身症状が表れることがありま
す。セアカゴケグモを見つけて
も、素手で触らないようにしてく
ださい。発見した場合は、環境政
策課（福祉会館5階）に連絡を。

住民基本台帳の一部の写しの
閲覧状況公表
市民課　Л23Д6528　Я27Д1158
Ψ 6月14日㈪～25日㈮　8時30分～

17時15分（土・日曜日を除く）
Б 市民課（東庁舎1階）、市政情報
コーナー（西庁舎1階）

Φ 令和2年4月1日～令和3年3月31
日までの住民基本台帳の一部の写
しの閲覧状況

西三河都市計画の変更と決定
都市計画課　Л23Д6258

Я23Д6514
Φ 令和3年3月30日付けで都市計画
について変更及び決定を行いまし
た。▶変更／区域区分（県決定）、
用途地域（市決定）▶決定／阿知
和地区計画（市決定）。詳しくは、
都市計画課（西庁舎1階）にある
関係図書で確認を。

介護支援専門員
実務研修受講試験

介護保険課　Л23Д6682
Я23Д6520

Ψ ▶受付＝6月1日㈫～30日㈬▶試
験日＝10月10日㈰

Θ 次の①②に該当するかた①＝保
健・医療・福祉に関する法定資格
に基づく業務または特定の相談援
助業務に通算5年以上の実務経験
がある②＝①の業務に従事してい
る勤務地が愛知県にある、または
現在①の業務に従事していないが
住所地が愛知県にある

Ж 介護保険課（福祉会館1階）、各
支所、西三河県民事務所（西三河
総合庁舎1階）などにある申込書
で。詳しくは、県社会福祉協議会
福祉人材センター（Л052Д212
Д5516）へ。

野鳥に餌をあげないで！　　　
環境政策課　Л23Д6188

Я23Д6536
Φ 人が餌を与えることで、野鳥は餌
をもらえる場所に住みつき、過剰
な繁殖を繰り返し、生態系に影響
を与えます。さらに、住宅の庭や
ベランダなどに多くの野鳥が集ま
るようになり、ふん害、騒音など
のご近所トラブルや健康被害を引
き起こす原因にもなります。野鳥
には餌を与えないようにしてくだ
さい。

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
▶上田薫▶宇野雅久▶川井一義▶中
辻悦子▶岡崎市立岩津中学校協力会
▶ＮＴＰホールディングス株式会社
▶岡崎市立北中学校協力会▶岡崎通
運株式会社▶株式会社高木製作所▶
有限会社タキコウ縫製▶名古屋トヨ
ペット株式会社▶ネッツトヨタ名古
屋株式会社▶ネッツトヨタ中京株式
会社▶株式会社トヨタレンタリース
名古屋

●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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防災課　Л23Д6533
Я23Д6618矢作川氾濫時の避難計画（案）にご意見を

■募集期間／5月27日㈭～6月21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（bosai@city.okazaki.lg.jp）、ファクス
で防災課へ。市ホームページ（パブリックコメント）から提出可

意見の募集（パブリックコメント）
計画（案）は、市政情報コーナー（西庁舎1階）、防災課（東庁舎2階）、各
支所、市ホームページでご覧になれます。

　矢作川氾濫時には約20万人の市民が
浸水の影響を受けると想定され、一斉
に避難すると渋滞や混乱などにより逃
げ遅れる可能性があります。早期に計
画的な避難を実施するため、避難計画
案を取りまとめました。

正しい災害情報を手に入れよう

防災課　Л23Д6533　Я23Д6618河川課　Л23Д6220　Я23Д6532

●防災ポータル！

●災害情報は「ミクス」や「FM  EGAO（76.3MHz）」で放送します。
●災害情報が聞けるテレフォンサービス（Л050Д5433Д9166）を配信しています。
●土砂災害ハザードマップを確認しておきましょう。市政情報コーナー（西庁舎1階）、市ホームページから入手可

市内の雨量情報・災害発生状況・避難所開設情報
などを公開します。

　令和2年7月豪雨では、西日本から東日本・東北地方の広い範囲で、大河川の氾濫
や土砂災害が多発しました。梅雨の末期は短時間で狭い地域に集中的に雨が降り、
河川の氾濫や山崩れ・がけ崩れなどの土砂災害が発生する恐れがあります。
　日頃から水害・土砂災害への備えをしておきましょう。

土砂災害 や 集中豪雨 に備えましょう

岡崎   防災ポータル

●防災緊急メール「防災くん」
登録者の携帯電話やパソコンに暴風・大雨・洪水などの
警報や地震情報を配信します。

岡崎　防災くん

岡崎市水害対応ガイドブック

登録はこちらから→
携帯電話登録サイト

登録は
こちらから→

●停電情報お知らせサービス
設定した地域で停電が発生した際、お使いの
スマートフォンで停電情報を受け取ることが
できるアプリです。

●水害対応ガイドブック

停電情報
お知らせサービス
「あれ？停電？」と思ったら、

スマホがあなたのお問い合わせ窓口に。

※イメージ

無料
アプリ

大雨によって浸水が予想される範囲やその深さ、浸水
が続く長さなどを示した水害対応ガイドブックを市政

情報コーナー（西庁舎1階）、防災課（東庁
舎2階）、防災展示コーナー（東庁舎1
階）、各支所で配布しています。詳しく
は、市ホームページで確認を。

令和3年3月
リニューアル!

はんらん

Information
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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
（東庁舎2階）

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

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

申込時に決定

　　　 一般

　　　 栄養・歯科

精神保健福祉

ひきこもり

不妊・不育

生活相談（障がい年金）

【まちかど　ほっと相談室】
育児・栄養・歯科相談、体重測定

月～金曜日

7/13㈫

随時

7/16㈮

6/25㈮

7/29㈭

健康増進課
Л23Д6639　Я23Д5071

健康増進課
Л23Д6715　Я23Д5071岡崎げんき館

障がい福祉課 障がい福祉課
Л23Д6180　Я25Д7650

岡崎商工会議所
Л53Д6500　Я53Д0101

商工労政課
（融資）Л23Д6215
（創業）Л23Д6212
（立地）Л23Д6287　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

工場立地

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

7/27㈫

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。

29 OKAZAKI  2021年6月



市施設の指定管理者募集

環境政策課　Л23Д6207　Я23Д6536

おかざき自然体験の森

住宅計画課　Л23Д6322　Я23Д6208

市営住宅・特定公共賃貸住宅

公園緑地課　Л23Д7406　Я23Д6559

籠田公園及び篭田公園地下駐車場

申込●6月7日㈪9時～25日㈮に参加者全員の①郵便番号②住所③氏名
　　　（ふりがな）④電話番号⑤希望講座を電話またはファクスで。

ふくし相談課　Л23Д6774　Я23Д7987

ハートフルケアセミナー
～超高齢社会を乗り切る、個人でできる備え～

講　座　名
家庭で使える福祉用具

7月1日㈭

7月7日㈬

30

人

超高齢社会の地域活動に
生かすレクリエーション
高齢者のための健康管理

家庭でできる
脳生き生きトレーニング

10時～12時

13時～15時

14時～16時

10時30分～12時30分

福祉会館
6階ホール

市役所
西庁舎
7階701

場　所 日　　時 定員

　指定管理者（市施設の維持管理・運営を行う法人、そ
の他の団体）を公募。指定期間は令和4年4月1日～令和
9年3月31日（5年間）。詳しくは要項、申請書
など（市ホームページから入手可）で確認を。

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。

■分子科学フォーラム（Web講演会）
　「宇宙における分子の進化と氷微粒子の役割」
6月11日㈮　18時。詳しくはホーム
ページ（https://www.ims.ac.jp）で
確認を。分子科学研究所Л55Д7262

■矢作川右岸を楽しむ会　矢作川散策路周辺のウオーキング
6月12日㈯　9時（日名橋河川緑地運
動場集合。雨天中止）。タケノコ狩り
コース（道具不要）。当日集合場所へ。
澤田Л090Д5601Д4452

■インスタ映えする岡崎城散策　「ゆかたファッション体験（お抹茶付き）」
6月17日㈭　①10時②13時。葵松庵。
1回1,000円。電話で申込。岡崎を楽
しむ会　小森Л090Д9226Д5507

■ママのためのヨガ教室（全3回）
6月17日、7月1日・15日の木曜日　10
時。りぶら。未就園児の母親。3,000円
（3回分）。Eメール（tada.megumi
0804@gmail.com）で申込。もくヨ
ガhappy　多田Л090Д2135Д6284

■石の掘り出し市　団吉くんまつり
6月19日㈯・20日㈰　9時～17時。岡
崎石工団地（上佐々木町）。グルメ、
手作り市、水切りイベントほか。実行
委員会Л31Д3823

■趣味の小幅掛展「夢とあそび心」
6月29日㈫～7月4日㈰　美術館。当日
会場へ。表装一樹会　鈴木Л090Д
3157Д8617

■サツマイモを育てて食べよう！（全2回）
6月20日㈰＝苗挿し、11月14日㈰＝
収穫。JAあいち三河本店（坂左右町
北浦交差点付近の農園）。幼児・小学
生を含む家族。1組1,200円（2回分）。
6月13日㈰までに電話で申込。おかざ
き農遊会　藤山Л090Д7268Д0915

■岡崎を知ろう　正調岡崎五万石　歌唱講習会（全6回）
6月27日、7月25日、8月29日、10月3
日・31日、11月28日の日曜日　10時。
龍城神社。2,000円（6回分）。当日会
場へ。岡崎五万石保存会Л21Д5517

■聞こえない悩み解決へ in おかざき
　「補聴器を買う前に・補聴器を使いこなすには」
7月4日㈰　13時。むらさきかん。要
約筆記、手話通訳あり。6月26日㈯ま
でに電話、ファクス（Я22Д6524）、
Eメール（okanantyou@yahoo.co.jp）
で申込。岡崎市難聴・中途失聴者の会
伊藤Л22Д4287

■学童水泳記録会
7月11日㈰　9時10分。竜城スイミン
グクラブ南校（下和田町）。市内小学
生。1種目300円。市体育館にある申込
書で。6月23日㈬必着。岡崎水泳協会
石井Л080Д6925Д2471

■見る・聴く・動く　スクエアダンス運動
第2・第4月曜日　10時。市民会館。
月800円。当日会場へ。ひよっこ岡崎
太田Л090Д3381Д3361

■和太鼓を一緒に楽しんでくれる　キッズ大募集！
毎週土曜日　19時。岩津天満宮内太
鼓道場。年長児～小学生。年3,000
円。電話、ファクス（Я45Д7006）
で申込。岩津天神太鼓「遊」 近藤Л45
Д2203

■少年剣道　見学体験会
城北中学校武道場＝6月の日曜日　17
時30分、井田体育館＝6月12日㈯・
19日㈯　18時。年長児～中学生。当
日会場へ。葵剣友会　小栗Л090Д
8557Д4141

■岡崎B＆Gハンドボールスクール（全10回）
6月～10月　17時45分。市体育館。
小中学生。6,500円（10回分）。市体育
館にある要項で確認を。岡崎ハンド
ボール協会　木全（岡崎城西高等学校）
Л31Д4165

■ハングル講座　入門から応用まで（全15回）
7月～11月▶火曜日＝①13時10分②
14時40分③17時30分④19時▶水曜日
＝①13時10分②14時40分③18時④19
時30分▶金曜日＝①19時30分②20時
55分▶共通＝竜美丘会館、せきれい
ホール。18,500円（15回分）。7月5日
㈪までに電話、ファクス（Я52Д7239）
で申込。李Л080Д3649Д9625

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。

※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）

6月12日㈯・19日㈯　18時～24時
6月3日㈭・10日㈭・17日㈭・24日㈭　18時～翌朝8時、26日㈯　13時～翌朝8時

6月2日㈬・7日㈪・9日㈬・14日㈪・16日㈬・21日㈪・23日㈬・28日㈪・30日㈬　18時～24時

いぶき薬局
（下青野）
☎57-7011

ひふみ薬局　樫山
（樫　山）
☎85-1057

鈴木薬局
（戸　崎）
☎53-0053

ナンブ薬局　幸田店
（幸　田）
☎56-3277

大西屋薬局　筒針店
（筒　針）
☎83-6351

みつい調剤薬局
（中岡崎）
☎24-3215

アイセイ薬局　岡町店
（　岡　）
☎57-2501

ハロー薬局　岡崎店
（宮　地）
☎57-1031

りぼん薬局
（美　合）
☎57-8125

つばさ調剤薬局
（舳　越）
☎33-0258

どれみ調剤薬局
（不　吹）
☎71-2017

すみれ調剤薬局　上地店
（上地５）☎59-2882

ハーズ岡崎調剤薬局　北斗店
（仁　木）☎45-1211

ゆうあい薬局　大西店
（大西１）☎65-8305

小田薬局
（本町通）☎21-0808

パナプラス薬局　むつな店
（向　山）☎58-2777

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。

おはら内科クリニック
（幸　田）
☎62-8400

おにづか内科クリニック
（筒　針）
☎34-1383

宇野病院
（中岡崎）
☎24-2211

うちぼり医院
（　岡　）
☎57-8131

渡辺皮フ科
（稲　熊）
☎23-8005

坂堂医院
（福　寿）
☎21-6156

小島眼科クリニック
（十　王）
☎25-5155

おくやしきクリニック
（下青野）
☎57-5353

高村医院
（細　川）
☎45-2677

星野クリニック
（樫　山）
☎82-3007

田井整形外科クリニック
（　滝　）
☎46-1332

荻須医院
【泌尿器科も可】（籠　田）

☎21-0781

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

緑の森こどもクリニック
（上地２）
☎57-2710

愛知医科大学メディカルセンター
（仁　木）
☎66-2811

神谷内科
（大西１）
☎24-2881

天野整形外科クリニック
（三　崎）
☎55-6877

酒井皮ふ科
（矢　作）
☎32-9929

中野耳鼻咽喉科
（本町通）
☎22-0261

足立眼科
（井　田）
☎22-0219

いしかわ内科クリニック
（宮　地）
☎54-8887

宮地医院
（伊　賀）
☎21-2992

松下クリニック
（美　合）
☎53-0770

こじまファミリークリニック
（舳　越）
☎32-8852

こじまファミリークリニック
（舳　越）
☎32-8852

耳鼻咽喉科ｊクリニック
（不　吹）
☎71-6767

みやした眼科
（明大寺）
☎57-8166

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

6月 6月6日㈰ 6月27日㈰6月20日㈰6月13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6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!

詳しくはこちら▶

岡崎市にある
看護師を養成する学校は？

市立○○専門学校

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。6月24日㈭必着 福祉4月1日号の答

○○に入る言葉はなんでしょう？

LINEからクイズに
応募できます!

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

〒
444-8601　

岡
崎
市
十
王
町

2丁
目

9番
地

電
話（

0564） 23-6028　
FA
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0564） 23-6950
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