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4 心も体もリフレッシュ！
ウォーキング＆ランニング
特集１

エフエムEGAO  76.3MHz
え が お

こちら、おかざき情報室（763）
月～金曜日　7：45～7：55

広報課　Л23Д6007　Я23Д6950

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

市内の身近な出来事をお届け！
動画サイトでも公開中

日替わりで市内の情報をお届けします。

市長メッセージや歴史・観光など
様々なジャンルの動画を配信中

市税及び保険料をスマートフォン決済
アプリで納付できます。

詳しくは、市ホーム
ページをご覧ください。

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

195,303 人
189,930人
385,233人
166,469世帯

（－104）
（－14）

（－118）
（＋59）

4月の税金

納期限 5月2日㈪

納　税　課　Л23Д6123　Я23Д5970
固定資産税（第1期分・全期前納分）

夜間・休日納付窓口も利用できます。
場所／市役所東庁舎1階ロビー

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。

● 夜間納付窓口
　 4月26日㈫～28日㈭　17時30分～20時
● 休日納付窓口
　 4月24日㈰　9時～16時
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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。

ぽかぽか陽気がやってきた。

春の日差しと梅の香りでなんだかうとうと。

写真投稿者　@korosuke1013

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

#follow_me
＃今日も岡崎 を付けて写真を投稿しよう
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！
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冒険の小
道♪

展望の丘周回
コー

ス
♪

高隆寺町
25-7887　　25-5815

健康の森
ウォーキングマップは

こちらから

DATA

自然の中で季節を感じながら初心者でも気軽
にウォーキングを楽しむことができます。全
長約6,500ｍ・標高差約130ｍのコースには
小高い丘が5カ所あり、空が澄み渡った日に
は伊吹山や御嶽山、三河湾が望めます。

いろいろなコースがあるから
体力に合わせて楽しめるね。

岡崎中央総合公園 健康の森で

Okazaki Central Park
ウォーキング

！ウォーキング
！1

Walk� Runn�

　コロナ禍で外出が減り、運動不足を感じていませんか。気軽に始めら
れる運動といえばウォーキングやランニング！きれいな空気を吸いなが
ら体を動かせば、気分転換やストレス解消にもつながります。
　今回は、市内にあるオススメコースや運動時に気を付けるポイントな
どを紹介します。

も も
リフレッシュ！
心 体
ウォーキング＆ランニング
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景
色

も
good
♪

真伝町
9：00～21：00
水曜日、年末年始
46-3261　　46-3285

DATA

3時間200円（高校生以下100円）で利用できる
スタジアムのトラックは、膝や腰などへの負
荷を抑えるゴムチップウレタン舗装です。ス
タジアムの外にも、700ｍ・800ｍ・1200m
の3種類の周回コースがあり、気軽に走るこ
とができます。

DATA

自然豊かな乙川沿いでのウォーキングやラン
ニングは、四季折々の風景を楽しみながらリ
フレッシュできます。

公園緑地課
23-6414
23-6559

?

道幅が広いので犬を連れての散歩も

快適です。 特に満開の桜の下は最高！

川が近いので、
空気がきれいで気持ちいい！

トラックで走ると

陸上選手になった気分！

休

龍北総合運動場で

Ryuhoku Athletic Park

乙川河川緑地で

Otogawa Riverside
     Green Space

ランニング！ランニング！

ランニング！ランニング！
ウォーキング

＆
ウォーキング

＆

2

3

岡崎中央総合公園
乙川河川緑地

龍北総合運動場

1

2

3
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ウォーキング・ランニングをする際は

・集団で走らず、十分な間隔を空ける
・人が少ない時間帯を選ぶ

感染症対策01

・こまめに水分補給をする　・休憩をとる　
・気温や湿度が高い中でのマスク着用は要注意！
・暑い日は無理をしない

熱中症対策02

・車や自転車に気を付ける　・反射材を着用する
・雨の日や夜間は細心の注意を払う

交通事故対策03

対策も
忘れずに！！

ウォーキング・ランニング時の
服装のポイント

・風通しの良い服装で。
・軽く、クッション性の
　あるシューズで。

正しい姿勢で
ウォーキング効果アップ　

あごを引き、視線は遠くに

胸を張ろう

ひじを曲げ、腕を前後に
大きく振ろう

かかとから着地し、
重心をつま先へ
移動させよう

肩の力を
抜こう

背筋を
伸ばそう

地面を
けり出すように

藤川の史跡めぐり

東海道宿場町

国道1号

名鉄電車

1 藤川町東川向

三河高校入口

藤川町黒土
藤川町西

1

6

7

5

4

3

2
東棒鼻跡東棒鼻跡

明星院の生垣の門明星院の生垣の門

脇本陣跡脇本陣跡

西棒鼻跡西棒鼻跡
十王堂、芭蕉句碑十王堂、芭蕉句碑

道の駅藤川宿道の駅藤川宿藤川の松並木藤川の松並木

スタート
ゴール

距　離 4.7㎞
70分所要時間

道の駅藤川宿1

明星院の生垣の門3

十王堂
（芭蕉句碑があります）
6

脇本陣跡（藤川宿資料館）4

藤川の松並木7

5 西棒鼻跡－にしぼうばなあと－

2 東棒鼻跡
ひがしぼうばなあと

スタート
ゴール

第2駐車場を
ご利用ください。

本陣跡にある
景色を見渡せる
ベンチで一休み♪

20分

9分

5分

7分

17分

1分

11分

史跡
や景観を

楽しみな
がらウォーキング！
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岡崎市公式ウォーキングアプリ

成田保健師健康増進課　Л23Д6639　Я23Д5071

1日の歩数やがん検診などの受診に応じてポ

イントが貯まり、景品の抽選に応募できます。

アプリを使って

歩数やウォーキング

コースを確認しよう！

小さな積み重ねで歩数アップ！

歩数を増やすヒント歩数を増やすヒント

●階段を使う　　●一駅・一停留所分歩く
●少し遠い駐車場にとめてみる

仲間と一緒に、やる気アップ！
●仲間を作る ●仲間同士で歩数を競い合う

見える化でやる気アップ！
●歩数計やスマートフォンなどで歩数の記録を

つけると、達成感や継続する意欲が高まります。

岡崎市健康・食育
キャラクター「まめ吉」

健康のために１日の歩数をいつもより

プラス1,000歩、時間にして約10分多く
歩くことを勧めています。

運動不足の解消だけでなく、生活習慣病の

予防やストレス解消につながります。

＋10

成田保健師成田保健師

ダウンロードはこちらから▲

からはじめよう！
プラス・テン

岩津の道
戦国時代

、古墳時代へタイムトリップ

岩津天満宮岩津天満宮
1

岩津城跡岩津城跡
2

岩津第一号
古墳
岩津第一号
古墳

3

信光明寺信光明寺
6

圓福寺圓福寺4

天満宮天満宮
5

岩津市民
センター

岩津南
児童遊園

北部地域
交流センター 信号を渡る

信号を渡る

信号を渡る

急な坂

横断歩道

歩道狭い

岩津小学校

岩津高等学校

岩津保育園

岡
崎
足
助
線

国
道
２
４
８
号

東
名
高
速
道
路

東蔵前

西蔵前ニ丁目

岩津町

天神橋東

於御所南

39

339

248
スタート
ゴール

6分
～6 1

17分
～5 6

17分
～3 4

14分
～4 5

11分
～2 3

5分
～1 2

距　離 4.7㎞
70分所要時間令和3年12月作成

圓福寺－えんぷくじ－4
浄土宗西山深草派の寺院で、明治16年に妙心
寺と寺号が交換され、京都から移転しました。

県道沿いにあります。車に注意して歩
きましょう。

天満宮5

信光明寺－しんこうみょうじ－6
1451年、松平信光が父親の菩提の
ために創建。観音堂は国指定重要文
化財です。

岩津天満宮1
学問の神様として知られ、合格祈願のため、
多くの参拝者が訪れます。本堂へ続く150
段程の階段は、良い運動になります。

岩津城跡2
15世紀、岩津城に進出した松平信光が父・
泰親とともに築城したと伝えられています。

岩津第一号古墳3
古墳時代後期の円墳。古墳と出土品
は県指定文化財です。

スタート
ゴール

史跡
や景観を

楽しみな
がらウォーキング！
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　地域のお出かけ情報やルート検索、
クーポンなど、日常利用できる機能やお
得な情報が満載のアプリ。これ一つで公
共交通での移動が簡単に。

CentX（セントエックス）

ゴールドパス70

便利に乗る

1カ月券
2カ月券
3カ月券

5,000円
10,000円
15,000円

　バスの発車時刻や遅延などの運行状
況がリアルタイムで分かるシステム。
スマホやバス停で確認できます。

バスロケーションシステム

公共交通のメリット

　1人当たりの二酸化炭素の排出量が、バス
は車の約2分の1、鉄道は約7分の1。公共交
通の利用は、地球の未来を守ることにもつ
ながります。

＊「輸送量当たりの二酸化炭素の排出量（旅客）」（国土交通省HP）を基に作成

環境に優しい

1人が1㎞移動するのに排出される二酸化炭素量
（g／人・㎞）

車

バス

鉄道

130

57

17

20歳代男性 10㎞の道のりを

　電車やバスを使えば、消費カロリーは
車の約2倍。駅・バス停への移動や乗
り換えなど、自然と運動量が増えます。

健康維持につながる
　県内の交通人身事故件数は約
24,000件（令和3年）。交通事故の
リスク低減が期待できる公共交通
を利用すると安心です。

＊「エコモビ」ウェブサイト（愛知県）を基に算出

車で25分

75 kcal

徒歩＋
電車で35分
153 kcal

交通事故のリスク減

市のバス路線補助金額（万円）

24,428 24,985

33,465

平成30年度 令和元年度 令和2年度

約1.3倍！
　採算の取れないバス路線
を維持するため、毎年多く
の補助金が使われています。
　令和2年度の補助金額は3
億円以上と急増しています。

市の補助金は 急増

岡崎市の現状は？

このままバス利用者が減り続ければ、“ 減便や廃線の可能性も・・・　
”

バス・電車の利用者数（万人）と
タクシー事業の日車営収＊

（円）の推移

バス

31,563

29,745

22,688

平成30年度 令和元年度 令和2年度

669

2,656

2,678

2,018

635
433

電車 タクシー

約2.5割減

約202万人減

約660万人減
　新型コロナウイルスの感染拡
大に伴い、令和2年度はバス・
電車の利用者数とタクシーの営
業収入が激減しています。

コロナ禍で利用者が
大幅に減少

＊西三河北部交通圏
　（岡崎市、豊田市、みよし市、額田郡）
　1日1台あたりの営業収入

バスや電車、タクシーも特集

地域創生課　Л23Д6486　Я23Д6698

乗って守る、公共交通。乗って守る、公共交通。
今、地方都市を中心に利用者の減少によるバス路線の廃線が問題になっています。

私たちの大切な移動手段を守るため、もっと公共交通を使いませんか？

8OKAZAKI  2022年4月

　交通系ＩＣカードmanacaを利用し、名鉄バスと名鉄電車
の乗り換えを90分以内に行うと運賃が割引になります。

manaca「乗継割引」
マナカ

　シニア世代向けのフリーパス。満65歳から69歳
のかた専用のシルバーパス65と満70歳以上のかた
専用のゴールドパス70があります。

シルバーパス65・ゴールドパス70

シルバーパス65

お得に乗る

詳しくは、名鉄バスホームページで確認を。

定額制・乗り放題!

1カ月券
2カ月券
3カ月券

6,000円
12,000円
18,000円名鉄バス ⇔ 名鉄バス 

80円割引
40円割引

名鉄バス ⇔ 名鉄電車

感染症対策実施中

36.
5°

　安心して乗車していただくため、様々な
対策を行っています。

　今後の公共交通に関する施策を示した「岡
崎市地域公共交通計画」を3月末に策定しま
した。詳しくは、市ホームページで確認を。

感染症対策

定期的な
清掃・消毒

窓開けによる
換気

マスクの着用・
健康管理

乗車時

乗車口で、交通系ＩＣカードmanaca
（JR東海のTOICAなども使用可）を読
み取り機にタッチ。

降車時

車内前方の読み取り機にmanacaを
タッチすると運賃の支払いが完了。

交通系ICカードなら
現金を使わないし、
支払いもスムーズです。

どこに行く？

最寄りのバス停

篭田公園前

名鉄東岡崎駅から  片道約5分  180円

バスで駅まで行って、電車でお出かけする
ことも。景色を眺めてのんびり移動する
時間がお気に入りです。

籠田公園

　昼は家族連れでにぎわい、夜はテラス
でのんびりできます。駐車場は有料なの
で、バスの利用もお勧めです。

名鉄東岡崎駅から  片道約15分  250円

　動物園や木製遊具などが人気の公園
で、駐車場が混み合うことも。行楽シー
ズンは、バスの利用がお勧めです。

最寄りのバス停

東公園口・東公園北東公園
最寄りのバス停

能見町

名鉄東岡崎駅から  片道約7分  180円

松應寺

　家康公が亡き父のために建立したお寺
で、境内に「まち」がある珍しい場所です。
駐車場が少ないので、バスの利用がお勧
めです。

バスに乗って出かけよう♪

路線図は公共交通マップで確認できます。

岡崎女子短期大学　佐藤 向日葵さん
ひ　ま　り

9 OKAZAKI  2022年4月



ワクチン接種のお知らせ

● 転入者のかた
他の市区町村で2回目を接種後、岡崎市に転入したか
たで、追加接種可能になったかたに接種券を順次発送
しています。原則、申請は不要です。

また、以下により接種したかたは申請が必要です。
・海外での接種
・海外在留邦人など向け新型コロナワクチン接種事業
での接種
・在日米軍による接種
・製薬メーカーによる治験などでの接種
・上記の他、市区町村の会場や大規模集団接種会場、
医療機関、職域会場での接種に当てはまらない接種

新型コロナウイルス感染症に係る予防接種事業（無料接種）は、令和4年9月30日㈮までの予定です
（国の方針は変更となる場合があります）。

追加接種を行います。接種券が届いてから、予約を行ってください。
詳しくは、市ホームページまたはコールセンターで確認を。

※3月3日現在の
　情報です。追加（3回目）接種について

● 対象
　 2回目接種から6カ月以上経過した18歳以上
　 （追加接種日時点）の接種を希望するかた

1回（無料）接種回数

● 接種券の発送時期
　 追加接種可能になったかたに順次発送しています。
　 同封の案内文を確認して予約を行ってください。
　 ※発送時期は前後する場合があります。
〔イメージ〕

接種券が予診票に印字されています。

● 接種方法
　 公共施設型接種会場または大規模集団接種会場で接
　 種してください。詳しくは、市ホームページまたは
　 コールセンターで確認を。

2回（無料）接種回数

岡崎市新型コロナワクチン子どもコールセンター
Л64Д1310 ※5～11歳の相談のみ

岡崎市新型コロナワクチンコールセンター
Л0570Д049Д900　Я050Д3512Д4223

初回（1・2回目）接種について

詳しくは、市ホームページで確認を。

● 接種券
平成22年4月2日から平成29年9月1日生まれのかた
の接種券の発送が完了しています。予診票や接種のお
知らせなどを同封していますので、接種が2回完了
するまで大切に保管してください。また、接種後
は予防接種済証が接種を完了した証明になりますの
で、大切に保管してください。

5～11歳

12歳以上

コールセンター 受付時間／9時～18時

※12歳以上のワクチンとは種類や接種量が異なりま
　す。必ず専用の会場を予約してください。
※5歳未満のかたは接種できません。

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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要申請住民税非課税世帯等に
臨時特別給付金を支給します

1世帯／10万円支給額

①令和3年12月10日時点で岡崎市に住民登録があり、世帯全員の令和3年度分の住民税均等割が非課税の世帯
②新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、①の世帯と同じ水準の世帯
　※①②ともに住民税が課税されているかたの扶養親族などのみからなる世帯を除く。

対　象

申請方法など、
詳しくは、市ホームページで確認を。

期　限 9月30日㈮ （ただし、①のうち市から案内が届い たかたは、5月10日㈫まで）

非課税世帯等給付金コールセンター
Л23Д6755　Я23Д7987　受付時間／平日　8時30分～17時15分

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

支給額

次の全てに該当するかた
▶国民健康保険または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
▶勤務先から給与などの支払いを受けられないか、減額して支払われている

対　象

要申請傷病手当金を支給します

申　請 国保年金課、医療助成室（東庁舎1階）へ。※要事前連絡

令和4年度　新入学児童・生徒に
図書カードを配付します

配　布

市内在住・在学の令和4年度小中学校新1年生

教育政策課　Л23Д6419　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

市独自

詳しくは、市ホームページで確認を。

（直近の継続した3カ月間の給与収入の合計額÷就労日数）×　× 日数2－3

適用期間などが変更となる場合があります。
詳しくは、市ホームページで。

・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（申請不要）
・上記以外のかたは5月13日㈮までに申請を。
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道の駅「藤川宿」
春のわくわくフェスタ2022

日　時
内　容

4月16日㈯・17日㈰　10時～16時
おかざきカレーパンフェス（無くなり次第終了）、
出張工作教室、ドッグランなど

岡崎公園

三河武士のやかた家康館　Л24Д2204　Я24Д2247

ЮＧＷわくわくフェスタ♪
日にち
内　容

Юお絵かき遊び
日にち
内　容

4月29日㈷～5月8日㈰※5月6日㈮は休園
みなどん大捜索、交通安全クイズ、
うまいものコーナー

毎月第2土曜日
地面にチョークで絵をかく

Л52Д9095　Я77Д4511

南公園

日　時
場　所
定　員

K☆STAR・Dance・Studio・Show！

4月17日㈰　13時～14時
岡崎城二の丸能楽堂
当日先着150人

城南亭　Л26Д1939　Я24Д2247

日　時
場　所
費　用

岡崎産のお抹茶で皐
さ

月
つき

を愛でる！

5月の土曜日　10時～16時
立礼席
一服450円（季節の和菓子付き）

●トレッドゴードマーケット／4月9日㈯　9時30分～15時
（荒天中止）
●金鳳亭メニュー「竹の子ごはん」／4月9日㈯～6月30
日㈭　11時～14時30分

●風工房　春草の寄せ植えと和のアクセサリー展／4月
12日㈫～17日㈰
●はるまつり／4月23日㈯・24日㈰　9時30分～15時
●手織物展／4月28日㈭～5月1日㈰
●手しごとグループ「紙ふうせん」／5月7日㈯・8日㈰

　※以下のイベントは雨天中止
●和太鼓かがり火公演／4月10日㈰　①11時30分②13時
●骨とう市／4月17日㈰　9時30分～13時
●てづくり市／5月1日㈰　9時30分～15時

Л45Д7230　Я45Д7458（月曜日休館）
奥殿陣屋

Л66Д6031　Я66Д6032

当日会場へ

当日会場へ

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
Ю盆栽講習会
日　時
内　容

①岡崎山草展／4月24日㈰～28日㈭
②岡崎緑風展／4月30日㈯～5月3日㈷
9時～17時（最終日は16時まで）
展示、相談コーナー

4月30日㈯、5月1日㈰　13時～15時
剪定、植え替え方法など（盆栽持参）

内　容
Ю第21回おもとを楽しむ会
日　時
Ю春の植木相談会
日　時

展示即売・栽培相談など

4月16日㈯・17日㈰　9時～16時（17日は15時まで）

4月23日㈯・24日㈰　9時～15時※詳しくは農
務課（Л23Д6199　Я23Д8970）へ。

Л46Д4700　Я46Д4701

おかざき農遊館

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22周年セール
日にち
内　容

4月9日㈯・10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22日㈮～24日㈰
地元農畜産物などを特別価格で販売

Л43Д0123　Я43Д0122

ふれあいドーム岡崎

&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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おかざき自然体験の森

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。

Л45Д5544　Я45Д5891（月曜日定休）
※4月1日から火曜日定休

申　込
Юさつま芋づくり体験「苗挿し」
日　時
Ю昔ながらの稲作体験（雨天中止。21日は雨天翌日）
時　間
内　容

4月22日㈮9時から電話で（先着）。

5月28日㈯　10時～12時（雨天翌日）

9時30分～12時
5月7日㈯／田起こし、カエルを探そう
　14日㈯／泥んこ遊びとドラム缶風呂
　15日㈰／代かきとドラム缶風呂
　21日㈯／田植え

ホタル学校
Л82Д3027　Я82Д3689（月曜日定休）

Юホタルマスターファミリー講座
日　時

対　象
申　込

Юホタル保護活動勉強会
日　時
申　込
Ю森ヶ嶺トレッキング（約8km）
日　時
定　員
申　込

5月15日、6月12日、7月17日、8月7日、9月
25日の日曜日（5回コース）
小中学生家族25人（抽選）
電話、ファクス、Eメール（shizentaiken@
city.okazaki.lg.jp）に、ページ上部の申込共通
項目と参加動機を記入し、〒444…8601　環
境政策課「ホタルマスターファミリー講座」係
へ。4月20日㈬必着

5月7日㈯　9時～12時
4月8日㈮から電話で。

5月29日㈰　9時～12時30分（雨天中止）
20人（先着）
4月8日㈮から電話で。

※4月1日から火曜日定休

申　込

Юちびっこ集まれ！どろんこ体験
日　時
対　象
Юスターウォッチング
日　時
定　員

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名
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19日㈭・20日㈮　10時～12時
未就園児親子各20人

5月21日㈯　19時～21時（雨天翌週）
10組

わんパーク
Л・Я82Д3511（火曜日定休）

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）、ファクスにページ上部の申
込共通項目と希望教室番号（複数可）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20日㈬
② 4月27日㈬
③ 5月11日㈬
④ 5月18日㈬
⑤ 5月25日㈬
⑥ 6月 1 日㈬
⑦ 6月15日㈬
⑧ 6月22日㈬

4月11日㈪

5月9日㈪

日にち 内　　　　容 応募締切
家庭菜園を始めるための基礎知識
キュウリ、トマト
ナス、ピーマン
スイカ、メロン
カボチャ、ズッキーニ、ツルムラサキ
サツマイモ、サトイモ
エンサイ、モロヘイヤ、オクラ
夏野菜の手入れと病害虫対策

Л46Д4490　Я46Д4465

農業支援センター
やさしい春夏野菜づくり教室

その他の自然体験イベント

日　時
場　所

日近の里　鯉のぼりあげ

4月17日㈰　10時～5月7日㈯
日近の里駐車場（桜形町）

環境政策課　Л23Д6921　Я23Д6536

内　容
申　込

援農ボランティアに登録しませんか？

農家での作業ボランティア
農務課（西庁舎地下1階）、農業支援センター
にある申込書（市ホームページから入手可）で。

農務課　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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ファミリーフェスタファミリーフェスタ
IN中総2022IN中総2022

岡崎中央総合公園　Л25Д7887　Я25Д5815

5月5日㈷ 10時～16時

✿風の道
　花壇づくり、フラワーマーケット、シャボン玉広場　など
✿体育館
　ボルダリング体験、ちびっこ体力測定、
　卓球・バドミントン体験　など
✿正面駐車場
　パトカー展示、起震車地震体験、
　ダウンヒルダービー、花火パフォーマンス　など
✿多目的広場
　アーチェリー体験、親子スポーツ体験、
　ペットボトルロケット　など

※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

他にも楽しい
イベント

盛りだくさん！

日にち
場 所
内 容

南公園　Л51Д4426　Я77Д5526

毎月第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

Л53Д3511　Я53Д3642 （月曜日休館）

Ю特別教室　母の日のプレゼント
日にち
内　容
費　用
申　込
Ю親子教室　紙で作る3Dフラワー
日　時
内　容

対　象
費　用
申　込
Ю臨時休館のお知らせ

4月9日㈯～5月8日㈰
母の日に贈るプレゼントを作る
100円～
期間中随時受付（小学3年生以下は保護者同伴）

4月17日㈰　13時～15時
段ボールで作ったフレームに色画用紙のお花を
立体的に飾る
小学生以下親子12組（先着）
400円
4月12日㈫10時から電話で。

4月18日㈪～22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

日 時
内 容
対　象
費　用
申　込

ごみ対策課　Л22Д1153　Я25Д8153

5月20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
足のサイズ11㎝以下の乳児各20人（抽選）
2,000円
はがき、ファクス（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　ごみ対策課
「ベビーメモリアル」係へ。市電子申請届出シ
ステムから申込可。4月25日㈪必着

ベビーメモリアル☆
赤ちゃんの足形をとろう！

動物総合センター　Л27Д0444　Я27Д0422

Юハニーハント
日　時
内　容
対　象
申　込
Ю写生会
日　時

対　象
持ち物
申　込

4月24日㈰、5月8日㈰　9時30分～12時
ミツバチについて学ぶ、採蜜体験
小学生親子各10組（抽選。1組3人まで）
4月1日㈮～14日㈭に市電子申請届出システムで。

4月29日㈷～5月5日㈷　9時～16時（受付は12
時まで）※5月2日㈪を除く。
中学生以下
画板、絵の具など※画用紙は支給
当日、動物総合センター1階受付へ。

東公園のイベント

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

●申込共通項目

市電子申請届出システム
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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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歳からの読み聞かせ
外国語の読み聞かせ
ストーリーテリングにおいでよ！
絵本のおはなし会
0・1・2おはなし会
おはなし・ほたる
おはなし・グーチョキパー
おはなしと紙しばいの会
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2金曜日（4・8月は休み）
第4金曜日
第1土曜日
第4金曜日

詳しくは、図書館ホームページで。

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

11：00～11：30
10：20～10：50

額田図書館 Л82Д2953

大平市民センター Л22Д0162
東部市民センター Л48Д2922
岩津市民センター Л45Д2512
矢作市民センター Л31Д3202
六ツ美市民センター Л43Д2510
岡崎げんき館情報ライブラリー Л21Д1017

家庭児童課　Л23Д7683　Я23Д6833

新生児聴覚検査費の補助を開始します

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。
1時間600円※市民税非課税世帯・生活保護世
帯のかたは無料
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。

対 象
費 用
申 込

令和4年4月1日以降に生まれたかた
補助上限額／5,000円
対象のかたには受診票を郵送※4月に出産され
たかたで受診票が届かない場合は問い合わせを。

産前産後ホームヘルプサービス

中央図書館　Л23Д3111　Я23Д3165

場　所
Юおはなしと紙しばいの会
日　時
内　容
Юころころくまさん おはなし会
日　時
内　容
対　象
Ю子ども図書館司書体験
日　時

対　象
申　込

図書館交流プラザ2階子ども図書室

4月14日㈭・18日㈪　16時～16時30分
絵本や紙芝居の読み聞かせ

4月16日㈯　14時30分～15時
絵本の読み聞かせ
3歳以上

4月23日㈯・24日㈰・29日㈷
①10時～12時②13時30分～15時30分
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）に右ページ上部の申込
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10
日㈰必着

子ども読書の日記念イベント

子育て支援室　Л23Д6150　Я23Д7279

令和4年4月～
児童扶養手当の額を改定します

全部支給（月額） 一部支給（月額）

児童が1人の
場合

43,160円
↓

43,070円

10,180円～43,150円
↓

10,160円～43,060円

児童が2人目
の加算額

10,190円
↓

10,170円

5,100円～10,180円
↓

5,090円～10,160円

児童が3人目
以降の加算額
（1人につき）

6,110円
↓

6,100円

3,060円～6,100円
↓

3,050円～6,090円

受 付

対 象

費 用

申 込

こども育成課　Л23Д6330　Я23Д7292

5月7日㈯　9時～　小学1～3年生（先着）
6月4日㈯　9時～　小学4～6年生（先着）
※対象のセンターは市ホームページで確認を。
※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
※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
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岡崎歯科医師会
Л21Д0501　Я25Д0741

●対象／市内在住の80歳以上（昭和18年3月31日以
前の生まれ）で20本以上の歯があり、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

健康増進課　Л23Д6715　Я23Д5071
月1回　14時～15時30分
岡崎げんき館
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

健康増進課　Л23Д6962　Я23Д5071
5月18日、6月1日・15日・29日、7月13日・27日、
8月10日・24日の水曜日（8回コース）
9時30分～12時30分
岡崎げんき館
講義、グループワーク、調理実習
食生活改善推進員として地域で活動できるかた
15人（抽選）
2,760円
はがき（〒444…8545）、ファクスに左ページ上部の
申込共通項目と年齢を記入し、健康増進課「食生活
改善推進員養成講座」係へ。4月22日㈮必着。市電
子申請届出システムから申込可

Ψ

Б

Φ

Θ

Λ

Ъ

Ж

食生活改善推進員養成講座
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（中町）
歯科医院での健診が困難な身体・知的障がい者（児
童通所支援を受けている年少～未就学児童を含む）
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
電話で岡崎歯科総合センター（Л21Д0501）へ。

Ψ

Б

Θ

Ч

Ж

令和4年度

身体・知的障がい者無料歯科健診

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（40・50・60・70歳のかた）
※口腔がん検診は有料（1,500円。岡崎歯科総合セン
ターで。50・60歳のかたのみ）
16歳以上（年1回）
受診券・歯ブラシ
受診券の申請は電話で岡崎歯科総合センター（月～
金曜日　9時～12時、13時～16時）へ。受診券受け
取り後、各歯科医院へ予約※40・50・60・70歳の
かたには5月末までに受診券を郵送。申請不要

Б

Φ

Θ

Ч

Ж

動物総合センター　Л27Д0444　Я27Д0422
犬の飼い主には、毎年原則4月1日～6月30日の間
に、飼い犬に狂犬病予防注射を受けさせる義務があ
ります。未登録の犬は、飼い始めた日から30日以内
に登録と注射が必要です。詳しくは動物総合セン
ターへ。
生後91日以上の犬の飼い主
狂犬病予防注射のお知らせはがき
※2月末までに登録が済んでいるかたへ郵送
集合注射の場合／登録済みの犬＝3,500円
　　　　　　　　未登録の犬＝6,500円

Φ

Θ

Ч

Ъ

狂犬病予防注射を受けさせましょう

：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ほけんだより
市電子申請届出システム
から申込可
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保健予防課
Л23Д6714　Я23Д6621

風しん抗体検査及び予防接種費の助成（一部）

詳しくは、
市ホームページで。

　妊娠初期に風しんにかかると、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
可能性があります。

4月1日㈮～令和5年3月31日㈮
▶抗体検査（無料）／①②に該当するかた（すでに抗
体検査・予防接種を受けたことがあるかた及び昭
　和37年4月2日～昭和54年4月1日に生まれた男性

※1

　を除く）

▶予防接種／抗体検査で風しんに対する免疫が十分
でないと判断された①②に該当するかた

Ψ

Θ

受診券の申請は直接または郵送で、〒444…8545
保健予防課へ。
自己負担額
麻しん風しん混合ワクチン＝5,100円
風しんワクチン＝3,400円
※市民税非課税世帯・生活保護世帯のかたは無料

Ж

Ъ

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
※風しんにかかったことのあるかた、妊娠中のかたを除く

※1　別に助成制度あり

健康増進課　Л23Д6639　Я23Д5071
5月12日㈭　14時～16時30分
下山小学校
ウォーキング（血圧測定・心拍数測定など）、座学
20歳以上20人（先着）
※当日の血圧が最小110㎜Hg以上または最大180㎜Hg
以上のかたは参加不可
4月12日㈫から電話で。

Ψ

Б

Φ

Θ

Ж

市長と歩こう！クアの道
～下山いやしの里山コース～

保健企画課　Л23Д6807　Я23Д5041
5月6日～6月3日の金曜日　9時20分～11時50分
（5回コース）
げんき館から東公園など各コースへウォーキング
35人（抽選）
1,000円（5回分）
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。4月25日㈪必着。岡崎
げんき館市民会議ホームページから申込可

Ψ

Φ

Λ

Ъ

Ж

岡崎げんき館市民会議
楽しい健康ウォーキング

健康増進課　Л23Д6639　Я23Д5071
4月1日㈮～
がんの治療に伴い、医療用ウィッグや乳房補整具な
どを購入したかた
詳しくは、電話または市ホームページで。

Ψ

Θ

Ж

がん患者への医療用ウィッグなど
購入費補助の対象を拡大します

保健予防課　Л23Д6714　Я23Д6621
平成9年4月2日～平成22年4月1日生まれ
の女性
詳しくは、市ホームページで。

Θ

Φ

子宮頸
けい

がん予防接種

Health Information
●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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長寿課　Л23Д6837　Я23Д6520

障がい福祉課　Л23Д6867　Я25Д7650
（精神障害者保健福祉手帳をお持ちのかたはЛ23Д7674）

位置情報検索サービス導入費等補助金

●補助額／上限10,000円（1人1回。通信料は自己負担）
●対　象／市内に住民登録があり、認知症高齢者等
見守りネットワークに登録済で次のいずれかの要
件を満たすかた（入院及び施設入所の場合を除く）
の家族など
　①40歳以上で要介護認定または要支援認定を受け
ているかた
　②市で申請した療育手帳または精神障害者保健福
祉手帳をお持ちのかた、児童通所支援受給者証の
交付を受けているかた

●申　込／長寿課（福祉会館1階）、障がい福祉課
（福祉会館1階）にある申請書（市ホームページか
ら入手可）に必要書類を添えて①長寿課②障がい
福祉課へ。詳しくは、市ホームページで確認を。

認知症や知的障がい、精神障がいなどにより行方不明となる恐れのあるかたに、
GPS機能を用いた位置情報検索サービスの導入費用を補助します。

日 時
場 所
対 象

認知症介護家族交流会

4月26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

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

4月19日㈫
10時30分～12時30分

大樹寺学区市民ホーム
（担当：さくら地域包括支援
　センター　☎73Д3377）

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13日㈬
9時30分～11時30分

オレンジカフェ
新居

オレンジカフェ
大樹

新居町公民館
（担当：真福地域包括支援
　センター　☎66Д2667）

4月18日㈪
10時45分～12時

物忘れの集い

日 時
場 所
内 容

申 込

4月12日㈫　13時30分～15時
ケアプランセンターそら色（錦町）
物忘れに不安があることを当事者同士で話し、
前向きに生活するヒントを得る
詳しくは、ケアプランセンターそら色（Л83
Д5514）へ。

時　間
対　象
申　込

寺子屋☆脳きらり

①東部市民センター＝4月15日㈮
②南部市民センター分館＝4月26日㈫、5月10日㈫
③図書館交流プラザ3階302＝4月28日㈭、5月12日㈭

10時～11時30分
65歳以上各15人（先着）
①②＝4月7日㈭、③＝4月12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

認知症サポーター養成講座

日 時
場 所
定 員
申 込

4月27日㈬　13時30分～15時
福祉会館
40人（先着）
4月13日㈬から電話で長寿課へ。

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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日時／4月23日㈯
　　　10時30分～12時30分
内容／色画用紙を使ってオリジナルの
　　　絵を作る
対象／6歳以上親子20組（大人1人での参加可）
講師／駒形克己氏（造本作家・デザイナー）
費用／1人500円
申込／4月8日㈮10時から電話で（先着）。

ひとつがふたつ

駒 形 克 己

4月23日㈯～6月26日㈰

Л53Д3511　Я53Д3642

9時～17時（入館は16時30分まで）
休館日／月曜日（5月2日は開館）、5月6日㈮
入館料／一般（高校生以上）600円
　　　　小中学生100円
※市内小中学生、各種障がい者手帳所持者
　と介助者1人無料（各種手帳を提示）

駒
形
克
己
氏
の
絵
本
の
世
界
を
立
体
的
に
再
現

ワークショップ

時　間 10時～18時（入館は17時30分まで。最終日は
早めに終了）

●環美会展（絵画）●渡邉正秀米寿記念展（絵画）●き
つつき木彫展 in 岡崎●第58回美協展（総合）●源氏物語
貝合せ展（工芸）●第46回方寸会展（書・篆

てん
刻）●第23

回井
い
土
ど
英
ひで
世
よ
志
し
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。

三河武士のやかた家康館企画展
「伝説の神獣 龍」
Л24Д2204　Я24Д2247

期　間

入館料

Ю学芸員による企画展講座
日　時
定　員
申　込

4月23日㈯～6月12日㈰
9時～17時（入館は16時30分まで）
大人（中学生以上）360円、小人（5歳以上）200円
※市内中学生以下、65歳以上、各種障がい者
手帳所持者と介助者1人無料（各種手帳を提示）

6月5日㈰　13時30分～15時30分
20人（先着）
4月29日㈷9時から電話で。

美術博物館
名取春仙　役者を描く
Л28Д5000　Я28Д5005（月曜日休館）

期　間

入館料

Юスペシャルレクチャー
日　時
講　師
Юギャラリートーク
日　時
Юワークショップ「かさねおしスタンプでプチ版画体験」
日　時

4月9日㈯～5月15日㈰
10時～17時
（入館は16時30分まで）
一般（高校生以上）500円
※各種障がい者手帳所持者
　と介助者1人無料（各種手帳を提示）

5月1日㈰　14時～15時
南アルプス市立美術館学芸員　矢野晴代氏

5月3日㈷　14時～15時

期間中随時

関連イベント

関連イベント

Л72Д5111　Я72Д5110

Юクローズアップおかざき
　アンサンブル天下統一2022
日　時
出　演

チケット

Юアンサンブル・アカデミー受講者募集
日　時
定　員
申　込

6月5日㈰　15時
アンサンブル天下統一、
鍵
かぎ
冨
とみ
弦太郎、加藤大輔、

矢部優典
一般3,500円、学生（25歳以下）2,000円（全席指定）
シビックセンターへ直接または電話、ホーム
ページで。

8月8日㈪～13日㈯
10組程度（選考）
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

シビックセンター・コロネット

©ノザワヒロミチ

名取春仙
《春仙似顔集追加　十五代目
　市村羽左衛門　助六》
岡崎市美術博物館蔵

東海道名所図会 巻之三（部分）/当館（岡崎市）蔵

Art & Culture 芸術＆文化展覧会やコンサート・催しなどに
関する情報をお届けします。
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音楽の美しさや楽しさを感じよう！
「こどものためのコンサート」

3月6日㈰

篠﨑　玲
れい

花
か

ちゃん
大好きな曲を聴けて、とても
うれしかった。

参加者の声
森口　寛己さん
良い展開、良い形で逃げ切れました。
1位になれてうれしいです！

参加者の声

大迫力の走りで魅せる！
「KINAN  AACA  CUP」

2月27日㈰

ひろ　き

冬の自然を発見したよ！
「おやこで森あそび～自然観察会～」

2月26日㈯

杉浦　煌明くん
赤ガエルの卵をはじめて見た！
楽しかった！

参加者の声こうめい

SDGsを身近に感じて
「光ヶ丘プリズムフォトスポット」

2月26日㈯

光ヶ丘女子高等学校卒業生
曽我部　小春さん（左）・林　真衣さん（右）
気軽にできるSDGsを紹介した
くじ引きも人気でした。

参加者の声

そ　が　べ

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

Mayor’s Column市
コ ラ ム
長

　緩和ケアは、がん治療の「終末期」。このように思われるかたが多いのではないでしょうか。
がんと診断された直後から受けることができ、身体的なケアだけでなく様々な悩みを含め心のケア
をするのが緩和ケアです。市民病院に緩和ケア病棟（20床）が整備されてから1年が経ちました。
温かみのある木目調のフロアで、ファミリーキッチンやラウンジなどご家族とくつろいで過ごせる
環境が整っています。ラウンジにはピアノもあり演奏会が開かれることも。抗がん剤治療を受けて
いない患者さんが対象で、ご家族の介護疲れなど自宅での生活が難しくなった場合や症状のコント
ロール、在宅療養準備のための一時的な入院も可能です。
　二人に一人はがんになる時代。一人ひとりの想いを大切に、患者さんとそのご家族に寄り添って、
その人らしい生活を送ることができるようにお手伝いをしています。当院のがん相談支援センター
やがんサポート外来にご相談ください。

緩和ケアは、その人らしく。

▲演技中の石川さんとパートナーの
　アルビン

　馬場馬術競技とは、人馬一体となった演技の正確さや
美しさを競うもので、馬が様々なステップを踏んだり、
図形を描いたりします。石川さんは、昨年開催された高
校生馬場馬術の全国大会2部門で優勝・3位と好成績を
収めました。
　初めて馬に乗ったのは、小学2年生の夏休み。乗馬体
験に通ううちに、馬術の魅力に引き込まれ、競技の練習
を始めるまでになりました。
　馬場馬術は馬とのコミュニケーションがとても大切な

競技。日々のトレーニ
ングはもちろん、大会
当日まで馬との接し方
に注意を払います。
パートナーの2頭の馬
のうち1頭は感情がわ
かりやすい馬。大会で

は緊張することも多く、リラックスする運動を取り入れ
るなど本番直前まで密にコミュニケーションを取りま
す。もう1頭は落ち着きのある馬で、本番前はあまり関
わらないようにするなど、馬の性格に合わせて接してい
るそうです。
　コロナ禍で多くの大会が中止となり、実践経験を積め
ない中、全国大会で好成績を収められたのは、イメージ
トレーニングの積み重ねの結果だと話します。馬に乗れ
ない時間も、頭の中で演技を繰り返すことで、馬が急ぎ
そうな場面などに気づき、本番では落ち着いて臨むこと
ができたそうです。
　「馬場馬術は“魅せる競技”。審判員だけでなく観客の
皆さんにも完璧な演技を見せたい！」と力強く話す石川
さん。今年は、ジュニアライダーとして出場できる最後
の年。必ず良い成績を収め、ヤングライダーへのステッ
プアップに弾みをつけたいと意気込みます。

岡崎城西高等学校3年生
第6回全日本高校生自馬選手権大会
・FEIジュニアライダー個人競技馬場馬術課目2009　優勝
・JEF馬場馬術競技L1課目2013　3位

◆いしかわ　はやと さん

馬場馬術競技大会で全国優勝！

石川　隼　さん

Story
わたし物語
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岡崎城　Л22Д2122　Я22Д2201 商工労政課　Л23Д6287　Я23Д6213

in岡崎
三菱カーフェスティバル

2022 春～消えた設計図の謎～

4月29日㈷～6月12日㈰
9時～15時
体験型謎解きゲーム（所要時間：約2時間）
岡崎城または三河武士のやかた家康館で
「参加キット」を購入 PHEV車両の展示や試乗、

4WD登坂キット体験会、
世界ラリー選手権ブース、キッチンカーなど

●参加費／700円
　（岡崎城、三河武士のやかた家康館の入館料が別途必要）

岡崎戦国謎解きゲーム

岡崎公園 4月17日㈰ 10時～16時
乙川河川敷殿橋下流右岸

雨天中止

4月24日㈰
6月 4日㈯
7月10日㈰
8月21日㈰

10月 2 日㈰
10月30日㈰

2月19日㈰

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

南部市民センター

大平市民センター

日にち 場　　所

1月15日㈰
令和5年

市長と話そう
まちづくりエリアミーティング
広報課　Л23Д6033　Я23Д6950
Ψ 10時～（受付は9時30分から）
Φ市政全般についての意見交換会
Ж当日会場へ。

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10日㈫　10時～12時
Б総合学習センター
Ж 4月28日㈭までに電話で。

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23日㈯　①9時30分～12時30
分②14時～17時（当日会場へ。
入退場自由）

Б竜美丘会館
Φ企業約60社とブース形式で面談
Θ 大学生・短大生・専門学生（令和

5年卒）、既卒者（卒業
　後3年未満）、中途求職
　者（おおむね45歳未満）
　など

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27日㈮　①9時～12時②13時
～16時

Φ 溶けたリサイクルガラスで花器を
作る

Θ 15歳以上各6人（抽選）
Ъ 1,500円
Ж はがき、ファクス（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　ごみ対
策課「ガラス工芸一日体験」係
へ。市電子申請届出システムから
申込可。4月25日㈪必着

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8日㈰　9時～12時30分
Б消防本部
Θ 受講後援助会員として活動できる
かた10人（先着）

Ж 4月7日㈭～22日㈮に電話で。

令和4年度　前期図書館講座
中央図書館　Л23Д3111

Я23Д3165
Б図書館交流プラザ
Λ各20人（先着）
Ж 4月8日㈮9時から直接または電話
で。図書館ホームページから申込可

Юストーリーテリングにおいでよ！
　ボランティア養成講座
Ψ 5月20日㈮、6月3日㈮・17日㈮

10時～11時30分（3回コース）
Юブックスタートボランティア養成講座
Ψ 6月14日㈫・28日㈫、7月12日㈫

10時～12時（3回コース）

Event & Lectures
催し・講座

市電子申請届出システム
から申込可 Information
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●催し・講座………P22
●となりのトコロ…P23
●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

龍北総合運動場
Л46Д3261　Я46Д3285（水曜日定休）

岡崎中央総合公園スポーツデー
Л25Д7887　Я25Д5815

日　時

内　容
対　象
申　込

①4月20日②5月18日③6月22日の水曜日
9時30分～11時
①健康ウォーキング②青空フィットネス③太極拳
小学生以上各20人（抽選）
直接またははがき、ファクスにページ上部の
申込共通項目と希望日を記入し、〒444…0002
高隆寺町字峠1番地　岡崎中央総合公園「ス
ポーツデー」係へ。各開催日の7日前必着

スポーツ協会 Л53Д7644　Я54Д7097

日　時
場　所

日　時
場　所

内　容
対　象
申　込

Юスポーツボランティア募集

5月8日㈰　9時
岡崎中央総合公園多目的広場

5月8日㈰　9時30分
岡崎中央総合公園体育館

各種スポーツイベント・教室などの補助
15歳以上（中学生不可）
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。

教　室　名日にち 時　間
4月19日㈫

26日㈫
4月22日㈮

29日㈷

ランニングフォーム改善教室
エクササイズ＆ランニング教室

マラソン教室

10時～11時30分
19時～20時10分

19時～20時30分

イベント名 開催時間／対象・定員 受講料

9時～10時／100人

10時30分～12時
18歳以上50人

①13時30分～15時15分
　／小学1～3年生親子
②15時30分～17時15分
　／小学4年生以上

グッドモーニングヨガ
withジャズ
トヨタ自動車　陸上長距離部OB
　×
マラソンクリニック

ウォーキングサッカー
体験会

中学生以上
500円

1,000円

500円

日にち　5月14日㈯
申　込　4月7日㈭9時から直接またはホームページで（先着）。

Ю春のランニング教室無料体験会

Ю春のスポーツまつり（雨天中止） Ю春の市民ラグビー祭り

対　象　18歳以上
申　込　開催日の前日までに直接または電話、ホームページで。

詳しくは電話または龍北総合運動場ホームページで。

Ю市民ソフトバレーボール大会

スポーツイベント

4月14日㈭
4月21日㈭
4月28日㈭
5月12日㈭
5月19日㈭
5月26日㈭
6月23日㈭
6月30日㈭

岩津市民センター
六ツ美市民センター
東部地域交流センター
大平市民センター
南部市民センター
図書館交流プラザ
西部地域交流センター
額田センター

日にち 場　　所

環境を考える会
ゼロカーボンシティ推進課
Л23Д6401　Я23Д6536

Ψ 19時～20時30分
Φ 脱炭素社会の実現、ごみ減量に関
する事業説明と意見交換

Ж 当日会場へ。詳しくは
　 市ホームページで。

障がいのあるかたのためのイベント
友愛の家　Л21Д8077

Я64Д7999
Ж 4月8日㈮から直接または電話、ファ
クスで（先着）。

Юゆうあいレクリエーションボッチャ大会
　春の陣
Ψ 4月29日㈷　10時～12時
Λ 8組（1組3人）

Юこども映画上映会
Ψ 4月30日㈯　11時～13時
Λ 30人

おかざき＆マザーズ
おしごと相談室（就活スタート編）
多様性社会推進課　Л23Д6222

Я23Д6626
Ψ 5月19日㈭　10時～12時
Б図書館交流プラザ
Φ 女性の仕事選びや自己理解の支
援、個別相談会

Λ 10人（抽選）
Ж 5月10日㈫までに市電子申請届出
システムで。生後6カ月以上未就
学児の託児あり。

史跡八橋かきつばたまつり
（知立市）

知立市観光協会
Л0566Д83Д1111

Ψ 4月22日㈮～5月17日㈫
Б 八橋かきつばた園（八橋町。名鉄
三河八橋駅から徒歩8分）

Φ 期間中フォトコンテストを実施。
21時まで夜間照明あり。

人形小路花まつり（高浜市）
人形小路の会事務局
Л0566Д53Д2603

Ψ 5月6日㈮～8日㈰
Б 名鉄吉浜駅前人形小路、柳池院、
宝満寺

Φ 県指定無形文化財「吉浜細工人
形」を展示

Vicinity Towns
となりのトコロ

●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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小論文テーマ「子ども・女性・高齢者を犯罪から守る取り組み」
防犯交通安全課（東庁舎3階）　Л23Д6015　Я23Д6570

①第6次岡崎市防犯活動行動計画策定委員

小論文テーマ「岡崎市の生涯学習について」
生涯学習課（図書館交流プラザ内）　Л23Д3110　Я23Д3165

②生涯学習推進委員会委員

小論文テーマ「図書館について思うこと」
中央図書館（図書館交流プラザ内）　Л23Д3103　Я23Д3165

③図書館協議会委員

委員募集

小論文テーマ「岡崎市の学校給食に期待すること」
教育政策課（福祉会館4階）　Л23Д6863　Я23Д6558

④学校給食センター運営委員会委員

内容／会議に出席し意見を述べる。報酬あり
任期／①1年 ②～④2年
対象／①～③市内在住・在勤・在学の18歳以上

④任期中子どもが市立小中学校に通って
いる市内在住のかた（選考。他の審議会
委員との重複は二つまで）

定員／各2人程度
申込／履歴書と小論文（800字程度）を直接また

は郵送（①④〒444…8601、②③〒444

…0059）で各担当へ。①4月20日㈬②③
4月30日㈯④5月13日㈮必着

岡崎市民病院　職員募集
総務課　Л66Д7012　Я25Д2913
Θ 昭和38年4月2日以降に生まれた
有資格者または令和4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21日㈭消印有効

Ю看護師、助産師
　（令和4年10月・令和5年度採用）
Ψ 試験日／5月14日㈯＝作文・適性
検査、5月21日㈯＝面接試験

Λ 80人程度
Ю薬剤師（令和5年度採用）
Ψ 試験日／5月14日㈯＝専門試験・
作文・適性検査、5月21日㈯＝面
接試験

Λ 4人程度

岡崎げんき館
「自慢のペット」写真募集

Л21Д1230　Я21Д1278
Φ 3MB以上。JPEG形式。1人1作品
※入選作品は館外壁面に展示

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。詳しく
は、館内のチラシで。

水環境調査ボランティア募集
環境保全課　Л23Д6194

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。

市営住宅の公開抽選による
入居者募集

岡崎市営住宅管理センター
Л23Д6320　Я23Д6821

Φ 若松荘5戸、五位原荘（大平町）3
戸、東山荘（宇頭町）4戸、伊賀
山住宅1戸、土井住宅2戸、五本
松住宅（美合町）2戸※五本松住
宅は車いす専用

Ж 4月13日㈬までに岡崎市営住宅管
理センター（西庁舎1階）へ。

　 ※入居は6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。

図書館雑誌スポンサーの募集
中央図書館　Л23Д3103

Я23Д3165
Φ 図書館で購入している雑誌の費用
を負担いただくと、雑誌の最新号
カバー及び雑誌架に広告を掲載で
きます。

Θ 企業・店舗・商店などの団体、個
人事業主

Ъ雑誌購入費
Ж 随時。詳しくは電話または図書
館ホームページで。

自衛官募集
総務文書課　Л23Д6039

Я23Д6013
Ю自衛官候補生＝年間を通じて募集
Θ 18歳～32歳
Ю予備自衛官補＝4月8日㈮まで
Θ▶一般公募／18歳～33歳
　 ▶技能公募／18歳以上で保有す
る技能に応じ52歳～54歳まで

Ж 詳しくは、自治体愛知地方協力本
部ホームページまたは自衛隊出張
所（Л58Д0095）へ。

令和4年度採用
会計年度任用職員（一般事務補助）
登録者募集
人事課　Л23Д6002　Я23Д6546
Φ 市役所（出先機関を含む）での経
理、窓口対応、文書作成、軽作業
などの事務の補助

Ж 12月23日㈮まで（随時）。詳しく
は、市政情報コーナー（西庁舎1
階）、人事課（東庁舎6階）にあ
る募集案内（市ホームページから
入手可）で。

Wanted
募　集

Information
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●開館時間／9時～16時（入館無料・駐車場6台）
●休 館 日／月曜日（月曜日が祝日の場合は翌日）、
　　　　　　年末年始
●場　　所／本宿町字一里山42番地9
●内　　容／資料展示、施設見学

社会教育課　Л23Д6177　Я23Д6643

昭和3年に竣工した額田郡本宿村三代目の役場庁舎は、昭和30年の合併後も活用され、平成20年
に解体されました。東部地域を象徴する貴重な近代化遺産として、復原工事を行いました。

「旧本宿村役場」開館
4月13日㈬　13時～

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（郵送可）。

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。

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16,590円に改定されます。令
和4年度分の納付案内書は、4月
上旬に日本年金機構から郵送され
ます。

介護保険施設の整備事業者
募集要項の公表

介護保険課　Л23Д6646
Я23Д6520

Φ 認知症対応型共同生活介護（認知
症高齢者グループホーム）／1施
設。定員18人

Ж 受付期間／7月1日㈮～8月12日
㈮。詳しくは、市ホームページで。

視聴覚機材・教材を
貸し出しています
視聴覚ライブラリー　Л23Д6789

Я23Д6794
Φ プロジェクター・スクリーン・放
送機器・16㎜映写機などの機材
や教育用ＤＶＤ・ビデオ・16㎜映
画などの教材を貸し出していま
す。初回利用時には団体登録が必
要です。

ひとり親家庭のかたへ
高等職業訓練促進給付金

子育て支援室　Л23Д6769
Я23Д7279

Φ 就業に有利な看護師（准看含む）、
介護福祉士、保育士、理学療法
士、作業療法士などを目指して養
成機関で修業する場合、対象資格
の取得が見込まれるかたに支給し
ます。

Θ ひとり親家庭の父または母で、児
童扶養手当の支給を受けているか
同様の所得水準のかた

Ж 子育て支援室（東庁舎1階）へ直接
（要事前相談）。

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。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。

Life & Support
暮らし
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世界自閉症啓発デー 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。
※岡崎城は桜まつり期間中、毎日実施

▼ 発達に関する相談はこちら

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　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　Л23Д6715（電話予約のみ）●大人の発達障がいに関する相談

岡崎城・殿橋・明代橋を
ブルーにライトアップします

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・健康票・介護
票＝6月2日㈭②所得票・貯蓄票
＝7月14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
象世帯を訪問します。

Θ 令和2年の国勢調査区から無作為抽
出した5地区、約250世帯※詳しくは
①保健企画課②地域福祉課へ。

火災予防関係手続きの
電子申請受付を開始します
予防課　Л21Д9859　Я21Д9821
Φ 消防本部への申請・届出が市電子
申請届出システムからできるように
なりました。対象の手続

　きは、市ホームページで。

令和4年度　食品衛生監視指導
計画を策定しました

保健衛生課　Л23Д6068
Я23Д6621

Φ 「食」の安全を確保するため、食
品衛生監視指導計画を策定しまし
た。計画書は保健衛生課（岡崎げ
んき館2階）、市ホームページで
閲覧できます。

固定資産評価額（土地・家屋）の縦覧
資産税課　Л23Д6107

Я23Д6096
Ψ 4月1日㈮～5月2日㈪　8時30分
～17時15分（閉庁日は除く）

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

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

Ч運転免許証・保険証など

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
被害に特に注意が必要です。▶玄
関や窓の施錠を徹底！▶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、警報
機など、音と光で泥棒を寄せ付け
ない対策を！▶長期不在時は新聞
や郵送物の配達を停止するなど、
留守を悟られないように！

西三河都市計画の案の縦覧
拠点整備課　Л23Д6452

Я23Д6535
Ψ 4月8日㈮～22日㈮　8時30分～

17時15分（閉庁日は除く）
Б拠点整備課（西庁舎4階）
Φ ①西三河都市計画道路の変更（岡

崎西尾線）②西三河都市計画交通
広場の変更（東岡崎駅交通広場）
③西三河都市計画高度利用地区の
変更④西三河都市計画第一種市街
地再開発事業の決定（東岡崎駅北
口地区）。意見のあるかたは、期
間中、市へ意見書を提出できます
（郵送または持参）。

西三河都市計画道路の
変更認可の縦覧

道路建設課　Л23Д6237
Я23Д6925

Φ 西三河都市計画道路事業岡崎環状
線及び国道1号線の事業計画の変
更（期間延長）が認可されまし
た。道路建設課（西庁舎3階）で
関係図書を縦覧できます。

西三河都市計画公園・緑地の変更
公園緑地課　Л23Д6717

Я23Д6559
Φ 西三河都市計画公園・緑地（戸崎
公園・稲熊緑地）を3月18日付け
で変更しました。詳しくは、公園
緑地課（西庁舎4階）にある関係
図書で確認できます。

風致地区の地形図更新
公園緑地課　Л23Д6717

Я23Д6559
Φ 地形の変更に伴い、西三河都市計
画風致地区（甲山）を3月18日付
けで変更しました。詳しくは、公
園緑地課（西庁舎4階）にある関
係図書で確認できます。

Life & Support
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対　象／市の無料耐震診断を受けた判定値1.0未満の住宅
補助額／耐震改修費の80%（上限100万円）

対　象／次の全てに該当する住宅
　　　　①昭和56年5月以前に着工
　　　　②2階建て以下の木造の在来軸組工法または伝統工法
　　　　③専用住宅・併用住宅・長屋・共同住宅（借家を含む）のいずれか
　　　　※敷地が道路に接していない場合は要相談

❶耐震改修費補助　判定値1.0以上（0.3以上加算）に改修

対　象／3月までに市の無料耐震診断を受けた判定値1.0未満の住宅
補助額／除却費の23％（上限20万円）

❷除却費補助　住宅1棟すべてを除却

対　象／市の無料耐震診断の判定値が0.4以下で、高齢者または障がい者が居住する住宅
補助額／耐震シェルター＝上限30万円、防災ベッド＝上限20万円

❸耐震シェルター、防災ベッド設置費補助　県認定のものを設置

申　込
12月28日㈬までに住環境整備課
（西庁舎1階）にある申請書で。
申請前に着手したものは対象外。
詳しくは電話で。

申　込
住環境整備課（西庁舎1階）、
各支所にある申込書で。
市ホームページから申込可

対策費補助

無料耐震診断

木造住宅の無料耐震診断・対策費補助 住環境整備課　Л23Д6709
Я23Д7528

お！かざき農業お届けメール
農務課　Л23Д6199　Я23Д8970
Φ 市内の旬な農林産物や農業に関す
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。登録は下のコードを読み取る
か、Eメールアドレス（t-okaza

　 ki-nougyou@sg-m.jp）
　 へ空メールを送信して
　 ください。

特定生産緑地指定に関する
申出内容変更等の最終受付について

都市計画課　Л23Д6258
Я23Д6514

Φ 次に該当するかたは、5月31日㈫
までに書類の再提出などが必要で
す。①意向に変更がある②相続な
どにより所有者に変更がある③未
提出。詳しくは都市計画課へ。

若者おいでんクラブは終了しました
商工労政課　Л23Д6215

Я23Д6213
Φ 若者の就労準備をサポートしてき

た「若者おいでんクラブ」は3月
末をもって終了しました。4月以
降の就労準備に関する相談はふく
し相談課（福祉会館1階。Л23Д
6292）、困難を抱える若者の相談
は若者サポートセンター（福祉会
館1階。Л64Д6665）へ。

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、図書館交流プラザなど

Φ 保育園や小中学校などの緑化に役
立てられます。

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
▶大河内克彦▶絵本作家のぶみクラ
ウドファンディング実行委員会▶大
樹寺学区総代会▶株式会社三菱ＵＦ
Ｊ銀行岡崎支店▶岡崎市役所従業員
労働組合

籠田公園及び篭田公園地下駐車場の
指定管理者が変わります

公園緑地課　Л23Д7406
Я23Д6559

都市施設課　Л23Д7240
Я23Д6676

Φ 4月1日から「ホーメックス・三
菱地所・三菱地所パークス共同
体」が籠田公園及び篭田公園地下
駐車場の指定管理者と

　なります。詳しくは、
　ホームページで。

市街化調整区域の
ケーブルテレビ光化工事完了

情報システム課　Л23Д6727 
Я27Д1322

Φ 大平、東部、六ツ美地域の市街化
調整区域で、CATVの光サービス
が利用できるようになりました。
旧設備は令和5年度末に撤去を予
定しています。契約変更手続きな
どが必要なかたにはミクスネット
ワーク㈱からご案内します。詳し
くは、ミクスネットワーク㈱（Л
0120Д345739）へ。
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4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2

5 月 2 日㈪
5月31日㈫
6月30日㈭
8月 1 日㈪
8月31日㈬
9月30日㈮
10月31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。令和4年度納期限

国民健康保険の異動届は14日以内に
Φ 国民健康保険に加入する場合は、職場の健康保険を脱退した日から国民健康保険に加入しなければなりません。届出が
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る必要があります。

　 職場の健康保険に加入したときは、国民健康保険から離脱する届出が必要です。職場の健康保険加入日以降に国民健康
保険証を使った場合は、国保が負担した医療費の返還義務があります。

Ж届出窓口／①市民課・国保年金課（東庁舎1階）または各支所②国保年金課または各支所

国保年金課　Л23Д6167　Я27Д1160

・
異
動
者
と
世
帯
主
の
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
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
職場の健康保険を脱退したとき
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

保険証を無くしたとき
保険証が汚れたり破れたりして使えなくなったとき

※別世帯のかたが手続きする場合は委任状が必要

①

②

①

②

①

②

職場の健康保険証または国保の保険証

転出証明書（コピー可）、パスポート（海外からの転入の場合）

職場の健康保険を脱退した日付や扶養家族からはずれた
日付が分かるもの（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、
学生用の保険証が必要なとき

国保の保険証

国保の保険証

国保の保険証、葬祭費申請書類（喪主の預金通帳、会葬礼状
または葬儀費用の領収書など喪主であることが確認できる書類）

共通

西三河都市計画矢作地区計画の決定
都市計画課　Л23Д6258

Я23Д6514
Φ 3月3日付けで、都市計画の決定
を行いました（市決定。矢作町三
区・四区）。詳しくは、都市計画
課（西庁舎1階）にある関係図書
で確認できます。

鳥獣害対策に対する補助制度
中山間政策課　Л23Д6702

Я23Д8970
Φ ①鳥獣被害から農林産物を守るた
めの資材や捕獲檻の購入にかかる
経費②狩猟免許取得にかかる経費

Ъ 補助額＝①対象資材費の2分の1
以内②対象経費の9割以内（上限
あり）

Ж 詳しくは電話または市ホームペー
ジで。

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。
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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

男性相談（電話）※DV含む

ＬＧＢＴ相談（電話）

若者相談

相談先が分からない福祉相談

10：00～17：00

8：30～17：15

13：30～14：20
14：30～15：20

8：30～17：15

8：30～17：00

10：30～16：30

14：00～16：00

17：00～20：00

17：00～21：00

8：30～17：15

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

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

月～金曜日

岡崎げんき館

商工労政課

家庭児童課

ふくし相談課

若者サポートセンター

健康増進課
Л23Д6084　Я23Д5071

健康増進課Л23Д6639　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

医師

保健師など

電話・面接

法律（女性のみ）

DV相談
女性相談

申込時に決定

申込時に決定

　　　 一般・栄養・歯科

精神保健福祉

依存症

月～金曜日

5/27㈮

随時

5/20㈮

4/22㈮

5/11㈬

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
（融資）Л23Д6214
（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

社会福祉協議会Л64Д6665

ふくし相談課Л23Д6774

第1・第3水曜日
第2・第4金曜日

健康

不妊・不育

難病医療（膠原病）
こうげんびょう

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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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　☎23Д6028

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

■ハングル講座　基礎から応用まで（全15回）
4月～7月▶火曜日＝①13時10分②14
時40分③19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）。電話で申込。
詳しくはホームページで。
李ヨンスンハングル教室
李Л080Д3649Д9625

■スプリングフェア
4月16日㈯　12時～15時。桜城橋、
乙川河川緑地。お抹茶、ステージイベ
ント、縁日体験など。当日会場へ。岡
崎南ライオンズクラブ事務局Л64Д
9520

■セミナー　未来を作るオーガニック給食
4月17日㈰　14時30分～16時。図書
館交流プラザ。当日会場へ。EMひろ
ば岡崎　佐藤Л21Д1746

■リトミック英語　体験会
4月20日㈬、5月4日㈷　10時30分。
松本バレエスタジオ（緑丘）。2～4歳。
1回500円。Eメール（info@ballet
mm.com）で申込。M＆A松本バレエ
スタジオ　青山Л090Д7024Д0112

■インボイス制度説明会　登録申請相談会
▶インボイス制度説明会＝4月21日㈭、
5月24日㈫、6月22日㈬　①10時30分
②13時30分▶登録申請相談会＝5月18
日㈬、6月15日㈬　13時30分。個人
事業者▶共通＝岡崎合同庁舎（羽根
町）。各日前日までに電話で申込。詳
しくはホームページで。
岡崎税務署個人課税部門
Л58Д6514

■大人と子どものそろばん講座
▶大人＝10時。月2,500円▶小学生以
上親子＝①10時②11時。1組月3,500
円▶共通＝毎週土曜日。岡崎商工会議
所。電話で申込。日本珠算連盟岡崎協
議会　鈴木Л090Д9915Д3177

■春まつり　ミュージックフェスティバル2022
4月23日㈯・24日㈰　10時～15時30
分。籠田公園。当日会場へ。春まつり
実行委員会　佐谷Л090Д7612Д6546

■不動産鑑定士による無料相談会
4月23日㈯　①10時②13時。岡崎市
民会館。4月20日㈬までに電話で申
込。県不動産鑑定士協会　鈴木Л052
Д241Д6636

■ヨガ＆ピラティス教室
4月24日㈰　10時。北部地域交流セン
ター。20歳以上女性。1,500円。電話
で申込。日本能力開発推進協会　山本
Л080Д4306Д1719

■青木川に鯉のぼりを揚げる
4月24日㈰～5月8日㈰。常磐東小学校
前。鯉のぼりの提供も募集。青木川の
鯉のぼりの会　鈴木Л46Д2638

■マンスリーイングリッシュサロン　～英語で母国を紹介～（全3回）
▶5月8日㈰＝ロシア▶6月5日㈰＝マ
レーシア▶7月3日㈰＝フランス▶共
通＝10時。図書館交流プラザ。1,500
円（3回分）。4月30日㈯までにEメー
ル（ohta7483@yahoo.co.jp）で申
込。詳しくはホームページ
で。人材育成部会　太田
Л080Д6912Д4536

■子育てセミナー＆写真展
▶セミナー＝5月10日㈫　10時。北部
地域交流センター。0～6歳児の親。
1,000円（託児1人500円）。Eメール
（ info@morinko.jp）で申込▶写真
展＝5月3日㈷～12日㈭。図書館交流
プラザ。当日会場へ。協育NPO母里
ん子岡崎部　小池Л090Д4498Д
2783

■ 0～3歳のためのコンサート「寿
ほぎ

歌
うた

」
5月14日㈯　11時。甲山会館。電話、
Eメール（okazakioyako@hotmail.
co.jp）で申込。子育ての会
おやこ劇場　伊藤
Л090Д3424Д0851

■ DIYクリエイター
　インテリアデザイナー講演会
5月15日㈰　11時。岡崎女子大学・岡
崎女子短期大学。4月28日㈭までに電
話で申込。さかみちの会　佐藤Л28Д
3317

■はじめてみる子どもと大人のための　野村万作・野村萬斎狂言会
6月5日㈰　14時。幸田町民会館。5歳
以上。S席＝6,500円、A席＝5,500円。
4月24日㈰から電話で申込。親子文化
を育てる会　平野Л62Д2390

■シニアのための　ラウンドダンス・スクエアダンス
▶毎週木曜日　13時30分。城南学区
市民ホーム▶第2・第4月曜日　9時30
分。市民会館リハーサル室▶共通＝月
1,000円。当日会場へ。ひよっこ岡崎
太田Л090Д3381Д3361

■からだを整えるヨーガ
毎週水・土曜日　10時。戸崎神明宮。
4回4,500円。電話、Eメール（oka
zaki.kensinkai@gmail.com）で申込。
健身の会　林Л080Д7992Д3901

■ジャパンタイムズ時事英語学習会
毎週土曜日　9時。せきれいホール。
月8,000円。電話で申込。杉浦Л080
Д1593Д4362

■生涯学習サークル “きらり” 講座
▶キッズイングリッシュ＝9時30分。
就園児。1回800円▶骨盤調整ヨガ＝
10時40分。1回1,000円▶薬に頼らな
い健康な体作り＝13時。1回3,000円
▶共通＝4月24日、5月22日、6月26
日、7月31日、8月28日の日曜日。図
書館交流プラザ。電話で申込。土屋Л
080Д1551Д1967

も　り

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す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。

岡崎市民病院（高隆寺）☎21-8111 高度な専門的治療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。365日24時間対応

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）

3次救急

4月9日㈯・23日㈯　18時～24時
4月1日㈮　24時～翌朝8時、7日㈭・14日㈭・21日㈭・28日㈭　18時～翌朝8時、23日㈯　13時～翌朝8時

4月4日㈪・6日㈬・11日㈪・13日㈬・18日㈪・20日㈬・25日㈪・27日㈬　 18時～24時

ゆうあい薬局　大西店
（大西１）☎65-8305

キョーワ薬局　岡崎店
（久右ヱ門）☎83-6786

つばさ調剤薬局
（舳　越）☎33-0258

アポロ薬局　六ツ美店
（井　内）☎58-5687

エムハート薬局　上地店
（上地２）☎72-7007

パナプラス薬局　むつな店
（向　山）☎58-2777

こうむら薬局
（上六名４）☎52-8899

小田薬局
（本町通）☎21-0808

伊藤薬局　クロノ店
（石　神）☎22-3965

ハーズ岡崎調剤薬局　北斗店
（仁　木）☎45-1211

すみれ調剤薬局　上地店
（上地５）☎59-2882

アイン薬局　竜美台店
（竜美台１）☎64-5034

東おかざき調剤薬局
（明大寺）☎65-5593

ハロー薬局　岡崎店
（宮　地）☎57-1031

くれどてふてふ薬局
（暮　戸）☎73-2800

サニー薬局
（羽　根）☎55-8063

どれみ調剤薬局
（不　吹）☎71-2017

アイセイ薬局　明大寺店
（明大寺）☎57-8660

オリーブ薬局　岡崎店
（下和田）☎83-8496

真伝ケーアイ薬局
（真　伝）☎24-2783

パナプラス薬局　小豆坂店
（羽　根）☎47-7250

つばさ調剤薬局
（舳　越）☎33-0258

いぶき薬局
（下青野）☎57-7011

調剤薬局アモス　竜美丘店
（明大寺）☎64-0920

そらいろ薬局
（　欠　）☎65-5910

アイセイ薬局　第2洞店
（　洞　）☎65-3836

お～ろら薬局　にしおかざき
（昭　和）☎33-3254

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。

神谷内科
（大西１）
☎24-2881

こん野ファミリークリニック
（幸　田）
☎56-1505

てんま糖尿病・甲状腺内科
（久右ヱ門）
☎77-5873

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

むつみ耳鼻咽喉科
（井　内）
☎72-2320

岡崎南上地眼科クリニック
（上地２）
☎73-3005

小森内科クリニック
（竜美台１）
☎55-1514

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

菅整形外科・内科クリニック
（石　神）
☎24-2828

こうた皮フ科クリニック
（幸　田）
☎56-1311

中野耳鼻咽喉科
（本町通）
☎22-0261

岡田眼科医院
（六名東）
☎53-2800

川島小児科水野医院
（明大寺）
☎21-0339

いしかわ内科クリニック
（宮　地）
☎54-8887

やはぎ医院
（暮　戸）
☎31-3170

わたなべ整形リハビリクリニック
（竜美東）
☎55-2233

ぬまた皮フ科クリニック
（羽　根）
☎53-1128

耳鼻咽喉科ｊクリニック
（不　吹）
☎71-6767

こうた眼科クリニック
（幸　田）
☎63-3888

松下内科
（明大寺）
☎58-2615

じんぐうじクリニック
（下和田）
☎58-7778

花田こどもクリニック
（真　伝）
☎28-2400

今泉クリニック
（羽　根）
☎54-0524

野鳥の森皮フ科クリニック
（竜美旭）
☎72-7555

あさだ耳鼻咽喉科クリニック
（舳　越）
☎32-8741

すずき眼科クリニック
（上里１）
☎65-3001

オハラ医院
（大　平）
☎21-6308

志貴こどもクリニック
（柱曙１）
☎58-1361

宮地医院
（伊　賀）
☎21-2992

おくやしきクリニック
（下青野）
☎57-5353

竜美ヶ丘スキンクリニック
（東明大寺）
☎65-8711

ふじ耳鼻科クリニック
（　欠　）
☎65-3336

奥田眼科クリニック
（　洞　）
☎26-2220

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3日㈰ 4月10日㈰ 4月17日㈰ 4月24日㈰ 4月29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 市外局番〈0564〉4月
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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▶

岡崎中央総合公園にある
ウォーキングスポットは？

○○の森

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25日㈪必着 ごまんぞく2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

X（
0564） 23-6950
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