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友だち募集中
ID：@okazaki_city

岡崎市の情報をLINEで発信

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。

詳しくはこちら▶

○○人学級 さん3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

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。5月26日㈭必着

市政だより
おかざき
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令和5年度の小学1年生からスタート
するのは何人学級？
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contents

新型コロナウイルスの影響により、掲載情報の内容が
変更となる場合があります。その他関連情報も含めて、
市ホームページで最新情報をご確認ください。

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

4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

195,197人
189,799人
384,996人
166,994世帯

（－106）
（－131）
（－237）
（＋525）

広報課　☎23 ♦ 6007　℻23 ♦ 6950

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

5月の税金・保険料
納期限 5月31日㈫

納税課　☎23 ♦ 6123　℻23 ♦ 5970

納税通知書は5月2日㈪に発送します。
※届かないときは、市民税課（☎23 ♦ 6076
　℻27 ♦ 1159）へ確認をお願いします。

軽自動車税（種別割）（全期分）

夜間・休日納付窓口も利用できます。
場所／市役所東庁舎1階ロビー

5月27日㈮・30日㈪・31日㈫
17時30分～20時

● 夜間納付窓口

5月22日㈰　9時～16時
● 休日納付窓口

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。

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。

写真投稿者　@h.sugiura_1970

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！
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岡崎市32人学級プロジェクト

特集 1
岡崎の教育が変わる！

新型コロナウイルス感染症関連情報
パーク＆ネイチャー
パパママ＆ベビー
ほけんだより
シニア
芸術＆文化
まルちアングル・Story・市長コラム
お知らせ・相談
街角情報BOX
救急医療情報

8 令和4年度予算
特集 2

端午の節句。
滝山寺・滝山東照宮のそばを流れる青木川では

太陽の光を浴びながら、こいのぼりたちが気持ち良さそうに泳いでいます。
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　令和3年に義務教育標準法が改正。従来、1クラスの児童数の上
限は1年生で35人、2～6年生で40人でしたが、国・県の施策によ
り令和3年度から段階的に35人学級が適用され、令和6年度に小学
校全学年で実施される予定です。
　市では、教員が一人ひとりの子どもにきめ細かく寄り添えるよ
う、国・県よりも進めて令和5年度の小学1年生から32人学級をス
タート。令和10年度、小学校全学年の32人学級を目指して学級編
成を進めています。

▲ 市独自の少人数学級計画
※国の動向などを踏まえ、計画を変更する場合があります。

「32人学級プロジェクト」とは

少人数学級で期待される効果

岡
崎
市

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト人
学
級

岡
崎
の
教
育
が
変
わ
る
！

特
集

本市ではこれまで、
一人一台の「Myタブレット」を活用し、
子どもたちの主体的・創造的な学びを

進めてきました。

今後さらに
“誰一人取り残さない岡崎の教育”を

目指していくため、
子ども同士の対話を大切にした学習を

32人学級で充実させます。
教育政策課
☎23 ♦ 6622
℻23 ♦ 6558

1年 2年 3年 4年 5年 6年

小 学 校

令和
3年度 35 35 35 40 40 40

令和
4年度 35 35 35 35 40 40

令和
6年度 35 35 35 35

令和
7年度 35 35 35

令和
8年度 35 35

令和
9年度 35

令和
10年度

現
在

など

　下の図は、28人、32人、36人、40人の学級を想定した机の配置です。32人以下の場合は、互い違い
に配置できるため、隣のチームを気にせず落ち着いて学習を進めることができます。
　教員も効率的にチーム間を周ることができ、一人ひとりに目が届きます。また、32人以下では他のチ
ームとの間隔が2ｍ確保でき、感染症予防の面でもメリットがあります。
　チーム学習に最適な4人を基準に、教室の広さや教員数などを考慮した結果、令和10年度までに小学校
全学年の32人学級を段階的に実現していく予定です。

仲間と協力して問題を解決する力を育てる。
チームのメンバー同士で教え合うことでつまづきを解消し、理解が深まります。

岡崎の教育が大切にする「チーム学習」

仲間と協力して問題を解決する力を育てる。

令和
5年度 32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32 32

35 35 35 35 40

児童生徒の個別最適化された学びの実現

新型コロナウイルス感染症予防

いじめ、長期欠席などの減少

教員の多忙化解消40人 10チーム

教員のルート

教卓

36人 9チーム

教員のルート

教卓

32人 8チーム

教員のルート

教卓

28人 7チーム

教卓

教員のルート

う、国・県よりも進めてう、国・県よりも進めて令和5年度の小学1年生から32人学級をス令和5年度の小学1年生から32人学級をス令和5年度の小学1年生から32人学級をス
　市では、教員が一人ひとりの子どもにきめ細かく寄り添えるよ　市では、教員が一人ひとりの子どもにきめ細かく寄り添えるよ　市では、教員が一人ひとりの子どもにきめ細かく寄り添えるよ　市では、教員が一人ひとりの子どもにきめ細かく寄り添えるよ　市では、教員が一人ひとりの子どもにきめ細かく寄り添えるよ　市では、教員が一人ひとりの子どもにきめ細かく寄り添えるよ

タート。タート。令和10年度、小学校全学年の32人学級を目指して学級編令和10年度、小学校全学年の32人学級を目指して学級編令和10年度、小学校全学年の32人学級を目指して学級編
成を進めています。成を進めています。成を進めています。成を進めています。

どうして32人!?
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任期付教員とは？

任期付教員のメリットは？
チーム学習では、子どもたちがより主
体性を持って課題に取り組む姿が見ら
れます。意見を交換したり、教え合っ
たりすることで、理解が深まっている
のを感じます！

一歩先へ、岡崎の教育

受験資格

岡崎市任期付教員採用選考試験

令和5年度採用から新制度スタート！

学校指導課
☎23 ♦ 6640 ℻23 ♦ 6529

岡崎の教育の魅力は
こちら

募集要項など
詳しくはこちら

教員が課題を提示1 Myタブレットで
個人追究2 グループで発表・共有3

石川　瑞紀　先生
みず き

タブレットを使うとみんなの意見
が見られるから、いろんな考えが
分かっておもしろい！ノートだと
何冊にも分かれちゃうけど、タブ
レットだと一つで使いやすい！

佐野　拳享　さん
けんきょう

「未来を拓き　豊かに生きる力をもった子どもの育成」
ひら

・地方公務員法第16条（欠格条項）及び学校教育法第9条（欠格事由）に該当し
ないかた

・小学校教諭の普通免許状を所有しているかた、または令和5年3月31日までに取
得見込みのかた

３年間の任期を定めて勤務する常勤の教員です。
任期の定めのない正規教員と同様に担任や教科指導を行います。

Myタブレットを利用した、チーム学習の様子 広幡小学校

全ての
児童生徒と教員に
タブレット端末
(iPad)の配布

子どもとしっかり
向き合うための
働き方改革

校内
フリースクール※

の充実

1次試験（書類選考）
申込書兼履歴書、
教育に関する作文（1,600字以内）の提出

5月31日㈫必着 10月6日㈭必着

6月25日㈯ 10月29日㈯

7月14日㈭ 11月17日㈭

2次試験（性格検査、面接）

結果発表

前　期 後　期

「岡崎版GIGAスクール構想」として、豊富
なアプリや個人アカウント、高速ネットワ
ークなどを一体的に整備し、新しい学びを
推進しています。

日課の見直しや部活動の効率化により、教員が授業を準
備する時間や子どもと触れ合う時間を生み出すととも
に、教員の負担軽減を図ります。また、児童生徒の主体
的な活動の推進にもつなげていきます。

令和2年度に市内中学校3校に設けた校内
フリースクールを増設し、今年度は計14
校に。一人ひとりに寄り添う教育を目指し
ます。

地域手当が岡崎市の基準（10.5%）で適用されます（愛知県は8.5%）。4
メリット

教員になりたいが他の職種にも興味があるかたは、３年間教職を経験し、ゆっくり
と自分の適性を考えることができます。1

メリット

３年間の勤務が良好で、任期の定めのない正規教員を目指す場合は、愛知県教員採
用試験の一部（教職教養）が免除されます。2

メリット

本試験を受験することで、希望により市教育委員会の講師名簿に登録することがで
きます。本試験に合格できなかった場合も、県の常勤講師や非常勤講師として市内
の学校で勤務できる可能性があります。

3
メリット

岡崎で小学校の先生になりませんか？

※校内フリースクールとは、学級で過ごすことが苦手な児童生徒が、学んだり、友だちと過ごしたりできる場所のこと
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「コロナ禍を乗り越え　一歩先の暮らしを見据えた魅力あるまちづくりを進める予算」

4
　令和4年度は、福祉・医療、防犯・防災、環境、コミュニティ、教育など市民生活を支える
基本施策や、将来にわたり成長する持続可能なまちづくりに取り組むとともに、新型コロナ
ウイルス感染症への対策、さらには大河ドラマ「どうする家康」を契機とした地域活性化や
本市の魅力向上への取組、DXやグリーン社会の実現など、社会環境の変化にも的確に対応し
ていきます。

詳しくは、
市ホームページ
をご覧ください。

財政課　☎23 ♦ 6044　℻65 ♦ 2351

予算総額

特別会計 一般会計

会計別 予算額 前年度対比
一般会計
特別会計
企業会計
合計

1,278億8,000万円
686億9,452万円
568億693万円

2,533億8,145万円

104.7％
105.7％
99.5％
103.8％

予算総額の推移（億円）

0

2,300

2,400

2,500

2,600

平成29年度（1万円未満は四捨五入）

（1万円未満は四捨五入）

（1万円未満は四捨五入）

30年度 令和元年度 2年度 3年度 4年度

2,474億円
2,414億円

2,598億円
2,526億円

2,442億円

2,534億円

前年度対比予算額会計名
阿知和地区工業団地造成事業 
農業集落排水事業
国民健康保険事業(事業勘定)
国民健康保険事業(直営診療所勘定)
後期高齢者医療
介護保険
継続契約集合支払
額田北部診療所
こども発達医療センター
岡崎駅東土地区画整理事業清算金
母子父子寡婦福祉資金貸付事業
宮崎財産区
形埜財産区

企業会計

前年度対比予算額会計名

9億1,024万1千円
5億4,287万8千円

338億1,125万5千円
9,656万4千円

61億9,949万5千円
252億3,805万4千円
15億1,691万9千円
1億623万1千円
2億3,614万5千円

2千円
2,967万2千円
570万3千円
136万2千円

359.8％
87.7％
107.0％
86.6％
104.0％
103.0％
98.2％
104.2％
99.2％
5.9％
60.3％
110.4％
81.1％

病院事業
水道事業
下水道事業

277億111万円
130億5,372万円
160億5,210万円

100.9％
99.5％
97.1％

令和4年度の主な重点事項

◆阿知和地区工業団地及び関連道路の整備（10億5,673万円）
工業団地造成事業の推進、埋蔵文化財の発掘調査及
びアクセス道路の整備

◆東岡崎駅周辺地区の整備（2億8,857万円）
橋上駅舎、自由通路、駅ビル、バスターミナルなどの一
体整備（第2期整備）の着工に向けた調査・設計など

◆矢作川の氾濫を想定した避難対策の検討（671万円）

◆岡崎公園の整備（2億7,502万円）
多目的広場、平面駐車場トイレの改修、授乳室の設置
など

◆六名雨水ポンプ場の整備（9億2,177万円）※
令和4年度末完成予定　※令和3年度3月補正予算を含む

新規

◆新婚世帯へ住宅取得費などの補助（300万円）
39歳以下の世帯所得400万円未満の新婚世帯に対し、
住宅取得費用、リフォーム費用、引越費用の一部を補助

新規

一般会計

1,278億
8,000万円

歳　入
地方消費税交付金
（7.0％）
89億6,100万円

分担金及び負担金
（0.9％）
11億6,277万円

使用料及び手数料（1.4％）
18億963万円

市税（52.9%）
676億3,149万円

地方交付税（0.0%）
5,000万円

議会費（0.5％）
6億9,226万円

総務費（9.2％）
117億6,550万円

衛生費（13.1％）
167億3,996万円

労働費（0.1％）
8,903万円

農林業費（1.3％）
16億6,136万円

商工費（2.7％）
34億6,507万円

土木費（13.2％）
168億5,086万円

消防費（3.5％）
44億3,697万円

教育費（10.5％）
134億8,219万円

公債費（5.7％）
73億4,810万円

その他（0.2％）
1億7,500万円

国庫支出金（15.4％）
197億4,875万円

県支出金（7.0％）
89億6,872万円

財産収入（0.7％）
8億4,064万円

繰入金（5.8％）
74億5,513万円

諸収入（3.5％）
45億877万円

市債（2.5％）
31億6,700万円

その他（2.9％）
35億7,612万円

一般会計

1,278億
8,000万円

歳　出

◆ゼロカーボンシティの推進（5,477万円）
市内事業者を対象に、省エネ診断、脱炭素事業計画の
策定支援など

拡充

◆街頭防犯カメラの設置（527万円）拡充

◆市道の渋滞解消（3,690万円）
小豆坂小学校口交差点の改良工事及び大門駅前交差点
の測量設計

民生費（40.0％）
511億7,370万円

暮らしを支える都市づくり

暮らしを守る強靭な都市づくり

01

02
きょうじん

持続可能な循環型の都市づくり

多様な主体が協働・活躍できる
社会づくり

03

04

◆位置情報検索サービス導入費の補助（90万円）
行方不明となる恐れのある認知症高齢者、障がい児・
障がい者に対し、導入費用を補助

新規

◆インフルエンザ予防接種の補助（988万円）
中学3年生、高校3年生に相当する年齢のかたに対し、
予防接種費用の一部を補助

新規

健康で生きがいをもって
活躍できる社会づくり

05

◆岡崎城・家康館の整備
（3億3,998万円）

◆私立白鳩保育園（増改築）整備事業費の補助
（1億6,404万円）

◆こども園化に伴う私立みやこ幼稚園（移転新築）・
やはぎみやこ幼稚園（増改築）整備事業費の補助
（4億6,888万円）

◆校内フリースクールの設置（2,517万円）
中学校6校に新設し14校へ拡大

拡充

新規◆全市立中学校に電子黒板を整備（557万円）

◆少人数学級の実施に向けた取組（290万円）
32人学級の実施に向け、市独自の教員採用制度を創
設

◆大河ドラマ「どうする家康」の活用（3億3,430万円）
ドラマ館の設置に向けた取組、土産店などのおもてな
し施設の設置

◆産業立地誘導地区の開発促進（4,468万円）
小針地区において、開発要件に適合する道路拡幅のた
めの測量などを実施

スマートでスリムな行政運営の確立

◆（仮称）おかざき乙川リバーフロント交流拠点の整備（2,210万円）
優先交渉権者との協議

◆行政手続のデジタル化などDXの実現に向けた取組（4,488万円）
証明書オンライン申請サー
ビスの導入、高齢者向けス
マートフォン操作講習会の
実施など

新規

10

誰もが学び活躍できる社会づくり

商業と観光が成長産業となる
地域経済づくり

ものづくりが柱でありつづける
地域経済づくり

女性や子どもが
いきいきと輝ける社会づくり

06

07

08

09

◆アピアランスケア用品購入費の補助（360万円）
がん治療により、ウィッグに加え、乳房補整具を必要と
するかたに対し、購入費用の一部を補助

◆新型コロナウイルス感染症予防接種の実施（19億7,596万円）

拡充◆子ども・若者総合相談センターの設置（2,008万円）
若者世代に加え、子ども世代を対象に、不登校、ひきこ
もりなどを支援。ヤングケアラーにも対応

展示のリニューアル、内装
改修などを実施

拡充
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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！

ワクチン接種のお知らせ

追加（3回目）接種について
2回目接種日から6カ月以上経過した日程で予約をしてください。公共施設型接種及び大規模集団接種は、感染
症拡大状況などにより予約・実施方法が変更となる場合があります。詳しくは、市ホームページまたは新型コロ
ナワクチンコールセンターで。

2回目接種から6カ月以上経過した12歳以上
（追加接種日時点）の接種を希望するかた

● 対象

● 転入者のかた
2回目接種日に応じて、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。

● 接種券の発送時期

5歳以上の接種を希望するかた
● 対象

公共施設型接種または大規模集団接種で接種
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。
※5歳から11歳用のワクチンは、12歳以上のワクチンとは
種類や接種量が異なります。必ず専用の会場へ予約して
ください。

※5歳に達していないかたは接種できません。

● 接種方法

〔イメージ〕

接種券が予診票に印字されています。

1回（無料）接種回数

初回（1・2回目）接種について 2回（無料）接種回数

※4月8日現在の
　情報です。

2回目接種から6カ月以上経過した12歳以上2回目接種から6カ月以上経過した12歳以上2回目接種から6カ月以上経過した12歳以上2回目接種から6カ月以上経過した12歳以上

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。

● 12歳から17歳のかた
追加（3回目）接種を受けることができるようにな
りました。4月中旬から対象者へ順次接種券を発送
しています。詳しくは、市ホームページで確認を。

● 5歳から11歳のかた
臨床試験などから小児ワクチン接種の有効性や安全
性は確認されていますが、オミクロン株に対する効
果が証明されていないことから、現在は努力義務※

の規定は適用されていません。
また、基礎疾患を有する小児は、接種により重症化
を防ぐことが期待されます。接種については、かか
りつけ医と相談し判断してください。最新情報は市
ホームページで確認を。
※「接種を受けるよう努めなければならない」
という予防接種法（第9条）の規定のこと

ただし、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
・上記のほか、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

岡崎市新型コロナワクチンコールセンター
☎0570 ♦ 049 ♦ 900　℻050 ♦ 3512 ♦ 4223

岡崎市新型コロナワクチン子どもコールセンター
☎64 ♦ 1310

ふくし相談課　☎23 ♦ 7130　℻23 ♦ 7987

生活困窮者自立支援金の
申請期限を延長します

要申請

支給額

対　象

単身世帯／月6万円、2人世帯／月8万円、3人以上世帯／月10万円（最大3カ月）

新型コロナウイルス感染症の影響による減収のため、総合支援資金特例貸付を利用し、貸付が終了した世
帯など　※その他収入要件などあり

期　限 令和4年6月30日㈭令和4年6月30日㈭令和4年6月30日㈭令和4年6月30日㈭ 申請方法など、
詳しくは、市ホームページで。

※12歳に達していないかたは接種できません。

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）。

※5～11歳の相談のみ

コールセンター　受付時間／9時～18時

子育て支援室　☎23 ♦ 6628　℻23 ♦ 7279

すくすく赤ちゃん特別支援金を
支給します

支給額

対　象

新生児1人5万円

令和4年4月2日～令和5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

申　込 出生届を提出した翌月頃に申請書を送付します。必要事項を記入し、必要書類を添えて同封の返信用封筒
で返送してください。

要申請
市独自

保健予防課　☎23 ♦ 5082　℻23 ♦ 6808 

新型コロナウイルス感染　目指せ『ゼロ密』！

台風や地震で脱落の恐れがある瓦屋根に対し、緊結状況などを診断する費用と
葺き替えなどにかかる費用を補助します。詳しくは電話で。
ふ

瓦屋根の耐風対策費補助

補助額／診断費用の3分の2（上限21,000円）
対象／令和3年12月31日までに葺かれた住宅の瓦屋根

診断費補助

補助額／改修費用の23%（上限552,000円）
対象／診断を行い瓦屋根の緊結状況が不十分であったもの

改修費補助

住環境整備課
☎23 ♦ 6709　℻23 ♦ 7528

変異株の出現で、新型コロナウイルス感染症の感染力は強さを増
していますが、感染対策の基本は変わりません。「マスク着用」、
「手洗い」、「３密（密接・密集・密閉）の回避」、「換気」を心
がけ、特に、3つの密が重ならない場合でも『ゼロ密』
を目指しましょう！

～1つの密でも避けましょう！～

密接
しない

密集
しない

密閉
しない
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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

●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 &Park Nature

パーク ネイチャー

奥殿陣屋
☎45 ♦ 7230　℻45 ♦ 7458（月曜日休館）

☎46 ♦ 4700 ℻46 ♦ 4701

●トレッドゴードマーケット／5月14日㈯ 9時30分～15時
●風工房　おしゃれな革製品と夏の寄せ植え／5月17日
㈫～22日㈰
●あいかり屋　初夏のよそおい展／5月24日㈫～29日㈰
●手作り工房　ミュージアムママス／5月31日㈫～6月5
日㈰
●陶の灯り／6月7日㈫～12日㈰
※以下のイベントは雨天中止
●和太鼓かがり火公演／5月8日㈰　①11時30分②13時
●骨とう市／5月15日㈰　9時30分～13時
●てづくり市／6月5日㈰　9時30分～15時

場　所　多目的広場展示会場
展示・即売・相談など（最終日は16時まで）
●イワチドリ・山野草展／5月6日㈮～8日㈰　9時～17
時●岡崎盆栽育成展／5月13日㈮～15日㈰　9時～17
時●さつき愛好会／5月21日㈯～27日㈮　9時～19時●三
河皐月会／5月29日㈰～6月5日㈰　9時～19時●菊苗即
売会／6月4日㈯・5日㈰　9時～17時
山野草コケ玉作り講習会
日　時　5月7日㈯　①10時②13時
費　用　1,000円
申　込 当日までに電話で岡崎山草会（☎070 ♦ 5407 ♦

　　　　2373）へ。
盆栽講習会
日　時　5月14日㈯　10時
申　込 当日までに電話で岡崎盆栽育成会（☎090 ♦

　　　　9028 ♦ 3312）へ。
さつき盆栽講習会（当日会場へ）
●さつき愛好会／5月22日㈰　①10時②13時●三河皐月
会／5月29日㈰、6月4日㈯　14時

ササユリ展
農務課　☎46 ♦ 4490 ℻46 ♦ 4465

公園緑地課　☎23 ♦ 6399 ℻23 ♦ 6559

シャクナゲの里に出かけよう！
森林課　☎82 ♦ 3102 ℻82 ♦ 4124 日　時　5月25日㈬　10時～11時30分

定　員　10人（先着）
費　用　3,000円
申　込　5月7日㈯から直接または電話で。

日　時　5月28日㈯・29日㈰　9時～16時
場　所　おかざき農遊館
内　容　農家による展示・即売・育て方相談

あか

☎43 ♦ 0123 ℻43 ♦ 0122
ふれあいドーム岡崎

観葉植物展示販売会
日　時　5月21日㈯・22日㈰　9時30分～16時
春の山野草展示即売会
日　時　5月28日㈯・29日㈰　9時～17時（最終日は16

時まで）
内　容　斑入り山野草、石付け作品、寄せ植えなど

まだら

さ つき

岡崎中央総合公園
春季緑化植物展示会

おかざき農遊館
プリザーブドフラワー講座

費　用　1,000円（10・11回分）
申　込　はがき、ファクス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…8601　公園
緑地課「盆栽講習会」係へ。5月16日㈪必着

初心者盆栽講習会
日　時　6月～令和5年3月の第3日曜日　10時～12時（10

回コース）
場　所　大平市民センターほか
定　員　10人（抽選）
初心者さつきミニ盆栽講習会
日　時　6月～令和5年5月の日曜日　10時～12時（11回

コース）
場　所　岩津市民センター
定　員　15人（抽選）

盆栽講習会
公園緑地課　☎23 ♦ 6399 ℻23 ♦ 6559

みんなで花を植えましょう！
日　時　5月22日㈰　10時
場　所　遊園地なかよしの塔前
対　象　小学生親子当日先着40組
はじめての梅酒づくり体験教室
日　時　5月29日㈰　10時～12時
内　容　南公園の梅で梅酒（1ℓ）造りと
　　　　梅の収穫
定　員　30人（抽選）
費　用　1,500円
申　込　はがき、ファクスに左ページ上部の申込共通項

目を記入し、〒444…0826　若松町字萱林1番
地1　南公園へ。5月13日㈮必着。

南公園
☎52 ♦ 9095 ℻77 ♦ 4511（木曜日定休）

プレゼント

あり

母の日セール
5月6日（金）～8日(日)

米10kgお買上げごとに鉢花を1鉢プレゼント。
母の日向けの鉢花、アレンジなどの販売。

おかざき農遊館　☎46 ♦ 4700　℻46 ♦ 4701
ふれあいドーム岡崎　☎43 ♦ 0123　℻43 ♦ 0122
道の駅　藤川宿　 ☎66 ♦ 6031　℻66 ♦ 6032

オオキンケイギク（特定外来生物）の
拡散防止にご協力を！

環境政策課　☎23 ♦ 6188　℻23 ♦ 6536

オオキンケイギクはとても強じんな植物で、一度定着すると
在来の野草を駆逐し、辺りの景観を一変させてしまう恐れが
あります。

根っこごと引き抜き、可燃ごみ袋に入れて指定日にごみス
テーションに出すか、野に放置し、枯死させてください。

●花期は5～7月
●花は黄色で直径5～7cm
●茎の長さは30～70cm
●葉は茎の下の方につき、
　ヘラ状で両面に粗い毛あり

取り除き方

日　時　5月28日㈯　9時30分～11時30分（雨天翌日）
対　象　3歳～小学2年生親子10人（抽選）
申　込　5月21日㈯17時までに
　　　　岡崎おでかけナビで。

☎25 ♦ 7887 ℻25 ♦ 5815

岡崎中央総合公園
おやこで森あそび～親子自然観察会～

日にち　10月31日㈪まで
場　所　シャクナゲの里（新城市）
内　容　散策、デイキャンプ
申　込　利用日の1週間前までに申込書（市ホームペー

ジから入手可）を森林課
（額田センター2階）へ。
詳しくは、市ホームペー
ジで。

①住宅用太陽光発電システム
②家庭用燃料電池
　コージェネレーションシステム
③家庭用エネルギー管理システム（HEMS）
④定置用リチウムイオン蓄電システム
⑤電気自動車充給電システム(V2H)
⑥断熱窓
⑦ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス（ZEH）
⑧電気自動車等への充電設備

⑨燃料電池自動車（FCV）購入補助金
⑩電気自動車（EV）・プラグイン
　ハイブリッド車（PHV）購入補助金
⑪環境対策資金融資制度
⑫太陽熱利用システム
⑬浄化槽転換設置整備事業補助金
⑭生ごみ処理機器購入補助金

環境関連補助制度
対象や申請方法など、詳しくは電話、市ホーム
ページで。先着。補助金が無くなり次第終了

①～⑫ゼロカーボンシティ推進課
　　　　　　　　☎23 ♦ 6685　℻23 ♦ 6536
⑬廃棄物対策課　☎23 ♦ 6871　℻23 ♦ 6536
⑭ごみ対策課　　☎22 ♦ 1153　℻25 ♦ 8153
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持ち物＝マスク共通項目

●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 &Park Nature

パーク ネイチャー

子ども・子育てに関する情報をお届けします。

市電子申請届出システム
から申込可

☎・℻82 ♦ 3511（火曜日定休）

申　込 往復はがき、ファクス、Eメール（
　　　　okazaki-fone@conyx.co.jp）にページ上部

の申込共通項目と②は希望日（両日申込不
可）を記入し、〒444…2143　八ツ木町字
池ノ上10番地　おかざき自然体験の森へ。
5月15日㈰必着（抽選）

①田の手入れ・田の生き物探し
日　時　6月4日㈯　9時30分～12時（雨天中止）
定　員　10家族
②ヘイケボタル観察会
日　時 ❶6月25日㈯❷7月2日㈯　18時30分～20時

45分（雨天中止）
定　員　各10家族

☎45 ♦ 5544 ℻45 ♦ 5891（火曜日定休）

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。

おかざき自然体験の森

申　込 ①②5月1日㈰～18日㈬③5月7日㈯～
　　　　18日㈬に市電子申請届出システムで。
①どろんこプールの生き物探し　　　
日　時　6月5日㈰　10時～12時
対　象　小学生親子20人（抽選）
②草笛教室　　　　　　　　
日　時　6月12日㈰　10時～12時 
対　象　就園児以上親子20人（抽選）
③星空観望会　　　　　　　
日　時 6月18日㈯・25日㈯　19時～21時
定　員　各10組（1組5人まで）（先着）

日　時　6月25日㈯　9時～12時
定　員　20人（抽選）
申　込　はがき、ファクス、Eメール（　 kankyoseisaku
　　　　@city.okazaki.lg.jp）にページ上部の申込共通項

目を記入し、〒444…8601　環境政策課へ。5
月20日㈮必着

わんパーク　

東公園 花菖蒲まつり
しょうぶ

東公園 花菖蒲まつり
しょうぶ

 5月29日㈰　10時～15時
緑化体験イベント、ステージイベント、飲食販売など
 5月29日㈰　10時～15時

緑化体験イベント、ステージイベント、飲食販売など緑化体験イベント、ステージイベント、飲食販売など

 6月4日㈯　10時～16時
飲食販売、雑貨販売など

5月27日㈮
　　～6月19日㈰

19時～21時

公園緑地課　☎23 ♦ 7406　℻23 ♦ 6559

ライトアップ期間

おかざき世界子ども美術博物館

☎53 ♦ 3511　℻53 ♦ 3642（月曜日休館）

日　時　6月13日㈪、7月11日㈪、8月8日㈪　①10時～
10時40分②11時～11時40分（3回コース）

場　所　甲山閣
対　象　2カ月～2歳未満の子どもがいる女性
　　　　※赤ちゃん同伴可
定　員　各10組（先着）
費　用　1,500円（3回分）
申　込　5月28日㈯10時から電話で。

産後ママのためのヨガ教室
岡崎市民会館　☎21 ♦ 9121　℻21 ♦ 6973

特別教室　父の日のプレゼントを作ろう
日にち　5月14日㈯～6月19日㈰
費　用　100円～
申　込　期間中随時受付（小学3年生以下は保護者同伴）
親子教室　本物にみえるかな？おべんとう作り
日　時　5月29日㈰　13時～15時
内　容　ウレタンでおにぎり
　　　　またはサンドイッチ
　　　　のお弁当を作る
対　象　小学生以下親子12組
　　　 （先着）
費　用　500円
申　込　5月10日㈫から電話で。

親子造形センター

岡崎げんき館市民会議

保健企画課　☎23 ♦ 6807　℻23 ♦ 5041

日　時 ①5月29日㈰②6月12日㈰　10時～12時
対　象　4歳～未就学児親子各5組（抽選）
費　用　1組500円（子ども1人追加につき250円）
申　込　はがき、ファクス（℻23 ◆ 5073）にページ上部

の申込共通項目と希望日、子どものアレルギー
の有無を記入し、〒444…8545

　　　　岡崎げんき館市民会議事務局へ。
　　　　5月11日㈬必着。岡崎げんき館市民
　　　　会議ホームページから申込可

親子クッキング　おやつ作り

まめ吉　健幸塾

岡崎げんき館　☎21 ♦ 7733　℻21 ♦ 7738

時　間　9時50分～10時50分（4回コース）
内　容　ヨガ、血圧測定、体調チェック
費　用　2,040円（4回分）
申　込　直接岡崎げんき館2階受付へ（先着）。詳しくは、

岡崎げんき館にあるチラシまたは岡崎げんき館
ホームページで。

べビママハッピーYOGA（7～9月分）

けんこう

日　程 対　象 申込開始日

7月2日～23日の
土曜日

9月3日～24日の
土曜日

6月1日㈬

7月1日㈮

8月1日㈪

開催日に生後3カ月～1歳未満
（令和3年8月生まれは可）の
母子15組

開催日に生後3カ月～1歳未満
（令和3年7月生まれは可）の
母子15組

開催日に生後3カ月～1歳未満
（令和3年9月生まれは可）の
母子15組

7月30日～8月27日の
土曜日
（8月13日は除く）

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

家庭児童課
☎23 ♦ 6768　℻23 ♦ 6833

鳥川ホタルまつり
日　時　5月28日㈯～6月30日㈭　※21時まで開館
　　　　▶オープニングイベント／6月4日㈯　18時～

19時30分。ライブコンサートなど
鳥川ホタルまつりフォトコンテスト
日にち　撮影期間／5月28日㈯～6月30日㈭
場　所　鳥川町地内
申　込　7月31日㈰必着。詳しくは、ホタル学校へ。
ホタルガイドツアー
日　時　6月10日㈮・17日㈮・19日㈰・26日㈰　19時～

20時30分（雨天中止）
定　員　各20人（先着）
申　込　5月7日㈯9時から電話で。

ホタル学校
☎82 ♦ 3027 ℻82 ♦ 3689（火曜日定休）

こんにちは

赤ちゃん訪問
保育士などの資格を有する訪問員が、生後2～4
カ月の赤ちゃんの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
に応じます。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
は事前に訪問日程
を通知します。

☎47 ♦ 2357 ℻47 ♦ 3536

少年自然の家
初夏の虫ウォッチング

日　時　7月2日㈯　9時～12時
内　容　初夏のトンボを採集・観察する
対　象　小中学生を含む25家族（抽選）
申　込　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10日㈮必着

環境政策課　☎23 ♦ 6188　℻23 ♦ 6536

県天然記念物　北山湿地
初夏の自然観察会
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●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

ほけんだより ：日時 ：場所 ：主な内容
：講師 ：対象 ：定員
：費用 ：持ち物 ：申込方法

時

定

内

持

講 対

申

所

￥

Health Information

市電子申請届出システム
から申込可

岡崎市健康・食育キャラクター まめ吉

は早めの予防が大切熱中症

環境保全課　☎23 ♦ 6861　℻23 ♦ 6536
保健衛生課　☎23 ♦ 6187　℻23 ♦ 6621

光化学スモッグに
ご注意を
　4月から10月にかけて、光化学オキシダントが高濃度と
なり、光化学スモッグ予報などが発令されることがありま
す。その際はできるだけ屋外での活動を控えてください。
特に、子どもや気管支などに疾患がある人は注意が必要で
す。目がチカチカしたり、のどが痛むなど、光化学スモッ
グが原因と思われる体調不良が生じた場合は、屋内で安静
にし、症状に応じて医師の手当を受けてください。

光化学スモッグ予報の発令状況などの確認は、
市ホームページまたは県のメール配信サービスで。

シェイプ＆ボディメイク教室 6,120円（12回）
26人
6,120円（12回）
20人
6,120円（12回）
20人
4,590円（9回）
30人

7月～9月の木曜日　12時30分～14時

ノルディックウォーキング　
7月～9月の金曜日　9時30分～11時

シニアリフレッシュ教室（60歳以上）
7月～9月の金曜日　12時30分～14時

らくらくアクア
7月～9月の月曜日　13時15分～14時15分

教室名・日時 参加費・定員

申

時

時
定
￥

￥

内
定

はがき、ファクス（℻23 ♦ 5073）に左ページ上部の申
込共通項目と希望教室名を記入し、〒444…8545　岡
崎げんき館市民会議事務局へ。❶5月15日㈰
❷5月26日㈭必着。岡崎げんき館市民
会議ホームページから申込可（抽選）

保健企画課　☎23 ♦ 6807　℻23 ♦ 5041

岡崎げんき館市民会議

❶笑って楽しく元気よく！
6月6日・20日、7月4日の月曜日　10時～11時50分
（3回コース）
ストレッチ、有酸素運動、軽い筋トレ、手遊びなど
30人
1,000円（3回分）

❷超上級・ドレスドオムライスに挑戦しよう！
6月19日㈰　10時～14時
12人
700円

申

岡崎げんき館　☎21 ♦ 7733 ℻21 ♦ 7738

まめ吉　健幸塾　第2期募集
こうけん

内
申
プール・スタジオ・テニス
5月15日㈰～29日㈰に岡崎げんき館ホームページで。
詳しくは5月15日㈰から岡崎げんき館に
あるチラシまたはホームページで。

☎21 ♦ 7733 ℻21 ♦ 7738

時
申

10月29日㈯
5月9日㈪～6月3日㈮。詳しくは、電話
（調理技術技能センター　☎03 ♦ 3667 ♦

1815）またはセンターホームページで。

保健衛生課　☎23 ♦ 6068　℻23 ♦ 6621

令和4年度調理師試験

熱中症は5月頃から発生し、7～8月が
ピークになります。熱中症を予防する
ため、本格的な暑さが訪れる前に少し
ずつ暑さに慣れていきましょう。

健康増進課　☎23 ♦ 6639　☎23 ♦ 5071

岡崎げんき館
第2期（7月～9月）教室受講生募集

内

対

不妊治療の保険適用化に際し、補助制度の内容が変更
となります。
一般／令和4年3月診療分および、令和3年度以前から
　　　令和4年度にまたがる診療1回分
特定／令和3年度以前から令和4年度にまたがる診療
　　　1回分（治療区分Cは採卵を
　　　令和3年度以前にされたかた）
　　　その他条件あり。
　　　詳しくは、市ホームページで。

健康増進課　☎23 ♦ 6084　℻23 ♦ 5071

不妊治療費補助制度の対象期間が
変更となります

内

対

無料で抗体検査を受けられる期間が令和7年3月まで延
長されました。対象者には期限を延長したクーポン券
を送付しています。抗体検査は定期の健康診断と併せ
て受けることができるため、健診の際はクーポン券を
忘れずに（健診機関によっては使用できない場合あり。
事前に確認を）。
クーポン券を使用していない昭和37年4月2日～昭和
54年4月1日に生まれた男性
※クーポン券が手元にないかたは電話
または市電子申請届出システムで申込を。
詳しくは、市ホームページで。

保健予防課　☎23 ♦ 6714　℻23 ♦ 6621

定期健診と一緒に
風しん抗体価の確認を

　春先から初夏にかけて、有毒植物を食用の植物と誤っ
て喫食したことによる食中毒が多く発生しています。食
用と確実に判断できない植物は、絶対に「採らない！」
「食べない！」「売らない！」「人にあげない！」よう
にしてください。
　野草を食べて体調が悪
くなったら、すぐに医師
の診察を受けましょう。

保健衛生課　☎23 ♦ 6068　℻23 ♦ 6621

有毒植物による食中毒に
注意しましょう！

クワズイモ
サトイモと間違えやすい

～暑さに慣れる（暑熱順化）方法～

～熱中症の症状と対応～

まめ吉

熱中症に関する情報は
市ホームページで。

少し汗をかく程度の軽い運動（ウォーキングなど）を1日30分行う

マスクを着用していると、のどの渇きを感じにくくなります。のどが渇く前に水分補給を行いましょう。

めまい、立ちくらみ
涼しいところで安静にして水分や塩分を補給する

頭痛、吐き気
医療機関で受診する、救急車を呼ぶ

意識がない、けいれん
救急車を呼ぶ

軽度

中度

重度

岡崎げんき館　☎☎21 ♦ 7733 ℻21 ♦ 7738

出典：厚生労働省ホームページ

岡崎げんき館利用者番号を事前取得後、5月15日㈰
～29日㈰に岡崎げんき館ホームページで（抽選）。
詳しくは、岡崎げんき館
にあるチラシまたは岡崎
げんき館ホームページで。
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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
☎23 ♦ 6837　℻23 ♦ 6520

持ち物＝マスク・飲み物共通項目

きらりシニア塾 講話とストレッチ

内　容　①腰痛・ひざ痛予防
　　　　②正しい歯周病ケア
対　象　65歳以上（先着）
申　込　5月13日㈮から前日までに直接、電話で各会場へ。

認知症介護家族交流会 情報交換など

日　時　5月24日㈫　10時～12時
場　所　市役所東庁舎7階701
対　象　認知症のかたを介護しているかた

①東部市民センター＝6月3日㈮
②南部市民センター分館＝5月24日㈫、6月14日㈫
③図書館交流プラザ会議室302＝5月26日㈭、6月9日㈭
時　間　10時～11時30分
対　象　65歳以上各15人（先着）
申　込 ①②5月9日㈪、③5月11日㈬
　　　　から電話で高年者センター
　　　　岡崎（☎55 ♦ 0116）へ。

大柳町公民館
（担当：真福地域包括支援
 センター　☎66 ♦ 2667）
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　☎65 ♦ 8555）

カフェ名 会場・連絡先 日　時

オレンジカフェ
大柳

オレンジカフェ
日向家

5月10日㈫、
6月7日㈫
10時～12時

5月11日㈬
９時30分～11時30分

新居町公民館
（担当：真福地域包括支援
 センター　☎66 ♦ 2667）

オレンジカフェ
新居

5月16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　☎73 ♦ 3377）

オレンジカフェ
大樹

5月17日㈫
10時30分～12時30分

寺子屋☆脳きらり
認知症予防の脳トレーニング、回想法、ストレッチなど

認知症カフェ（オレンジカフェ）
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

当日会場へ

物忘れの集い

日　時　5月10日㈫　13時30分～15時
場　所　ケアプランセンターそら色（錦町）
内　容　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
申　込　詳しくはケアプランセンターそら色（☎83 ♦

5514）へ。

内　容　補助額／購入設置費の2分の1（障害物検知機能
付き＝上限33,000円、障害物検知機能なし＝上
限16,000円）

対　象 ▶65歳以上の運転免許保有者
　　　　▶令和4年4月1日以降に購入・設置した後付け

のペダル踏み間違い急発進等抑制装置
申　込　防犯交通安全課（東庁舎3階）に
　　　　ある申込書で（先着。補助金が
　　　　無くなり次第終了）。詳しくは、
　　　　電話、市ホームページで。

会場・連絡先 内容日　程 時　間
5月25日㈬
6月 8日㈬
5月27日㈮
6月 7日㈫
5月30日㈪
6月20日㈪
5月31日㈫
6月 6日㈪
6月 1日㈬
6月16日㈭
6月 1日㈬
6月16日㈭

①
②
②
①
②
①
①
②
①
②
②
①

10時～12時

10時～12時

13時30分～15時30分

高年者センター岡崎
☎55 ♦ 0116

南部地域福祉センター
☎43 ♦ 6600

西部地域福祉センター
☎34 ♦ 3211

東部地域福祉センター
☎48 ♦ 8090

北部地域福祉センター
☎45 ♦ 8790

中央地域福祉センター
☎25 ♦ 7701

後付け安全運転支援装置購入費の補助
防犯交通安全課　☎23 ♦ 6238　℻23 ♦ 6570

日　時 ①6月7日㈫②6月21日㈫　9時～11時
場　所 ①中央地域福祉センター②南部地域福祉セン

ター
内　容　ドライブシミュレータを活用した交通安全講話
対　象　65歳以上当日先着各20人
　　　　詳しくは、岡崎警察署
　　　　交通課（☎58 ♦ 0110）へ。

ドライブシミュレータ交通安全講話
防犯交通安全課　☎23 ♦ 6340　℻23 ♦ 6570

下の表に該当する65歳以上のか
たで、月に10日以上自宅で介護
を受けている市民税非課税のか
た（家族介護用品購入助成券は、
40歳以上で同様の状態のかた）

高齢者の在宅生活に関するガイドブック

防犯交通安全課　☎23 ♦ 6525　FAX23 ♦ 6570

特殊詐欺対策装置購入費の補助
補助額／購入費の2分の1（上限7,000円）内 容

対 象

対 象

▶65歳以上
▶令和4年4月1日以降に購入した通話録音装置、着信拒
否装置、通話録音または着信拒否の機能が内蔵された固
定電話機

申 込 購入後2カ月以内に防犯交通安全課（東庁舎3階）にある
申込書で（先着。補助金が無くなり次第終了）。

この電話は振り込め詐欺などの
犯罪被害防止のため、会話内容が

自動的に録音されます

高齢者のサービスガイドを配布しています！

在 宅 介 護 支 援の

長寿課（福祉会館1階）、各支所、市政情報
コーナー（西庁舎１階）、地域包括支援センターなど

配布窓口

要介護（介護認定）
内　容名　称

家族介護用品購入助成券

在宅ねたきり高齢者等見舞金

訪問理容サービス助成券

布団丸洗い乾燥または、寝具貸与
（どちらか一方を選択）

▶助成券／月額3,000円　▶支給／年間最大12枚
※指定店のみ利用可

▶支給額／月額5,000円　▶支給月／４月・10月

▶助成券／１回2,000円　　▶支給／年間最大６枚
※指定店のみ利用可

▶布団丸洗い乾燥／１人当たり４枚（羽毛布団は対象外）
▶寝具貸与／布団一式を貸出

1・2 3 4・5

ー ー ○

ー ○ ○

ー ー ○

ー ー ○

長寿課　☎23 ♦ 6147　℻23 ♦ 6520

　おおむね75歳以上を対象とし
た敬老会が9月に各学区で開催さ
れます。総代などから案内が送
られますが、案内が不要なかた、
各学区が作成する敬老会名簿へ
の掲載を希望しないかたは5月20
日㈮までに電話で長寿課（福祉
会館1階）へ。

敬老会名簿への掲載を

希望しないかたは連絡を

長寿課　☎23 ♦ 6149　℻23 ♦ 6520

詳しくは、電話で。

コーナー（西庁舎１階）、地域包括支援センターなど
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●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

Art & Culture 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。芸術＆文化
市電子申請届出システム
から申込可

日　時　5月22日㈰　14時（13時開場）～16時
場　所　2階視聴覚室
講　師　造本作家・デザイナー　駒形克己氏
定　員　当日先着50人

「駒形克己　え！ほん展」講演会
本がうまれるプロセス

おかざき世界子ども美術博物館

☎53 ♦ 3511　℻53 ♦ 3642（月曜日休館）

日　時　7月18日㈷　①11時②13時
場　所　①甲山会館②岡崎市民会館あおいホール
内　容 ①落研寄席②甲山落語会・ワークショップ
出　演 ②三遊亭遊雀、桂小すみ、柳亭楽ぼう
費　用　②は全席指定席3,500円
申　込　①当日14時から整理券配布②5月14日㈯10時か

ら岡崎市民会館、竜美丘会館、せきれいホール
へ直接。電話予約は13時から岡崎市民会館へ。

夏まつり 第26回甲山落語会
岡崎市民会館　☎21 ♦ 9121　℻21 ♦ 6973

NAOTO アコースティック・コンサート
with榊原大

シビックセンター　☎72 ♦ 5111　℻72 ♦ 5110

日　時　6月24日㈮　①9時～12時②13時～16時
内　容　溶けたリサイクルガラスで文鎮と器を作る
対　象　15歳以上各6人（抽選）
費　用　1,500円
申　込　はがき、ファクスにページ上部の申込共通項目

と希望時間（1人1申込まで）を記載し、〒444
…0002　高隆寺町字阿世保5番地　ごみ対策課
へ。市電子申請届出システムから申込可。5月
27日㈮必着

ガラス工芸一日体験「夏を楽しむ器を作ろう」
岡崎ガラス工房葵

ごみ対策課　☎22 ♦ 1153　℻25 ♦ 8153

日　時　6月19日㈰　14時～16時
場　所　岡崎公園巽閣
内　容　岡崎城や三河武士などの歴史を学ぶ
定　員　25人（先着）
費　用　500円
申　込　5月8日㈰10時から電話で。

家康公、岡崎時代の実像
允文館歴史教室

岡崎城　☎22 ♦ 2122　℻22 ♦ 2201

日　時　発会式（甲山会館）／5月6日㈮　19時
　　　　練習（岡崎市民会館）／金曜日　19時～21時
　　　　第九演奏会／12月10日㈯
対　象　小学4年生以上
費　用　一般15,000円、24歳以下6,000円（親子割引・学

校団体割引あり）
申　込　6月24日㈮までに直接発会式・練習
　　　　会場へ。詳しくは、岡崎「第九」を
　　　　うたう会（☎070 ♦ 8947 ♦ 5986）へ。

2022岡崎第九演奏会合唱団員募集
岡崎文化協会（文化振興課内） ☎23 ♦ 6975　℻23 ♦ 6343

時　間　10時～18時（入場は17時30分まで。最終日は
　　　　早めに終了）
●螢光会写真展●Ｆ×Ｍ＆石（絵画・彫刻）●剪の会切
り絵作品展●はなの会「木版画展」●第50回岡崎市民
美術展（総合）●あおい会作品展（岡信OB会）（総合）
●金信子個展（絵画）●第29回大地と風展（総合）●市
川政保写真展

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。

美術館展示室利用の仮申込
内　容　期間／令和5年4月4日㈫～10月1日㈰
　　　　展示室／第1～第6展示室
申　込　6月1日㈬～30日㈭に美術館にある仮申込書で。

定　員　当日先着各150人
コントラバス発表会
日　時　5月14日㈯
　　　　16時30分～18時
二胡演奏会
日　時　5月21日㈯
　　　　13時30分～15時　

美術館

岡崎城二の丸能楽堂

☎51 ♦ 4280　℻51 ♦ 4074（月曜日休館）

三河武士のやかた家康館　☎24 ♦ 2204　℻24 ♦ 2247

に こ

いんぶんかん

高隆寺町字峠1番地　☎28 ♦ 5000　℻28 ♦ 5005

開館時間／10時～17時（入館は16時30分まで）
休館日／月曜日（7月18日㈷は開館）、7月19日㈫
観覧料／一般（高校生以上）1，200円、小中学生600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）

はがき（1枚2人まで）に左ページ上部の申込共通項目と年齢、希望イベント（1枚1イベント）を
記入し、〒444…0002　高隆寺町字峠1番地　美術博物館「ルネ・ラリックイベント」係へ。美
術博物館ホームページから申込可。①5月20日㈮②7月22日㈮必着（抽選）

関連イベント
【①②共通申込】

日時 8月13日㈯・14日㈰　14時～16時
対象 小学生以上当日先着10人
（小学生は保護者同伴）

費用 300円

日時 6月26日㈰、7月22日㈮、8月20日㈯
14時

場所 1階展示室
申込 当日会場へ。

※当日の観覧チケットが必要

日時 8月12日㈮　①10時30分②14時
対象 小学生以上各15人（小学生は保護者同伴）日時 6月4日㈯　14時～15時30分

定員 30人 費用 1，000円

①講演会「ルネ・ラリック、アール・デコの
　新時代を切り開いた男」

②ガラス写真フレームを作ろう！

③手の平サイズの
　オリジナル鏡を作ってみよう！

④ギャラリートーク

中型常夜灯《キューピッド》
1920年
撮影：清水哲郎

たつみかく

せん

きむ しんざ

観光推進課　☎23 ♦ 6211　℻23 ♦ 6731

5月16日㈪～6月3日㈮は展示替えのため臨時休館します。

美術博物館の臨時休館日
☎28 ♦ 5000　℻28 ♦ 5005

日時
場所
対象
費用
申込

自分だけの紙甲冑を作ってみよう
6月～10月の日曜日　10時～16時（10回コース）
岡崎公園巽閣
中学生以上10人（抽選）
10,000円（10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　観光推進課「紙甲冑づくり」係へ。5月27日㈮必着

日　時　9月11日㈰　15時
出　演　NAOTO（ヴァイオリン）、榊原大（ピアノ）
チケット　一般3,500円、学生（25

歳以下）2,000円（全
席指定）

申　込　5月21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。

ゆうじゃく

紙甲冑ワークショップ
かっちゅう

詳しくは、
市ホーム
ページで。
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ア
ン グ ル

まルち

市内のできごとを写真で紹介

Story
わたし物語

Mayor’s Column市
コ ラ ム
長 どうなる、太陽の城跡地。

岡崎市長
中根 康浩

　3月19日～21日、桜城橋・中央緑道・籠田公園で
「QURUWAと暮らす」をテーマに様々なイベントが開
催されました。橋上ウェディングパーティーやドロー
ンでのPR動画撮影、おしゃれなマルシェが行われ、
地元住民などが中心となり、QURUWAエリアは連日
多くの人でにぎわいました。

橋上での結婚式は初めてで、
景色も良くとても素敵でした！

ウェディングパーティーに
参加した皆さん

参加者の声

新しい日常のヒントを見つけよう♪
「#QURUWAと暮らす 2022」

3月19日㈯

桜を見ながら気持ちよく
ウォーキングをすることが
できました！楽しかったです。

参加者の皆さん
参加者の声

太陽の下で心身リフレッシュ！
「クアオルト健康ウォーキング」

4月4日㈪

「日本が高度経済成長期を迎えていた1960年代、子ど
もたちは怪獣映画やプラモデルに夢中でした」。そう懐
かしむのは、イラストレーターの牧野さん。雑誌や絵本、
CDジャケット、テレビCMなど様々な媒体のイラストを
手掛け、最近では、好きな音楽や幼少期のエピソードを
紹介したイラストエッセイを出版しています。
　牧野さんは、子どものころから絵が得意で、漫画ばか
り描いていたそう。中学生になると音楽に興味が移り、
しばらく絵から離れましたが、大学４年生の時に転機が
訪れます。親友と行った油絵の展覧会で気に入る絵がな
く、自分で好きな絵を描きたいと、すぐに道具をそろえ、
油絵と水彩画を描き始めました。
卒業後、画家を目指して上京しますが、生活は苦しく、
雑誌の出版社にイラストを売り込み生計を立てていま
した。10社のうち１社採用されれば良いほうで、自由
に描けず苦しい時期だったと振り返ります。イラスト
レーターとして道が開けたのは、上京して10年経った
頃、小学館の漫画雑誌『週刊ビッグコミックスピリッ
ツ』にイラストが掲載されてからでした。牧野さんの絵

を求めて依頼が来るようになり、たくさんの人に作品を
見てもらえるというやりがいが見つかったといいます。
作品制作では、今でも悩むことが多いそうですが、満足
のいく作品ができたときの喜びは「何かを勝ち取ったよ
うな気分」とすがすがしい表情に。
　岡崎で過ごした少年時代を題材にしたイラストエッセ
イでは、にぎやかな康生の様子や兄とテレビチャンネル
の取り合いをしたことなど、当時のことをほのぼのと描
いています。色合いや空気感、会話まで記憶をたどり可
能な限り再現しているそう。「見た人が懐かしみ、イラ
ストの中の世界がそばにあると感じてほしい」。そんな
思いが込められています。
　生涯描き続けたいと話
す牧野さんは、これから
もたくさんのイラストで
私たちの心を和ませてく
れることでしょう。

カラーテレビは限られた家庭にしかなく、友人宅などで楽しみました。
『少年マッキー　僕の昭和少年記 1958 - 1970』（シーディージャーナル）著／牧野良幸

　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」のあり方について、多くの皆様と意見交換をしてきました。ご意見の多くは、「コンベンション
だけではもったいない」。これを受け、来訪者だけでなく、市民の皆様が日常的に使える機能を追
加し、愛着の持てる居場所となるよう100年先の未来につながるSDGsを意識した「（仮称）おかざ
き乙川リバーフロント交流拠点」として、現行計画のアップグレードを決めました。昨年12月の市
議会で概要を発表し、事業者との協議を再開しています。この案について、将来に渡って長く利用
することとなる子どもたちにアンケートを行った結果、約９割の子どもたちが、新たな拠点を楽し
みにしていることがわかりました。
　今後は、整備条件を整理して事業費を算出し、事業者に参加の可否についてご判断をいただく予
定で、令和８年度内の供用開始を目指します。

※検討の経緯やアンケート結果は、市ホームページでご覧ください。

懐かしい岡崎の風景をイラストで残したい

牧野 良幸さん
◆まきの　よしゆきさん　　イラストレーター、版画家　甲山中学校出身

季節と日本の伝統を感じて
「親子抹茶教室」

3月27日㈰
　春の日差しが暖かいこの日、奥殿陣屋で親子抹茶教
室が開催されました。茶室への入り方やお辞儀の仕方
などの所作を学び、生け花を鑑賞した後は、桜のお菓
子と抹茶をいただきました。初めは緊張していた参加
者ですが、最後は自分で点てた抹茶を味わい、思わず
笑みがこぼれていました。

た

お茶碗の回し方やお辞儀の仕方がよく
わかったよ。抹茶の苦みが美味しかった！

参加者の声

松永　煌生さん（左）・松永　和姫さん（右）
あい きおう き

子どもげんきクラブ
「鳥との会話に挑戦しよう！」

3月21日㈷

鳥と楽しく会話ができて
よかった！

酒井　壮真くん
そう ま 参加者の声

　満開の桜の中、専門ガイドの指導のもと、心拍数や
血圧などを測定しながら歩くクアオルト健康ウォーキ
ング※が開催されました。この日は岡崎城周遊コー
ス。参加者は自分に合った歩き方や速度を見つけると
ともに、岡崎城の歴史も学び、春の陽気の中で心も体
もリフレッシュした様子でした。

※クアオルト®健康ウォーキングとは、ドイツのクアオルト（療養地）で治療に
利用されている運動療法を、日本の環境に合わせた健康づくりの手法です。

く 　 る 　 わ

　鳥の鳴き声に似た音が出る道具「バードコール」を
使い、野鳥に話しかけるイベントが東公園で行われま
した。子どもたちは自然について学習した後、鳥との
会話に挑戦！道具を回す力加減や速さを工夫しながら
何度も音を奏でると、それに反応して鳥の鳴き声が！
姿の見えない鳥から返事が聞こえた時は歓声を上げて
喜んでいました。

22  OKAZAKI  2022年5月23 OKAZAKI  2022年5月



Information市電子申請届出システム
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

お知らせ ●催し・講座…P24
●募　集………P25
●暮らし………P26
●相　談………P29

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

時
定

内
持

講 対
申

所
￥￥

岡崎城下家康公夏まつり
花火大会の協賛募集

対象／市内事業者（その他要件あり）
申込／5月2日㈪から市ホームページで。

地域店舗ファンづくり推進委員会事務局（商工労政課内） ☎23 ♦ 6212　℻23 ♦ 6213
観光協会　☎64 ♦ 1637　℻64 ♦ 1638

開催／8月6日㈯　　申込／5月31日㈫までに直接観光協会へ。
●従来型の桟敷席は設置しません。新たに予約制の有料席（マス席・イス席）
を設ける予定です。●会場周辺に自由観覧場所は設けません。●花火大会の内
容・協賛種類・金額の見直しを行います。
詳しくは、岡崎おでかけナビで。

大河ドラマ「どうする家康」を
契機に一緒に地域を
盛り上げる店舗を募集します！

大河ドラマ「どうする家康」放送で旅行客・買い物客が増えることが予想
されます。イベント出店や情報発信を通じてお店の魅力を発信し、売上
向上や地域活性化を目指す店舗を募集します。

Event & Lectures
催し・講座

時
所
講

定

申

7月2日㈯　13時30分～15時30分
せきれいホール
現役介護福祉士兼モデル
上条百里奈氏
会場＝250人、ZOOM＝250人
（先着）
6月15日㈬までにQRコードの申
込フォームまたは介護保険課（福
祉会館1階）にある申込書で。詳
しくは、介護サービス事業者連
絡協議会（☎23 ♦ 8938）へ。
手話通訳・要約筆記
あり（要予約）

申 5月7日㈯から図書館交流プラザ、
各市民センターにある申込書（市ホ
ームページから入手可）で。ファ
クス、Eメール（　shogaigakushu
@city.okazaki.lg.jp）の場合は、
ページ上部の申込共通項目と希望
の講座番号を記入し
生涯学習課へ。
①②5月17日㈫
③④5月24日㈫必着

時

対
申

￥

5・6月の第2・第4金・土曜日　
①17時～18時②18時～19時③19
時～20時
1コート1時間2,000円（ドローン
レンタル付き3,000円）※コート
内はドローン1台のみ飛行可
ドローンの飛行経験のあるかた
5月8日㈰から電話で。詳しくはセ
ンターホームページで。

時

所
内

6月7日㈫ ①9時30分～12時30分
②14時～17時
竜美丘会館
企業との面談（ブース形式）
大学・短大・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
当日会場へ。

対

申

時

定
所

申

6月17日㈮　9時15分～12時
福祉会館
15人（抽選）
5月27日㈮までに電話で。市電子
申請届出システムから申込可。託
児あり（要予約）

時
内

定
申

6月16日㈭～9月15日㈭
インターネットを利用した学習ｅ
ラーニングで学ぶ。「多様な人材
の活用と働き方改革」など計6講座
50人（抽選）
6月1日㈬までに市電子申請届出
システムで。

夜のドローン操縦自主訓練

時
内

申
￥

6月14日㈫
エクセルでできる業務効率化
1,000円
5月8日㈰からセンター
ホームページで。

先端技術セミナー

時

定
6月4日㈯　15時～17時
20人

聴覚障がい者生活講座

Wanted
募　集

内

対

申

会議に出席し、意見を述べる。任
期は2年。報酬あり
市内在住・在勤・在学の18歳以上
（他の附属機関委員との重複は二
つまで）2人（選考）
履歴書と小論文「岡崎らしい景
観づくりに必要なこと（800字程
度）」を直接または郵送で〒444
…8601　まちづくりデザイン課
（西庁舎1階）へ。5月31日㈫必着

介護のしごと魅力発信講演会
一人ひとりと向き合うために

介護保険課　☎23 ♦ 6682
℻23 ♦ 6520

保育士復職支援セミナー
参加者募集
保育課　☎23 ♦ 6454　℻23 ♦ 6540地元で就職したいかた必見！

50社参加　合同企業説明会
商工労政課　☎23 ♦ 6351

℻23 ♦ 6213

時

内

所
定

5月24日㈫　①10時②11時
5月31日㈫　③10時④11時
①多様な性の尊重②手と心でつな
ぐ手話言語条例③歯と口の健康づ
くり（未就学児向け）④コロナ禍
だからこその健康づくり
図書館交流プラザ
各20人（先着）

個人向け市職員出前講座（5月）
生涯学習課　☎23 ♦ 3110

℻23 ♦ 3165

景観審議会委員募集
まちづくりデザイン課

☎23 ♦ 6261　℻23 ♦ 7967

すきま時間でスキルアップ
多様性社会推進課　☎23 ♦ 6222

℻23 ♦ 6626

所

中小企業・勤労者支援センター
☎52 ♦ 4611　℻52 ♦ 4631

自転車等駐車対策協議会委員募集
防犯交通安全課　☎23 ♦ 6277

℻23 ♦ 6570

申

対

内 会議に出席し、意見を述べる。任
期は2年。報酬あり
市内在住・在勤・在学の18歳以上
（他の附属機関委員との重複は二
つまで）2人（選考）
履歴書と小論文「岡崎市における
駐輪場のあり方（400字程度）」
を直接または郵送で〒444…8601
防犯交通安全課（東庁舎3階）へ。
5月25日㈬必着

申

対 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
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。5月26日㈭消印有効

岡崎市民病院　職員募集
岡崎市民病院総務課　☎66 ♦ 7012

℻25 ♦ 2913

時 6月11日㈯＝専門試験・作文・適
性検査
6月18日㈯＝面接試験
診療放射線技師・臨床検査技
師・管理栄養士・社会福祉士各1
人程度、理学療法士2人程度

診療放射線技師・臨床検査技師・
理学療法士・管理栄養士・
社会福祉士（令和5年度採用）

時

定

定

6月11日㈯＝作文・適性検査
6月18日㈯＝面接試験
80人程度

看護師、助産師
（令和4年10月・令和5年度採用）

時 7月2日㈯～10月15日㈯
名古屋市
母子家庭の母、父子家庭の父及び
寡婦のかた県内で20人（抽選）
5月6日㈮～27日㈮に直接子育て
支援室（東庁舎１階）へ。詳しく
は電話で。

母子・父子・寡婦就業支援講習会
パソコン講習（初級）

子育て支援室　☎23 ♦ 6769
℻23 ♦ 7279

￥
申
各50円
5月7日㈯から直接、電話、ファク
スで（先着）。

障がいのあるかたのための講座
友愛の家 ☎21 ♦ 8077 ℻64 ♦ 7999

定
申

月～金曜日、第1・第3土曜日（シ
フト制）
1人（選考）
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。

内

岡崎市民病院内託児所
パート保育士募集
岡崎市民病院総務課　☎66 ♦ 7006

℻25 ♦ 2913

時

定
5月31日㈫　10時～12時
10人

防災ゲームしてみよう

対

申

介助ボランティア募集
教育相談センター　☎71 ♦ 3201 

℻72 ♦ 3448
内 身体などに障がいがあり、移動な
どに特別な支援が必要な小中学生
を、週1～3回（1日3時間程度）
介助する
電話で。面接あり申内

対

申

会議に出席し、意見を述べる。任
期は7月～令和6年3月。報酬あり
市内在住・在勤・在学の18歳以上
（他の附属機関委員との重複は二
つまで）4人（選考）
履歴書と小論文「地域共生社会
に向けて地域でできること（800
字程度）」を直接または郵送で〒
444…8601　ふくし相談課（福祉
会館１階）へ。6月1日㈬必着

地域福祉計画推進委員の募集
ふくし相談課

☎23 ♦ 6774　℻23 ♦ 7987
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Information

「家康公にも食べてほしい！岡崎の魅力
がつまったおかず」をテーマに学校給食
メニューを募集。優秀メニュー3点は学
校給食の献立に採用。汁物、煮物、炒め
物、和え物、ごはんにのせる具、
ごはんに混ぜる具の中から
考えること。

日にち／7月・8月・10月・11月・1月・2月の第2火曜日
　または第3水曜日

対象／市内在住・在勤・在学の10人以上の団体・グループ
申込／開催希望月の前々月15日までに図書館交流プラザに

ある申込書で。

生涯学習課　☎23 ♦ 3110　℻23 ♦ 3165健康増進課　☎23 ♦ 6962　℻23 ♦ 5071

市長出前講座を始めます
市長が講師となってまちづくりの説明をします

詳しくは
市ホーム
ページで。

学校給食学校給食
メニューメニュー
コンクールコンクール

●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
う継続的かつ計画的な公益的活動
（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）

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6～200万円
1日につき3,000円
1日につき2,000円

支
払
限
度
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）

対人

対物

傷害保険金額 ※請求には治療費の領収書のコピーが必要です。 賠償責任保険金額 ※自己負担金1万円

安心して市民活動（登録市民活動団体、町内会などが行
う公益的活動）に参加できるよう、市が保険料を負担し、
市民活動中の事故に対して保険金を支給します。

市民活動総合補償保険をご活用ください。
市民協働推進課　☎23 ♦ 6491　℻23 ♦ 6667

対象／市内小中学生（個人または3人以内のグループ）
申込／6月30日㈭までに岡崎げんき館にある申込書
　　　（市ホームページから入手可）で。

●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）。

西三河都市計画緑地の
事業認可変更

公園緑地課　☎23 ♦ 7406
℻23 ♦ 6559

日本に住んでいる20歳以上60歳
未満の全てのかたは、国民年金への
加入が義務付けられています。厚生
年金の加入者で退職されたかたとそ
の被扶養配偶者は、国民年金の第１
号被保険者への種別変更届の手続き
が必要です。
①退職日が分かる書類（雇用保険被
保険者離職票など）②被保険者の基
礎年金番号またはマイナンバー（個人
番号）が分かるもの③来庁者の身分
証明書（運転免許証など）を持参し、
国保年金課（東庁舎1階）または支所
で手続きを。

退職後は国民年金の手続きを
国保年金課　☎23 ♦ 6431

℻27 ♦ 1160
岡崎年金事務所　☎23 ♦ 2637水質事故の防止にご協力を！

環境保全課　☎23 ♦ 6194
℻23 ♦ 6536

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
源が汚染されたりするなどの重大な
影響を及ぼすことがあります。水質
事故を未然に防ぐため、日頃から油
や有害物質の適切な処理、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、速やかに連絡を。

Life & Support
暮らし

内

時
所

申

内 建物の出入口や開口部に設置して
浸水の防止・軽減をするための止
水板の設置に対し、補助金を交付
します。補助額／費用の2分の1
（上限50万円）
市街化区域内の、過去に浸水被害
を受けた、または浸水のおそれの
ある既存建物
12月28日㈬までに河川課（西庁
舎3階）にある申請書
で。詳しくは、市ホー
ムページで。

止水板設置費用の補助
河川課　☎23 ♦ 6899　℻23 ♦ 6532

6月1日㈬　13時～16時
市民相談室（東庁舎2階）

特設人権相談所を開設します
防犯交通安全課　☎23 ♦ 6492

℻23 ♦ 6626

雨水浸透ますの材料支給
河川課　☎23 ♦ 6899　℻23 ♦ 6532

アスベスト対策費補助
住環境整備課　☎23 ♦ 6709

℻23 ♦ 7528

空き家の除却費・改修費補助
住環境整備課　☎23 ♦ 6024

℻23 ♦ 7528

対 都市計画区域内の新築・改築また
は増築に伴い雨水ますを設置する
建物
令和5年3月10日㈮までに河川課
（西庁舎3階）にある
申請書で。詳しくは、
市ホームページで。

対

自転車乗車用ヘルメット
購入費の補助

防犯交通安全課　☎23 ♦ 6238
℻23 ♦ 6570

内

対

申

補助額／購入費の2分の1（上限
2,000円）
▶満7歳～満18歳及び65歳以上の
かた（1人1個まで）▶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4年4月1日以降に購入し
たものに限る）
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（先
着。予算が無くなり
次第終了）。詳しくは、
市ホームページで。

申 着手前に住環境整備課（西庁舎１
階）にある申請書で（先着。補助
金が無くなり次第終了）。①11月
30日㈬②12月28日㈬締切

内
対

補助額／上限25万円
吹き付けアスベストが施工されて
いる可能性がある建築物

②分析調査費補助

内

対

補助額／費用の3分の2（上限180
万円）
吹き付けアスベストが施工されて
いる建築物（塗材は除く）

①除去等費補助

申 申請前に着手したものは対象外。
詳しくは電話で。

内

対

申

申

補助額／除却費（床面積×27,000
円）の2分の1（上限10万円）
老朽化で危険な状態の木造の空き
家15件（先着）
12月14日㈬まで

危険な空き家の除却費

内

対

補助額／改修費（地域貢献活動を
行うために必要な改修に要する費
用）の2分の1（上限50万円）
5年以上継続して地域貢献活動に
利用する空き家

地域貢献活動に利用する空き家の
改修費

内

対

補助額／除却費（床面積×27,000
円）の2分の1（上限120万円）
老朽化で危険な状態の木造の空き
家で、建築基準法上の道路に接し
ていないもの、または前面道路が
狭く重機による解体工事ができな
いもの5件（選考）
5月31日㈫まで

建て替えができない空き家の除却費（5,450万円増）▶保育園施設整備工
事請負費（1億2,450万円増）▶こど
もの家施設整備工事請負費（5,060万
円増）▶こども園施設整備工事請負
費（1,681万円増）▶すくすく赤ちゃ
ん特別支援金支給事業費（1億6,312
万円増）▶ＡＹＡ世代がん患者療養
支援事業費（303万円増）▶新型コロ
ナウイルス感染症行政検査委託料（3
億6,111万円増）▶新型コロナウイル
ス感染症自宅療養者医療体制確保協
力金（3億6,966万円増）▶キャッシ
ュレス決済ポイント還元事業委託料
（1億6,020万円増）▶新型コロナウ
イルス感染症対策協力金（2,200万円
増）▶私立幼稚園施設整備費補助金
（8,720万円増）▶小中学校校舎等特
別整備工事請負費（9,224万円増）▶
消耗品費（新入学児童・生徒就学支
援事業）（2,370万円増）

内

3月定例会で成立した補正予算
財政課　☎23 ♦ 6044　℻65 ♦ 2351
一般会計は81億932万円の増額、

特別会計は3億6,504万円の減額、企
業会計は27億1,625万円の増額で、
これらにより令和3年度の予算総額は、

内 申

2,745億7,965万円となりました。今
回の補正予算（歳出）の主なものは
次のとおりです。なお、国の補正予
算を積極的に活用し、令和4年度予算
の一部を前倒して補正しています。
一般会計
▶財政調整基金積立金（38億22万円
増）▶公共施設保全整備基金積立金
（10億5,203万円増）▶子育て世帯生
活支援特別給付金給付事業費（2億
3,153万円減）▶新型コロナウイルス
感染症行政検査委託料（2億5,302万
円増）▶新型コロナウイルス感染症
自宅療養者医療体制確保協力金（2億
8,298万円増）▶道路整備工事請負費
（2億1,805万円増）▶東岡崎駅周辺地
区整備基金積立金（8億240万円増）
▶公園施設整備基金積立金（10億
625万円増）▶小中学校施設保全工
事請負費（6億8,660万円増）▶土地
購入費（新学校給食センター整備事
業）（2億743万円増）▶文化施設整
備基金積立金（4億9,940万円増）
企業会計
下水道事業会計
▶管渠施設改良工事費（9億5,265万
円増）▶ポンプ施設築造工事委託料
（8億1,880万円増）
令和4年度予算
一般会計は16億4,295万円の増額で、
これにより令和4年度の予算総額は、
2,550億2,440万円となりました。今
回の補正予算（歳出）の主なものは
次のとおりです。
▶学区市民ホーム施設整備工事請負
費（6,930万円増）▶特別障がい者等
地域生活支援事業費（529万円増）▶
家族介護用品特別給付事業費（758万
円増）▶私立保育園施設整備費補助金

きょ

時

所

5月15日㈰の定休日を22日㈰へ変
更します。※通常定休日／水曜日、
第3日曜日、年末年始
イオンモール岡崎3階

内 都市計画緑地「乙川河川緑地」の
事業計画が変更認可されました。
公園緑地課（西庁舎4階）で関係
図書を縦覧できます。

市民サービスコーナーの
5月の定休日が変更となります
市民課　☎23 ♦ 6141　℻27 ♦ 1158

内 ▶医科・歯科幹部／6月10日㈮まで
▶技術海上・航空幹部／5月20日
㈮まで
▶技術海・空曹／5月20日㈮まで
詳しくは、自衛隊岡崎出張所（☎
58 ♦ 0095）または自
衛隊愛知地方協力本
部ホームページへ。

医科・歯科幹部、自衛官など募集
総務文書課　☎23 ♦ 6039

℻23 ♦ 6013

申
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Information相談内容は秘密厳守します。相談 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。

消費生活センター
Twitter

センターに寄せられた相談や注意
喚起情報などをお知らせします。
アカウント／＠okazaki_shohi

4月1日から成年年齢が18歳になりました。住宅賃貸やクレジットカード
などの契約を1人でできるようになると同時に、一度結んだ契約は簡単
には取り消せなくなります。消費者トラブルに巻き込まれないよう、契約
は慎重に行い、「だまされない消費者」になることが重要です。困ったと
きは消費生活センターへ相談を。

消費生活センター
☎23 ♦ 6459　℻23 ♦ 6570

大人になると
できること、気を付けること
考えよう！

～18歳から大人に～

市

民

相

談

保

　

健

子
育
て

商

　

工

そ

の

他

相　談　内　容 日　に　ち 時　　間 場　　所 問い合わせ

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

月～金曜日 8：30～17：15

13：00～16：00

9：00～16：00

13：30～14：20
14：30～15：20

8：30～17：15

8：30～17：15

10：30～16：30

8：30～17：00

8：30～17：15

14：00～16：00

17：00～20：00

17：00～21：00

10：00～17：00

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

防犯交通安全課
☎23 ♦ 6492

消費生活センター
☎23 ♦ 6459　℻23 ♦ 6570

健康増進課
☎23 ♦ 6715　℻23 ♦ 5071

健康増進課
☎23 ♦ 6639　℻23 ♦ 5071

健康増進課
☎23 ♦ 6084　℻23 ♦ 5071

岡崎商工会議所
☎53 ♦ 6500　℻53 ♦ 0101

家庭児童課☎23 ♦ 6778

家庭児童課☎23 ♦ 3241

家庭児童課☎080 ♦ 2639 ♦ 2111

多様性社会推進課☎23 ♦ 7681

社会福祉協議会☎64 ♦ 6665

ふくし相談課☎23 ♦ 6774

岡崎ビジネスサポートセンター
（OKa-Biz）
☎26 ♦ 2231　℻26 ♦ 2232

商工労政課
（融資）☎23 ♦ 6214
（創業）☎23 ♦ 6212
（立地）☎23 ♦ 6287　℻23 ♦ 6213

市民相談室
（東庁舎2階）

消費生活センター

一般・栄養・歯科健康

医師

保健師など
精神保健福祉

思春期のメンタルヘルス

自死遺族（個別）

不妊・不育

幼児

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

DV相談
女性相談

電話・面接

法律（女性のみ）

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

※祝日は受け付けていない場合があります。

月～金曜日

6/15㈬

随時

6/13㈪

6/1㈬

5/27㈮

月～金曜日

月～金曜日

月～金曜日

水曜日以外

第2・第4火・土曜日

随時（お問い合わせください）

月～金曜日
※図書館交流プラザ
　は水曜日休館

月～金曜日

第1・第3水曜日
第2・第4金曜日

水曜日

第3木曜日

申込時に決定
岡崎げんき館

岡崎げんき館

商工労政課

図書館交流プラザ
イオンモール岡崎

岡崎商工会議所

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
☎23 ♦ 6084　℻23 ♦ 5071

申 事前に子育て支援室（東庁舎１
階）へ（要事前相談）。

内

対
申

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
市内製造業者
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
☎53 ♦ 6191　℻53 ♦ 0101）へ。

内 3月29日付けで西三河都市計画の
変更を行いました。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。
▶県決定／都市計画道路（3・4・
58号日名橋線）
▶市決定／①都市計画道路（3・
2・209号伝馬新線、3・4・210号
柱町線）②用途地域③高度地域

時
所
内

申

5月29日㈰　10時～11時
東部地域交流センター
本宿地区（本宿町、舞木町の各一
部）のまちづくりに係る都市計画
の決定・変更の説明
当日会場へ。

▶制定／岡崎市手と心でつなぐ手話
言語条例、岡崎市市費負担教員の給
与等の特例に関する条例、岡崎市企
業版ふるさと納税地方創生基金条例

ほか2件
▶改正／岡崎市国民健康保険条例、
岡崎市手数料条例、岡崎市男女共同
参画推進条例、岡崎市子ども医療費
助成条例、岡崎市特定教育・保育施
設及び特定地域型保育事業の利用者
負担額等を定める条例、岡崎市こど
も自然遊びの森条例、岡崎市ホタル
学校条例、岡崎市道路の占用に関す
る条例及び岡崎市準用河川流水占用
料等徴収条例　　　　　　   ほか7件

内

対

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
▶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

高等学校卒業程度認定試験
合格支援給付金

内

対

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
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

自立支援教育訓練給付金

西三河都市計画説明会
都市計画課　☎23 ♦ 6260

℻23 ♦ 6514
市街地整備課　☎23 ♦ 6166

℻23 ♦ 5988

ご寄付・ご寄贈
ありがとうございました（敬称略）
秘書課　☎23 ♦ 6009　℻23 ♦ 6456
▶石原明夫▶市川悦雄▶宇野雅久▶
栗田良子▶杉山元規▶柵木誠▶葵コ
ンサルタント株式会社▶信金中央金
庫▶土筆会▶橋目本町町内会▶岡崎
市職員組合

母子・父子家庭のかたへ
子育て支援室　☎23 ♦ 6769

℻23 ♦ 7279

市内のものづくり事業者支援
商工労政課　☎23 ♦ 6287

℻23 ♦ 6213

3月定例会で成立した条例
総務文書課　☎23 ♦ 6741

℻23 ♦ 6013

職員が出張してマイナンバーカード
の取得申請をお手伝いします
市民課　☎23 ♦ 6800　℻27 ♦ 1158

西三河都市計画の変更
都市計画課　☎23 ♦ 6249

℻23 ♦ 6514

内 滝町地内の国指定重要文化財であ
る「滝山寺三門」から大井野口バ
ス停の区間を市内で73例目となる
愛称道路「瀧山寺参道」と名付け
ました。

愛称道路「瀧山寺参道」が
誕生しました

道路維持課　☎23 ♦ 6223
℻23 ♦ 6633

み ち

内

対

申

マイナンバーカード用の写真撮影
及び申請補助
市内に住民登録があるかたで、希
望者が10人以上の
グループ・企業など
詳しくは電話で。

名電
山中駅 本宿駅

国道
473号

東名高速道路生
平
幸
田
線

国道1号

名古屋鉄道

対象地区育児相談（すくすくテレホン） 月～土曜日 総合子育て支援センター
☎26 ♦ 0706　℻26 ♦ 6711

妊婦・乳児 家庭児童課 家庭児童課
☎23 ♦ 7683　℻23 ♦ 6833
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毎
日
の
救
急

新
型
コ
ロ
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ウ
イ
ル
ス

日
曜
・
祝
日
の
当
直
医
療
機
関
・
薬
局

２
次
救
急

岡崎市医師会公衆衛生センター1階（竜美西一丁目）
● 岡崎市医師会夜間急病診療所  ▶  ☎52-1906

●岡崎歯科総合センター（中町）  ▶  ☎21-8000

小児科・内 科・外 科

歯 科

（医師3人体制）

受付時間

受付時間

毎日＝19時30分～22時30分

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

● 受診・相談センター
☎23 ♦ 5074

楽しく学べる子ども・親子のフラダンス

情報をお寄せください
広報課　☎23 ♦ 6028

5月22日㈰　13時30分～15時30分。図
書館交流プラザ301号室。当日会場へ。
岳精流日本吟院三河岳精会　今井☎31
♦ 6012

初めての詩吟　ふれあい体験無料講座

5月28日㈯・29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。当日
会場へ。団吉くんまつり実行委員会
☎31 ♦ 3823

石の掘り出し市　団吉くんまつり

第2日曜日（1月を除く）　6時30分
（岡崎公園花時計前集合）。ほうき、
軍手持参。岡崎モラロジー事務所　近
藤☎21 ♦ 5790

今できること！岡崎公園
清掃ボランティア（雨天中止）

5月22日㈰　13時30分。東部地域交流
センター。500円。当日会場へ。水道
民営化を考える会岡崎　井畑☎090♦
6093♦6330

水道民営化を考える講演会

5月23日～7月11日の月曜日▶9時30分
＝女性▶10時45分＝親子▶共通＝図
書館交流プラザ。体験1回1,000円。電
話で申込。アイキッズ　上田☎090 ♦

4790 ♦ 5563

40代からの女性ヨガ&0～3歳親子ヨガ

綱引審判講習会

第2・第4火曜日　①11時②12時③13
時30分。GLOBAL STUDIES CAFÉ（康
生通）。18歳以上。1回1,500円。電話
で申込。佐々木☎090 ♦ 6579 ♦ 5828

ニイハオ俱楽部中国語教室

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。

平日9時～17時

平日17時～翌朝9時

※上記時間外、土・日曜日、祝日はコールセンターへ。

※土・日曜日、祝日は24時間対応

≪コールセンター≫
☎052 ♦ 856 ♦ 0318

● 受付時間＝9時～12時、14時～18時 ※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。

5月

内 科
または
小児科

外 科

皮膚科

眼 科

産婦人科

薬 局

耳 鼻
咽喉科

5月1日㈰
たなむら
クリニック
（康生通）
☎65-1456
あいみこども
クリニック
（幸　田）
☎63-3300

東大友内科
（東大友）
☎32-4333

ワシミ整形外科
羽根分院
（羽　根）
☎73-1234
ぬまた皮フ科
クリニック
（羽　根）
☎53-1128
みみ・はな・のど
長坂クリニック
（六　供）
☎21-3387
小出アイ
クリニック
（中之郷）
☎54-3636

すずな
調剤薬局
（羽　根）
☎47-8664

ゆうあい薬局
（北　野）
☎33-6766

かのん
調剤薬局
（六　供）
☎24-0036

わかまつ薬局
（若松東２）
☎57-8220

むつみ薬局
（宮　地）
☎54-8819

鈴木薬局
（戸　崎）
☎53-0053

アイセイ薬局
洞店

（　洞　）
☎26-6618

ふじ薬局
（中　田）
☎58-8875

パナプラス薬局
むつな店
（向　山）
☎58-2777

5月3日㈷
あおい在宅
クリニック
（能見通）
☎65-2775
こうた内科
クリニック
（幸　田）
☎62-2200
上六名こども
クリニック
（上六名3）
☎72-6278

宇野整形外科
（緑丘2）
☎54-3161

酒井皮ふ科
（矢　作）
☎32-9929

三崎町うえじ
耳鼻咽喉科
（三　崎）
☎54-2833

ほしの眼科
（井田西）
☎28-1411

パナプラス薬局
能見店（能見通）
☎83-7601
めいかじ薬局
（幸　田）
☎73-0031
タウンズ薬局
（上六名３）
☎83-8655
パナプラス薬局
むつな店（向　山）
☎58-2777
お～ろら薬局
にしおかざき（昭 和）
☎33-3254

5月4日㈷
三浦内科
クリニック
（竜美南3）
☎57-8500

村山医院
（中島中）
☎43-2027

なでしこ内科
クリニック
（鴨　田）
☎66-1717

山本整形外科
（国　正）
☎57-5080

みしま医院
【泌尿器科も可】
（康生通）
☎21-1648
西山みみ・はな・
のどクリニック
（幸　田）
☎62-8781

矢藤眼科
（能　見）
☎21-0641

アイン薬局
竜美南店（竜美南３）
☎64-9800
アイセイ薬局
中島中町店（中島中）
☎57-7033
ふくおか薬局
（国　正）
☎57-5377
アポロ薬局
幸田店（幸　田）
☎62-8328
お～ろら薬局
にしおかざき（昭 和）
☎33-3254

5月5日㈷
星野

クリニック
（樫　山）
☎82-3007
うちだ
クリニック
（美　合）
☎54-2255

潤クリニック
（稲  熊）
☎65-8341

ませぎ
整形外科
（本宿台）
☎27-8088
こうた皮フ科
クリニック
（幸　田）
☎56-1311
天野

耳鼻咽喉科
（羽　根）
☎51-8741
ともファミリー
クリニック
（野　畑）
☎83-8869

ひふみ薬局
樫山（樫　山）
☎85-1057
アイセイ薬局
稲熊店（稲　熊）
☎23-5855
スヤマ薬局
（本宿茜）
☎48-3544
メリー薬局
（野　畑）
☎47-8614
お～ろら薬局
にしおかざき（昭 和）
☎33-3254

5月8日㈰
船川医院
（明大寺）
☎51-1897

岡田胃腸科
クリニック
（若松東2）
☎54-0125
にいのみ
小児科
（矢　作）
☎31-5230

城南整形外科
（宮　地）
☎54-6686

岡田胃腸科
クリニック
（若松東2）
☎54-0125

康生医院
（康生通）
☎21-1340

橋本記念眼科
（三　崎）
☎53-9904

5月15日㈰
のびのびこども
クリニック
（　洞　）
☎28-7272
岡崎駅前
クリニック
（羽　根）
☎83-6667

中田医院
（矢　作）
☎31-2728

愛知医科大学
メディカルセンター
（仁  木）
☎66-2811
細井医院

【泌尿器科も可】
（福　岡）
☎51-1325
ふるた

耳鼻咽喉科
（戸　崎）
☎55-6688

ほしの眼科
（井田西）
☎28-1411

アイセイ薬局
洞店（　洞　）
☎26-6618
こはく薬局
（　柱　）
☎64-2145
調剤薬局アモス
矢作店（矢　作）
☎33-1387
ハーズ岡崎調剤薬局
北斗店（仁　木）
☎45-1211
るり薬局
（戸　崎）
☎47-7234

5月22日㈰
ハートクリニック

神田
（　洞　）
☎65-8182
葵セントラル
病院

（中　田）
☎53-7815

高村医院
（細　川）
☎45-2677

別府外科
（鴨　田）
☎22-4139

福田泌尿器科・皮膚科
医院【泌尿器科も可】
（六名本）
☎58-6711
犬塚

耳鼻咽喉科
（上里１）
☎26-3314

矢藤眼科
（能　見）
☎21-0641

5月29日㈰
竜美ヶ丘
小児科

（竜美南3）
☎53-3777

宮地医院
（　柱　）
☎51-3366

須田
クリニック
（鴨田本）
☎23-8011
大堀

クリニック
（宇　頭）
☎31-3688
わかまつ町
皮ふ科
（若　松）
☎55-9912

坂堂医院
（福  寿）
☎21-6156

ともファミリー
クリニック
（野　畑）
☎83-8869

竜美第一
ナンブ薬局
（竜美南３）
☎73-2737
ナンブ薬局
鴨田店
（鴨田本）
☎64-7112

あらこ薬局
（若　松）
☎58-5500

メリー薬局
（野　畑）
☎47-8614

※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。

 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。
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

5月14日㈯・21日㈯　18時～24時
5月5日㈷　8時～翌朝8時、12日㈭・19日㈭・26日㈭　18時～翌朝8時、28日㈯　13時～翌朝8時

5月2日㈪・9日㈪・11日㈬・16日㈪・18日㈬・23日㈪・25日㈬・30日㈪　18時～24時
365日24時間対応

5月7日～毎週土曜日　11時5分。図書
館交流プラザ。1回800円（教材代別
途）。Ｅメール（　 yasashii.eikaiwa.
aichi@gmail.com）で申込。マーク
☎0565 ♦ 27 ♦ 2944

マークのやさしい土曜英会話（初級）

中国健康術（健康気功、エアロビクス、
ツボ押し、セルフマッサージなど）

5月8日・29日、6月12日・26日、7月
10日・24日の日曜日　10時。柳川瀬
体育館（豊田市）。1回600円。電話、Ｅ
メール（　 shihuaichenzhuodehuihua
@gmail.comで申込。吉田☎090 ♦

1029 ♦ 5244

農業体験　さつま芋苗の植え付け
5月21日㈯。樫山公園隣接ほ場。1家
族2,000円。5月15日㈰までに電話で
申込。豊富夏山まちづくり協議会　
鈴木☎090 ♦ 3259 ♦ 2330

詩吟体験講座　～黒田節、知床旅情～
6月9日㈭　13時30分～15時。図書館
交流プラザ103号室。当日会場へ。芳
耀会　山本☎31 ♦ 0298

ほう

ようかい

毎週土曜日　10時30分。Nobu Music 
Supportスタジオ（康生町）。3歳～小
学生（親子も可）。1回1,000円。電話
で申込。詳しくは、ホームページで。
ふれあいリズムとダンス
の会　瀬尾☎050 ♦ 3707 ♦

8011

弓道教室（全15回）
6月～7月23日の火・土曜日　18時30
分。岡崎中央総合公園。中学生以上。
6,000円（15回分）。5月18日㈬まで
に申込。詳しくは、ホー
ムページで。弓道会　近
藤☎54 ♦ 1065

わんぱく相撲葵場所
5月22日㈰。岡崎中央総合公園。市
内在住の小学4～6年生。電話、ホー
ムページで申込。岡崎青
年会議所事務局☎53 ♦

5045

犬市場
～わんこと一日中遊べるDOG FES～

5月14日㈯・15日㈰　9時30分～16時。
乙川河川緑地。高校生以上500円。当
日会場へ。詳しくは、ホー
ムページで。WAN’S team
柴田☎090 ♦ 1052 ♦ 1299

6月19日㈰▶10時＝審判講習会▶13
時30分＝綱引チーム交流会▶共通＝
矢作体育館。高校生以上。詳しくは、
ホームページで。綱引連盟
事務局　高橋☎090 ♦ 4866
♦ 2082

毎週水曜日▶13時＝エアロビクス▶
14時＝ヨガ▶共通＝南部地域交流セン
ター。1回800円。電話で申込。遠山☎
090 ♦ 4215 ♦ 6211

ママビクス・ヨガ

居合道初心者講習会（全9回）
6月～7月の水曜日　19時。岡崎中央
総合公園。中学生以上。6,850円（9
回分）。5月20日㈮までに申込。詳し
くは、ホームページで。
居合道連盟　中江☎090 ♦

6614 ♦ 3886

小学生ランニング（全6回）
7月～9月の月曜日　18時。龍北総合
運動場。小学3～6年生。3,500円（6回
分）。6月13日㈪までに申込。
詳しくは、ホームページで。
スポーツ協会☎53 ♦ 7644

6月5日㈰　14時30分。JAあいち三
河本店。5月20日㈮までに申込。詳
しくは、ホームページで。
NPO全国家庭教育支援セ
ンター　山本☎45 ♦ 5802

おやこで英語であそぼ！
5月11日㈬　9時45分。岡崎げんき館。
1歳6カ月～未就園児親子。500円。電
話、申込フォームで申込。
ティンカーベルの会　柴
田☎090 ♦ 2136 ♦ 5160

詳しくは、市ホームページで
確認を。

徳川家康公生誕480年記念シンポジウム
「家康公と徳川四天王」
5月21日㈯　13時30分。岡崎市民会館。
電話で申込。岡崎信用金庫
本店内徳川家康公に学ぶ会
☎25 ♦ 7213

不登校引きこもり支援フォーラム

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。

3次救急 岡崎市民病院（高隆寺）☎21-8111 365日24時間対応 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。

すぐ受診できる医療機関を探す 24時間対応
スマホ版は
こちらから救急患者のための

愛知県救急医療情報センター　☎21-1133
消防本部共同通信課（聴覚障がい者専用） 119℻
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