
休日在宅医・休日診療所12月

・17時以降の夜間に、急病でお困りのときの病院案内は救急医療情報センター　☎（36）1133
・休日在宅医の変更がある場合もあります。お出かけの前に医療機関へ問い合わせてください。

休日歯科診療所（前浜町４-22）　☎（46）3700　９時～12時

休日診療所（保健センター）　☎（48）4141　９時～12時、13時30分～17時

外科

内科

歯科

その
ほか

■問
図書館本館　☎（41）0894
中部分館　　☎（41）1980
南部分館　　☎（42）8211

今月の
３冊

毎月第３日曜日は「へきなん子ども読書の日」

この本は「天然食材ハンター」
が書いています。天然食材ハンタ
ーとは、簡単にいえば、自然に生
息する動物や自生する植物を獲っ
て、食材として飲食店に提供する
ことを仕事としている人です。鹿
や猪を獲るのが猟師、魚なら漁師
ですが、天然食材ハンターは山の
ものでも海のものでもなんでも捕
獲できるよう、豊富な知識と経験
が必要なため、だれもがなれるわ
けではありません。また、食材を
傷つけないよう危険な動物でも素
手で捕獲しなければなりません。
本書では、そんな自分の得意なこ
と、好きなことを仕事にするまで
の苦労と工夫や、著書が考える未
来の「食」についてつづられてい
ます。世にもめずらしいプロフェ
ッショナルの流儀をあなたも味わ
ってみませんか。

本能寺の変によって織田信長と
その嫡子信忠が急死したため、織
田家では早急に後継者を決めなく
てはなりませんでした。そのため
に開かれたのが清須会議です。通
説では、織田家の家臣団が信雄派
（信長の二男）と信孝派（同三男）
に別れて激しく対立したのを、羽
柴秀吉（後の豊臣秀吉）が信忠の
嫡子三法師を後継者に担ぎ出し対
立を収めたといわれています。諸
説ありますが清須会議が秀吉躍進
のきっかけになったようです。
本書では清須会議を軸に秀吉の

天下取りへの道のりを丹念に検証
しています。現存する資料を読み
解いた上で書かれているため歴史
小説とは異なった秀吉像が楽しめ
ます。また、信長亡き後の織田家
の衰退など小説ではあまり描かれ
ないことも載っていますので、戦
国時代に興味のある人は読んでみ
てください。

ふるさとって
呼んでも
いいですか
ナディ／著
大月書店

何が獲れるかは、
自然が決める 
予約注文、
お断りします。
谷田 圭太／著　
春陽堂書店

６歳の時に、両親、弟とイラン
から日本へやってきて、そのまま
日本で暮らすことになったナディ
という少女が、34歳になった時に
日本に対する気持ちを書いた本で
す。ナディは言葉も何も知らない
まま日本に来て、働く両親の代わ
りに弟の面倒をみながら、知恵を
使い、努力もして、日本で進学・
就職し、二児の母になりました。
「つらい時期もたくさんあった」
と書かれていますが、この本は少
しも暗い感じではなく、生きる力
に満ちた明るい文章で書かれてい
ます。多くの外国から来た方が生
活している日本の社会。その当事
者の体験や気持ちを知ることで、
日本の制度の実情や、共生の社会
をどう作っていくのがよいのかを
考えるきっかけをくれる本です。

清須会議
─秀吉天下取りの
スイッチは
いつ入ったのか？
渡邊　大門／著
朝日新聞出版
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６日㈰ 27日㈰13日㈰ 20日㈰

小林記念病院
（新川町）
☎（41）0004
９時～12時、
13時～17時

長田医院
（源氏町）
☎（42）1200
９時～17時

産婦人科
岡村産科婦人科
（沢渡町）
☎（41）2726
９時～12時、
12時45分～17時

作塚杉浦クリニック
（作塚町）
☎（42）5327
９時～12時、
13時～17時

耳鼻咽喉科
奥田医院
（若宮町）
☎（41）1025
９時～12時、
14時30分～17時

小林クリニック
（立山町）
☎（43）0388
９時～12時、
13時30分～17時

眼科
オオノ眼科クリニック
（野田町）
☎（46）3733
９時～12時、
13時30分～17時
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１月15日号の掲載申し込み期限は12月10日㈭17時です。
■問　経営企画課広報戦略係　☎（95）9867

延期・中止となる場合もあるので、各
問い合わせ先で確認してください。Webで

詳しく

①沓名幸衛　水彩画
■所　本店営業部　☎（41）3266
②杉浦街子　ちりめん細工展
ふれあい福祉園ガイア　作品展
■所　辻支店　☎（41）3267
③棚尾まちおこしの会　磯貝国雄
棚尾郷土かるた　下
■所　みなみ支店　☎（41）3271
④つばき会　押絵展
■所　旭支店　☎（41）3274
【①～④共通】
■時　11月30日㈪まで

愛知県中央信用組合ロビー展

お楽しみ袋を配ります。
■時　12月12日㈯　11時～12時30分
■所　喫茶「桜」（日進町）
■定　20人（先着順）
■￥　大人　300円　子ども　100円
※マスクを着用してください。発
熱などがある場合は受け取りはご
遠慮ください。予約希望の人は連
絡してください。
■申　倉内　☎090（2937）5050

へきなん　みんなの食堂「さくら」

よもぎ会、コスモス会のメンバ
ー合同による押し花作品展です。
■時　11月21日㈯～27日㈮
■所　文化会館
■問　加藤　☎（41）3597

押し花作品展

親子でわらべうたを歌いながら、
優しくマッサージをします。
■時　11月22日㈰、12月６日㈰　10
時～11時
■所　中部公民館
■対　生後２か月～２歳くらい
■￥　各500円
■申　ＮＰＯ法人わらべうたベビー
マッサージ研究会
warabebi2020t@yahoo.co.jp
■問　☎090（9190）4054

わらべうたベビーマッサージ教室

■時　毎週木曜日　10時～12時
■所　へきなん福祉センターあいく
る
■￥　1,000円
■問　小笠原　☎080（6945）6593

脳トレ水彩会

初心者向けです。ハワイから届
いた曲を１年かけて踊れるように
します。
■時　①第１水曜日②第２、４水曜
日　13時30分～15時
■所　①へきなん福祉センターあい
くる②西端公民館
■対　女性
■￥　１か月1,000円（初回無料）
■申　川崎　☎090（4166）5075

フラダンス　プアナニ・アロハ

■時　①③常設展示②12月１日㈫～
25日㈮
■所　大浜まちかどサロン

☎（46）3224

①日本ハンギングバスケット協会
（県支部西三河地区）草花の展示
②手織り教室Ｍａｒｉｅ
手織り作品の展示
③まちかど写真倶楽部
写真展

みんなで体を動かしながら懐メ
ロをたくさん歌いましょう。飲み
物を持参してください。
■時　①毎月第１金曜日　13時30分
～15時30分②毎月第２、４金曜日
　13時30分～15時30分（全２回）
■所　棚尾ふれあい館
■￥　①500円②1,000円
■問　下村　☎090（8545）5427

①懐メロで歌って踊ろう
音楽リクリエーション
（健康作りと介護予防）
②カラオケ教室（新曲を歌いましょう）

■時　11月29日㈰まで
■所　カフェカノン（中町）

☎（48）7733

ささやかなささやき
toko solo exhibition

認知症資産凍結で困った「失敗
実例」およびその有効な対策をお
話しします。参加希望者は事前予
約してください。
■時　①12月12日㈯②令和３年１月
10日㈰　10時～12時
■所　へきなん福祉センターあいく
る
■￥　各500円
■申　岩戸　☎090（9121）5985
hazimarinotokoro@gmail.com

認知症による
資産凍結対策セミナー

We enjoy discussion about familiar 
theme through English considering 
each participants'level
http://englishhekinan.livedoor.blog/
■時　November 21st Sat 10：30～
12：00
■所　City hall Lounge 5
■対　English begginer
■￥　200円
■申　englishekinan@gmail.com

English study activity
“Englis'hekinaN"

■時　令和３年１月10日㈰、２月７
日㈰、３月７日㈰　①９時30分～
10時50分②11時10分～12時10分
■所　棚尾公民館
■内　親子アイディアＣ体創、アイ
ディアＣゲーム、マット運動、Ｃ
５忍者ランド
■対　①幼児・小学生家族②乳幼児
家族
■￥　無料
■申　12月７日㈪よりＮＰＯ法人ア
イディアＣ体創協会ホームページ
の申し込みフォーム
■問　ＮＰＯ法人アイディアＣ体創
協会　☎（42）8238

2020ファミリー
からだあそびタイム　冬コース

今月
表紙
のの

10月18日㈰
碧南スケート
ボードパーク

３月に予定されていたオープニングイベントが、新型コロナの感染拡大の状況を受け中止にな
り、オープン以来初めて碧南スケートボードパークで大会を開催することができました。生のＤ
Ｊの音楽や、難易度の高いスケートボードの技で観客を沸かせていました。17


