
11月15日号の掲載申し込み期限は10月12日㈫17時です。
■問　経営企画課広報戦略係　☎95－9867

まちかど

伝言板

Machikado Dengonban

延期・中止の場合もあるので各問い合わせ先で確認してください

天王区墓苑を市内全域に開放し、市民
の皆さんへあっせんします。
■所　宮後町2丁目33～35番地
■対　市内在住で墓苑を探している人
■墓苑永代使用料
90×90㎝区画…21万2,000円
75×75㎝区画…14万8,000円
■管理費　2,000円／年
■申　天王墓苑管理委員会　角谷
☎090－7912－4989

天王区墓苑　利用者募集

■時　10月9日㈯～15日㈮
■所　文化会館
■問　加藤　☎41－3597

よもぎ会・コスモス会　押し花作品展

女性の美容と健康のための体づくりを
しませんか。初心者向けのリラックスヨ
ガです。
■時　①9月14日、28日、10月5日、12
日の火曜日の午前②9月15日、22日、
29日、10月6日、13日の水曜日の午前
■所　①南部市民プラザ②西端下区民館
■￥　500円（マット貸与は500円）
■申　開催日の10日前までに倉田
☎080－6901－8561

ヨガ教室

秋のお好み寄せ植え
秋の実や花を4～5種類植えます。
■時　10月10日㈰　10時30分～12時、
13時30分～15時
■所　グリーンセンター
■￥　1,500円（材料費）
■定　各20人（先着順）
■申　10月3日㈰までにヒーリングガーデ
ン　☎48－7236
家族でガーデニング体験
■時　10月17日㈰　10時30分～12時、
13時30分～15時
■所　グリーンセンター
■対　園児以上
■￥　無料
■定　各20人（先着順／1家族4人まで）
■申　10月10日㈰までにヒーリングガー
デン　☎48－7236

へきなんたんトピアイベント

体験は2回予定しています。コーチも
募集しています。
■時　10月の土曜日　14時～16時30分
■所　臨海・港湾テニスコートなど
■対　市内在住の小学3・4年生（5年生は
経験者のみ要相談）
■￥　無料
■申　碧南ソフトテニスジュニアクラブ　
角谷　☎090－7615－2250

碧南ジュニアソフトテニスクラブ体験会

お楽しみ袋を配ります。予約制です。
■時　10月9日㈯　11時～12時30分
■所　喫茶「桜｣(日進町）
■定　20人
■￥　子ども…100円、大人…300円
※マスクを着用してください。発熱など
がある場合の受け取りはご遠慮ください。
■申　倉内　☎090－2937－5050

へきなんみんなの食堂「さくら」

愛犬と一緒に楽しく遊べるイベントで
す。
■時　10月10日㈰　9時30分～15時30分
■所　油ヶ淵水辺公園自然ふれあい生態園
■￥　入場無料
■問　NPO法人アニマルレスキューMiki 
Japan　☎070－2233－0011

犬の運動会&マルシェ

■時　9月22日～10月20日の水曜日
15時30分～17時（全5回）
■所　新川まちかどサロン
■内　パソコン操作（指・脳トレーニング）
■定　5人　■￥　2,000円
■申　9月15日㈬より吉田
☎080－3674－1430
※申し込み用紙は新川まちかどサロンに
あります。

パソコン初心者コースの生徒募集

石川恵子　絵画展
■所■問　本店営業部　☎41－3266
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■問　辻支店　☎41－3267
杉浦里美　ひとり展
■所■問　みなみ支店　☎41－3271
池西康祐　油絵展
■所■問　旭支店　☎41－3274
【全共通】
■時　9月30日㈪まで

愛知県中央信用組合ロビー展

詳しくは■HP https://はじまりの処.com
で確認してください。予約制です。
■時　10月23日㈯　13時～15時
■所　へきなん福祉センターあいくる
■定　8人（先着順）　■￥　500円
■申　岩戸　☎090－9121－5985
hazimarinotokoro@gmail.com

心が育つ絵本活用術

第2日曜日に手作り雑貨や野菜などを
販売します。予約制です。
■時　10月10日㈰　9時～12時
■所　センター篭田103号（篭田町）
■￥　500円（抹茶・菓子代）
■申　小笠原　☎090－2774－2329
angelheart_137@yahoo.co.jp

本格お茶会・手作り作品展示即売会

■時　9月18日㈯　10時～15時
■所　asucafeお庭の小屋（霞浦町）
■申　angelheart_137@yahoo.co.jp
■問　Smile Heart　☎090－4857－1347

手作り作品展示即売会

碧南からごみを海に流さないを目標に
清掃活動します。参加者には残糸で作ら
れた軍手をプレゼントします。
■時　9月18日㈯　10時19分
■所　碧南市役所　東側玄関
■持　ビニール袋、トング（ある人のみ）
■申　不要
■問　石塚　☎080－5126－5901

9.18地球をきれいにする日
ワールドクリーンアップデー

■時　September 18th Sat. 
10：00～12：00

■所　City hall
■対　English beginner
■￥　￥200
■申　englishekinan@gmail.com

English study activity
“Englis'hekinaN”

■時　①10月1日㈮～31日㈰②常設展示
■所■問　大浜まちかどサロン
☎46－3224

①駅前通発展会　昔懐かしい写真の展示
②まちかど写真倶楽部　写真展

詳しくは■HP https://はじまりの処.com
で確認してください。予約制です。
■時　10月16日㈯　10時～11時30分
■所　へきなん福祉センターあいくる
■￥　500円
■申　岩戸　☎090－9121－5985
hazimarinotokoro@gmail.com

スッキリ使いやすいクローゼットの
整理収納
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October 相談 ※施設休館日は休みです。相談は無料です。
延期・中止の場合があります。10月

5日㈫

第2水曜日

月・火、
木・金曜日

月～金曜日

6日㈬

月～金曜日

14日㈭

14日㈭

7日㈭

21日㈭

7日㈭

21日㈭

障害者の就労に関する相談、情報提供など

母子・父子家庭の困りごとや生活に必要な相談
及び未成年の子を持つ離婚に関する相談

18歳までの子どもの発達に関する相談

障害者虐待に関する相談

・介護、福祉サービスなどの相談
・認知症に関する知識（症状や治療など）、介護
方法、介護の悩み、介護保険などのサービス
に関する相談

・高齢者虐待に関する相談

聴覚障害者の各種手続きについて手話通訳によ
り補助

月～金曜日

金曜日

月～金曜日 8時30分～
17時15分

月～金曜日

福祉課

14時～17時

福祉課8時30分～
17時15分

9時～16時

8時30分～
17時15分 社会福祉協議会

13時～16時

9時～17時

13時30分～
16時

9時～17時

13時30分～
16時

9時～12時

福祉課

市役所
2階談話室4

市役所
2階相談室2

市役所
※市民課へ問い合
わせてください

こども課

市役所　1階
消費生活センター

市役所
1階よろず支援
拠点出張所

こども課

福祉課（予約優先）
☎95－9885

児童の養育上の悩みごとや虐待に関すること、
子どもからの相談

教育相談室（要予約）
☎46－7777

専用電話　☎41－3377
休日夜間
社会福祉協議会
☎090－3833－4701

碧南東部地域包括支援
センター　☎93－1191

不登校、学校生活、いじめ問題など子どもの教
育問題

福祉課
■℻48－2940

発 達 相 談

障害者就労相談

市役所
5階教育相談室教 育 相 談 10時～17時月～金曜日

障害者虐待相談

商工課
☎95－9894

市民課（要予約）
☎95－9880
※対象は市内在住・
在勤者です

問い合わせ

碧南南部地域包括支援
センター　☎46－5282

商工課（要予約）
☎95－9894

市民課
☎95－9880
※受付は13時からで
先着各5組です
対象は市内在住・
在勤者です

碧南社協地域包括支援
センター　☎46－3840

こども課
☎95－9886

碧南社協地域包括支援
センター西端出張所
☎48－3811

専用電話
☎41－8810

税務課（要予約）
☎95－9878

商工課（要予約）
☎95－9895

社会福祉協議会
（予約優先）
☎46－3701

場所受付日時

建 築 相 談

内容相談

販路拡大・資金繰り・営業戦略など経営に関す
ること全般

行政書士相談

不動産の表示に関する登記（土地・家屋の調査
又は測量）についての相談（土地家屋調査士）

いじめ、もめごとなど人権に関する悩みごと
（人権擁護委員）

日常の困りごと（民生委員、人権擁護委員）
※予約はその週の月曜日（休日の場合は直前の
開庁日）17時15分までです。

土地・建物・会社・法人などの登記、裁判関係
の手続きなど（司法書士）

行政に関する苦情や意見・要望（行政相談委員）

設計、工事管理など住まいに関する相談
（建築士）
相続・遺言など書類作成に関する相談
（行政書士）

営業、相続、贈与、譲渡、不動産など税一般

手 話 相 談

訪問販売、通信販売、悪徳商法などのトラブル
／電話相談可（消費生活相談員）

各種問題解決に向けて法律上のアドバイス
（弁護士）
※同一案件1回（30分）に限り相談できます

解雇、賃金、労働時間、就業規則、労働契約な
どの悩みごと（県労働相談員）

税 務 相 談

労 働 相 談

行 政 相 談

児 童 相 談

ひとり親家庭
相 談

高 齢 者 相 談
物忘れ（認知症）
なんでも相談
高齢者虐待相談

経営総合相談

司法書士相談

土地家屋調査士
相 談

人 権 相 談

弁護士法律相談

こまりごと相談

消費生活相談

火～土曜日

月～金曜日

碧南東部地域包
括支援センター

碧南南部地域包
括支援センター

碧南社協地域包
括支援センター

碧南社協地域包
括支援センター
西端出張所

9時30分～
17時15分

8時30分～
17時15分

9時～16時

9時30分～
17時15分

水曜日

28日㈭

13時～16時
市役所
※市民課へ問い合
わせてください
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