
Photo News
フォトニュース まちの話題は

碧南市LINE公式アカウントでも
配信しています

　消防団・消防予備隊入退式が開催され、33人の消
防団員が任命されました。新入団員が入団の任命を
受けた後、隊を退隊する43人を感謝の気持ちを込め
て見送りました。

地域を守るために
［文化会館］ −木−

3/27
−日−

　3月19日から明石公園で桜まつりが開催され、約
250本のソメイヨシノが見頃を迎えました。桜の中
を走るおとぎ列車などの有料遊具だけでなく、明石
公園の東側でも満開の桜の中で子どもたちが遊んで
いました。カメラやスマートフォンなどで桜を撮影
する人も多く、皆さん桜を楽しんでいました。

桜の中で遊んで
［明石公園］ −木−

4/1
−金−

　市は、大塚製薬㈱と包括連携協定を結びました。
この協定では、熱中症対策講座の開催や、健康作り
の情報提供、見守り活動をはじめ、高齢者への支援
を行っていただきます。
　また、災害時の物資支援や防災の啓発活動を通し
て、南海トラフ地震の際に市の迅速な復興に協力い
ただきます。

高齢者の健康支援を
［市役所］ −木−

3/22
−火−

　辛みが少なく水にさらさずに生で食べられる「へ
きなんサラダたまねぎ」が収穫の最盛期を迎えまし
た。サラダたまねぎは実が柔らかいので、収穫は機
械ではなく手作業で行われています。
　収穫の様子は、動画でも確認でき
ます。

サラダたまねぎ収穫最盛期
［前浜町］ −木−

3/24
−木−
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Photo News
フォトニュース まちの話題は

碧南市LINE公式アカウントでも
配信しています

　神谷誠様より、新型コロナに関する対策や支援制
度のために役立ててほしいと昨年2月に500万円を
寄付いただきました。このことにより、紺綬褒章が
授与されました。

紺綬褒章叙勲
−木−

3/18
−金−

　文化庁は、100年続く食文化として継承すること
を目指す「100年フード」の取り組みを行っており、
へきなん焼きそばまちおこし隊がへきなん焼きそば
で応募したところ、100年フードに認定されました。
　212件の応募のうち131件が認定され、県内では、
高浜とりめし、きしめん、ひきずりなどが認定され
ました。

100年先もご当地グルメとして
−木−

3/18
−金−

　チアリーディング＆ダンス選手権大会USAオール
スターナショナルズ2022でベストインプレッション
賞を受賞した鳥居紗弥香さん（西端中）とチアリー
ディング＆ダンス選手権大会USAザ・ピーク2022で
ユース編成Pom部門スモールＣカテゴリー1位となっ
た長田莉奈さん（棚尾小）。

最高の演技ができました
−木−
4/8
−金−

　平和記念祭が開催され、先の戦争における本市の
戦没者に対し、追悼の意を捧げるとともに、恒久の
平和を願い遺族連合会役員などによる献花の他、ボ
ーイスカウト碧南第1団・碧南第2団から平和の祈り
を込めた折鶴の献納が行われました。

恒久の平和を祈ります
［明石公園］ −木−

4/3
−日−
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費用表記がないイベントは無料

ものづくりセンター	 46-5031
こども木工教室
飾り棚＆コースター
小さな飾り棚と、組み木のコースターを作ります。

　7月18日㈪
　　9時～11時

　小学1・2年生
　10人（先着順）
　500円
　6月19日㈰9時より

　　参加費を添えて直接

へきなんこども園	 41-7394
地域子育て支援事業
親子でenjoy
リサイクルアートを楽しみませんか。

　7月14日㈭　10時～11時
　就園前の親子
　6組（先着順）
　300円／組（おやつ・保険代含む）
　6月15日㈬9時より電話又は直接

夏休み児童クラブ通所者募集
　　　　 　 　こども課育成支援係　 95-9886
夏休み期間の通所児童を募集します。受け入れは、
定員に満たない場合に行います。申し込み多数の場
合は、より保護に欠ける子から順に決定します。

　7月21日㈭～8月31日㈬
　保護者及び同居の親族が居宅外での労働などに

より、児童クラブの利用が必要な市内小学校に通学
する児童

　7月…17時までの利用　3,000円
 　　　　 17時を超える利用　5,000円
　　8月…8,000円
※利用可能時間は19時までです。

　6月6日㈪～15日㈬の15時～18時（日曜日は除
く／11日㈯は9時から17時）に希望する各児童クラブ
※申請書は6月1日㈬より各児童クラブで配布します。
　事前に電話で空き状況を確認してください。夏休
　み期間は異なる学区でも申し込みできます。

ここるっくしんかわを利用してみませんか
　　　　  　 　ここるっくしんかわ　 42-5569
0歳から18歳までの子どもたちが遊べる施設です。
●子育て支援を行っています
地域の子育て情報の提供や各種の悩み、相談も気軽に
話すことができます。
●小学生の遊び場があります
卓球やボードゲームで遊べるほか、クライミングなど
月2回身体を動かして遊ぶことができます。
●おもちゃ図書館れいんぼうやを開設しています
障害のある子どもたちが、「おもちゃを通して楽しく
遊ぶことができる場」として設けています。
●へきなんファミリーサポートセンターの事務局を
併設しています
ファミリーサポートセンター事務局　 41-2555
利用時間　9時30分～18時
休館日　水曜日
　　　　（休日の場合は翌日）

学区 児童クラブ名 電話番号
新川 新川児童クラブ 46-1905
中央 中央児童クラブ 46-3184
西端 西端児童クラブ 46-3264
棚尾 棚尾児童クラブ 46-5131

鷲塚 鷲塚児童クラブ 46-6010
第2へきなんこども園児童クラブ 42-8222

大浜 大浜児童クラブ 46-6362
日進 日進児童クラブ 46-1262

お願い
・3歳以上はマスクを着用
　してください。
・ 小学生未満は保護者の付
　き添い、見守りが必要で
　す。
・水分補給は決められた場
　所でお願いします。
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図書館南部分館	 42-8211

こどもとしょかんまつり
開催期間　6月1日㈬～29日㈬

図書館本館	 41-0894

おはなし会スペシャル
おはなし会をみんなで楽しみましょう。パネルシア
ターや人形劇などをします。

　6月4日㈯　10時30分～
　芸術文化ホール

出演　えほんの森、かざぐるま、夢クラブ
　パネルシアター「ふしぎなカラフルおんせん」

　　人形劇「三びきのやぎのがらがらどん」など
　小学生以下
　10人（先着順）
　不要

かさのモビールをつくろう
折り紙で折った部品を貼り合わせて、カラフルなか
さのモビールをつくろう。

　6月19日㈰　9時30分～、10時45分～
　図書館本館
　小学生以下（幼児、低学年は保護者同伴）
　各10人
　6月5日㈰9時より直接、9時30分より電話

クイズ＆ペーパークラフトにちょうせん
図鑑や事典で調べてクイズに答えながらラッコとイ
リオモテヤマネコのペーパークラフトを作ろう。

　6月1日㈬～29日㈬　9時～17時
　図書館本館
　不要

図書館中部分館	 41-1980
テーマはなあに？
おすすめの本セットの貸し出し
司書が厳選した本5冊を、テーマごとに包んで貸し
出します。本を読んで何のテーマか分かったらプレ
ゼントがあります。限定30セットです。

　6月1日㈬～12日㈰
　小学生以下　　 　不要
他　プレゼントの引き換えは6月29日㈬までです。

ミニ手品教室
 「いどうくん」を作ろう
挟んだ鉛筆が行ったり来たりする不思議な手品を
作りませんか。

　6月1日㈬～29日㈬
　小学生以下　　 　不要

陶器のねこがたじしゃくに色をぬろう
陶器のねこがたじしゃくに、自分で好きな色や模様
をつけてみませんか。

　6月11日㈯　10時～、11時～
　小学生以下　　 　各10人（先着順）
　6月4日㈯9時より直接、9時30分より電話

美術館とコラボ企画
にんじんのおはなし会と造形遊び
作品の展示期間は6月1日㈬～29日㈬です。

　6月18日㈯　10時30分～
　小学生以下の子と保護者　 　10組
　6月11日㈯9時より電話又は直接

へきにゃごをみつけて！
南部分館にへきにゃごが隠れています。へきにゃご
が持っている文字を集めてみよう。正解するとプレ
ゼントがもらえます。

　6月1日㈬～29日㈬
　小学生以下　　 　不要

ミニブーメランをとばそう
輪ゴムの力で飛ぶミニブーメランを作って、アリー
ナでとばして遊ぼう。

　6月5日㈰　10時～11時30分
　小学生以下（幼児は保護者同伴）
　不要

へきにゃごおはなし会
おはなし会にへきにゃごがやってきます。絵本や紙
芝居の読み聞かせと、簡単な工作をします。

　6月26日㈰　10時30分～
　小学生以下の子と保護者
　15組
　6月19日㈰9時より電話又は直接
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広報へきなんでは要点のみ掲載しています。
詳しくは、各問い合わせ先又はホームページで確認してください。

　日時・期間
　場所・会場
　講師

　内容
　対象
　定員・募集人数

　費用・参加費
　持ち物
　問い合わせ

　申し込み
　注意・連絡

News Index6月1日～7日は水道週間
ポスター作品展

　水道課管理係　 41-3311
　5月27日㈮～6月7日㈫
　市役所　1階ホール

市長賞　池田柚香さん（鷲塚小4年）

●スローガン
　大切な　水と一緒に　暮らす日々

6月1日は景観の日

　都市計画課管理係　 95-9904
　景観とは、「まち」の姿、表情です。
景観は、自然、住宅や工場などの建
築物、構造物や公共施設、人々の営
み、歴史や文化といった様々な要素
が組み合わさってつくられています。
　市では、2021年10月から碧南市
景観条例を施行し、市全域を景観計
画区域として指定しています。建物
を建てる場合は、周りの景色や町並
みとの調和に配慮をお願いします。

6月は外国人労働者問題啓発月間

　刈谷公共職業安定所碧南出張所
　　 41-0327

　厚生労働省、愛知労働局、ハロー
ワーク（公共職業安定所）、労働基準
監督署を始め、政府全体で毎年6月
を「外国人労働者問題啓発月間」と
定め、集中的な啓発活動を実施して
います。
　外国人労働者の適正な雇用、労働
条件の確保と不法就労の防止につい
て、事業主を始め広く市民の皆さん
のご理解と協力をお願いします。

農地中間管理事業の貸出農地

　農業水産課管理水産係
95-9898

　農地中間管理事業を利用して、農
地の貸借を希望する場合は、随時申
し込んでください。

　市街化調整区域内の農地
　直接農業水産課又は市内のJAあ

いち中央各支店

サン・ビレッジ衣浦臨時休館

　 　サン・ビレッジ衣浦
　　 41-2655

　プール・浴場施設の清掃と機械の
整備点検のため臨時休館します。

　6月20日㈪～7月4日㈪

水道メーターの取り替え

　水道課給水業務係　 95-9914
　水道メーターは、8年に1回取り替
えをします。6月中旬から10月中旬
に市上下水道工事店協同組合が行い
ます。該当する世帯には事前に担当
工事店がお知らせ文書を配付します。

三州瓦利用促進加算
　新築住宅建設等促進補助金の対
象となる住宅で市内に本社又は工
場を有する事業者の事業所で生産
された瓦を屋根材として使用した
場合、1㎡あたり600円を加算（限
度額10万円）します。

新築住宅建設等促進補助制度
　地域経済の活性化、住宅建設の促進を図るため、市内に居住用の住宅を新築した人又は新築住宅・新築マンショ
ンを購入した人に建設費（購入費）の一部を補助します。

　以下の全てに該当すること
・ 市内に居住用として2021年1月から12月に住宅を新築又は新築住宅・新 

築マンション（分譲住宅）を購入し、現に居住している人
※ 2022年度に新たに固定資産課税（補充）台帳に登録された住宅が対象で 

す。
・住宅の居住部分の床面積が50㎡以上で、玄関、台所、便所などがあること
・市の住宅耐震改修等補助金（建替補助）を受けていないこと
補助額　固定資産評価額の0.7％（限度額40万円）

　6月1日㈬～12月28日㈬に直接

くらし
Life & Support

とき 地区

6・7月 新川、西端、旭北部、
臨海北部

9・10月 棚尾、旭南部、大浜、
臨海南部

　建築課建築行政係　 95-9907
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最新のイベント状況やワクチン接種状況は
市ホームページやKATCHデータ放送で

碧南市新型コロナウイルス
　　　　感染症特設ページ▷



市役所　 0566-41-3311（代表）

教科書展示会

　 　県教育委員会義務教育課
　 052-954-6799

　小中学生が使う教科書の展示会で
す。

　6月3日㈮～30日㈭
　岡崎市立中央図書館、安城市図

書情報館、西尾市立図書館
 

認知症サポーター養成講座

　高齢介護課地域支援係
95-9890

　認知症サポーターとは、認知症に
ついての正しい知識を持ち、認知症
の人やその家族の身近な理解者とし
て、自分のできる範囲で応援する人
です。この講座は、認知症の理解と、
認知症の人やその家族に対しての接
し方を学ぶ講座です。

　7月4日㈪　13時30分～15時
　市役所　2階談話室1～3
　50人（先着順）
　6月3日㈮より電話、FAX（ 46

-5510）、直接のいずれか

家屋の新築調査
取り壊しと土地の課税

　税務課固定資産税係
95-9879

　家屋を新築・増築すると新たに固
定資産税と都市計画税が課税されま
す（都市計画税は市街化区域のみ）。
税額のもとである評価額を算出する
ために、職員が家屋調査に伺うので
協力をお願いします。
　また、土地の税額は土地と家屋の
利用状況により決定します。店舗を
住宅に変更したり、工場を住宅用の
車庫などに変更すると税額が変わる
ことがあります。家屋の取り壊しな
ど、土地や家屋の利用状況を変更し
た場合は、必ず連絡してください。

衣浦港消防防災訓練

　衣浦東部広域連合消防局消防課
　　 63-0134

　消防車や船舶、ヘリコプターが参
加して、海上で発生した災害を想定
した訓練を行います。

　7月5日㈫　10時～（小雨決行）
　衣浦港中央ふ頭東2・3号岸壁及

びその周辺海域

充電式電池（リチウムイオン電池
など）を含む小型家電の廃棄

　環境課ごみ減量係　 95-9899
　全国で、ごみ収集時やごみ処理施
設でリチウムイオン電池の混入によ
る火災などのトラブルが発生してい
ます。充電式電池を含む、電子たば
こ、ゲーム機、タブレット端末など
の小型家電は、可燃ごみや可燃性粗
大ごみに入れず、資源ごみステーショ
ンの「金属類・その他分別できない
もの」の回収箱に入れてください。
　また、環境課や回収協力店（家電
販売店など）でも回収しています。
安心安全なごみ処理のため、協力お
願いします。

消防団観閲式

　防災課地域防災係　 95-9875
　消防団員の士気や品位向上を目的
とした観閲式を、感染症対策のため
規模を縮小して行います。

　6月5日㈰　9時～（小雨決行）
　市役所東駐車場
　チェーンソーで木材を切断する

障害物排除訓練、高所救助訓練、要
救助者を救護所へ搬送する搬送訓練、
ポーターボート取扱い訓練、一斉放
水訓練
他　東駐車場は6月4日㈯～5日㈰13
時利用不可／当日くるくるバス市役
所停留所は正面玄関前に移設

衣浦斎園規格葬儀
　葬儀の規格と料金を規定して、その内容に沿って指定
された葬儀業者と利用者との間で執り行われる規格葬儀
制度を導入しています。業者による価格差のない、統一
した価格での葬儀を提供します。
指定業者　まごころライフサービス㈱、㈲貝田商店、㈱
あいち中央サービス、㈱クロト文十鳳凰殿、エスケーア
イマネージメント㈱
※ 別途式場使用料（仕様1・2は24時間で64,800円、仕

様3は24時間で24,840円）が必要です。他に追加オプ
ションもあります。

健康・福祉
Health & Welfare

内容 料金（税込）

仕様1

祭壇、会葬礼状50枚、司会進行
4人、葬儀備品、棺など、納棺
など、霊きゅう車、遺影、ドラ
イアイス10kg

30万300円

仕様2
葬儀備品、棺など、納棺など、
霊きゅう車、遺影、ドライアイ
ス10kg

15万5,100円

仕様3 棺、骨容器、納棺、霊きゅう車、
ドライアイス10kg 10万100円

　衣浦斎園　 48-1620
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県立特別支援学校体験入学

　 　学校教育課　 95-9918
　来年度に小・中・高校入学予定で
障害の可能性があると思われる子と
保護者を対象に、以下の学校で体験
入学を行います。体験入学日以外に
も、随時相談に応じています。
●にしお特別支援学校

　新就学児…6月8日㈬、小学6年
…10日㈮、中学3年…6月2日㈭

　知的発達に遅れがある子、手足
の不自由な子

　電話（ 0563-65-5430）で
にしお特別支援学校
●大府特別支援学校

　7月13日㈬
　病気療養中の子
　電話（ 0562-48-5311）で

大府特別支援学校
 

碧南文協選抜美術展

　文化協会事務局　 42-3511
　7月2日㈯～8日㈮　9時～17時
　文化会館
　日本画、洋画、書、写真、陶芸、

彫塑・工芸、俳句、短歌

早期教育相談

　学校教育課　 95-9918
　子育てで気になることのある人、
お子さんに障害があると思われる人、
お子さんの就学について相談したい
人などに、早期教育相談を行います。

　7月27日㈬、8月1日㈪　10時～
16時

　西三河総合庁舎（岡崎市）
　乳幼児～2023年度に小学校に入

学する子と保護者
　無料
　7月1日㈮までに電話又は直接

学校教育課

心身障害児者水泳教室

　心身障害者福祉センター
48-1720

　心身障害児者の機能回復のため水
泳教室を開催します。

　7月3日～9月18日の毎週日曜日
10時～11時（7月31日、8月14日除
く／全10回）

　コパンスイミングスクール碧南
（作塚町）

　市内在住・在学・在勤の障害者
手帳がある人

　30人程度
※付き添いが必要な人は、同様に入
　水をお願いします。

　6月1日㈬より直接へきなん福祉
センターあいくる内心身障害者福祉
センター

介護支援専門員実務研修受講試験

　県社会福祉協議会　
　　福祉人材センター　
　　 052-212-5530

　10月9日㈰
　保健・医療・福祉に関する法定

資格に基づく業務又は特定の相談援
助業務に通算5年以上の実務経験が
あり、県内在住・在勤の人

　6月30日㈭までに県社会福祉協
議会福祉人材センター

　願書は高齢介護課、県福祉局高
齢福祉課、県福祉相談センター地域
福祉課、県民事務所、県社会福祉協
議会などで配布します。

障害者就労相談支援事業所

　社会福祉協議会　 46-3701
　就労希望の面談や職場訪問など、
就労を目指している障害のある人を
支援しています。家族や会社からの
相談も随時受け付けています。職業
のあっせんはしません。
「働きたいけど、どうしたらいいの
かわからない。」と悩んでいる人、不
安を抱えて就職活動をしている人な
ど、気軽に相談してください。

　平日の8時30分～17時15分
　へきなん福祉センターあいくる

内社会福祉協議会

　弁護士と社会福祉協議会職員による出
張相談会を開催します。同一案件1回に
限り40分までです。

　市内在住の人
　各3人
　無料
　開催日1週間前までに電話又は直接

へきなん福祉センターあいくる内成年後
見支援センター

成年後見制度に関する相談会 　成年後見支援センター　 46-3701

イベント・講座
Event & Lectures

とき ところ

6月30日㈭　13時30分～16時30分 碧南南部地域包括支援センター
（結いの家ご縁内）

9月29日㈭　13時30分～16時30分 碧南社協地域包括支援センター
西端出張所（宮下住宅地内）

12月15日㈭　13時30分～16時30分 東部市民プラザ

2023年3月18日㈯　9時30分～12時30分 へきなん福祉センターあいくる
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市役所　 0566-41-3311（代表）

市長杯争奪
ママさんバレーボール大会

　スポーツ課　 48-5311
　7月17日㈰　9時～
　東部市民プラザ
　市内在住・在勤の既婚女性で構

成されるチーム
　7月6日㈬までに直接臨海体育館

内スポーツ課
　7月13日㈬19時30分より臨海体

育館で主将会議を行います。

韓国語で楽しい会話

　友好親善協会　 48-2753
　韓国語を学びたい人、会話を楽し
みたい人は是非参加してください。
初級者も歓迎します。

　7月2日～8月20日の毎週土曜日　
19時30分～21時（全8回）

　市役所　2階談話室
　呉貴子氏
　15人（先着順）
　3,200円（初回集金）
　6月1日㈬9時～24日㈮に本人が

直接地域協働課内友好親善協会
　

・2022年度友好親善協会個人会員で
　ない人は入会が必要です（個人会
　員1口1,000円／18歳以上）。
・申し込み人数が最低開講人数に満
　たない場合は開講しません。

新体操大会
初夏のステップ＆スキル・アップ会

　スポーツ課　 48-5311
　6月26日㈰　9時30分～
　臨海体育館
　市内在住・在勤・在学又は市内

クラブに所属する人
部門　個人の部、団体の部
演技時間　個人…1分～1分30秒、
団体…2分～2分30秒

　無料
　6月10日㈮までに申込用紙を直

接臨海体育館内スポーツ課

市民バドミントン選手権大会

　スポーツ課　 48-5311
　6月25日㈯　9時30分～
　臨海体育館
　市内在住・在勤・在学の人

種目　男子ダブルス、男子シングル
ス、女子ダブルス

　バドミントン協会員…700円、
一般…1,000円、学生…500円（当
日集金）

　6月5日㈰までに直接臨海体育館
内スポーツ課

らくらくソフトボール大会

　 　スポーツ課　 48-5311
　7月3日より毎週日曜日　7時～

（期間は参加チーム数により決定）
　玉津浦グラウンド
　市内在住・在勤の人（1チーム

20人以内）
　無料
　6月8日㈬までに直接臨海体育館

内スポーツ課
　6月10日㈮19時に臨海体育館で

主将会議を行います。

市民体力テスト

　スポーツ課　 48-5311
　自分の体力年齢を知ることで、生
活の改善や体力の向上に役立てませ
んか。当日受付でも参加できます。

　6月19日㈰　9時～11時30分（受
付は11時まで）

　臨海体育館
　新体力テスト（6種目）

　20歳以上　 　無料
　6月18日㈯までに電話又は直接

臨海体育館内スポーツ課

肝炎ウイルス検診
　ウイルス性肝炎とは、肝炎ウイルスに感染して肝細胞が壊れ、肝臓の働きが悪くなる病気です。自覚症状がほと
んどないまま病気が進行していき、放置すると慢性肝炎や肝硬変、肝がんになるおそれがあります。
　肝炎ウイルスに感染しても、適切な健康管理と治療で病気の悪化を予防することができます。この機会に検診を
受けましょう。

　6月1日㈬～11月30日㈬
　指定医療機関

※詳細は保健センターに問い合わせてください。
　B型・C型肝炎検査
　40歳以上（1983年3月31日以前生まれ）の人

（過去にB型・C型肝炎の治療や検査を受けた人は除く）
受診方法　保健センターで受診券を受領後、予約の上指定医療機関

共通 握力、上体起こし、長
座体前屈

20～64歳
の人

反復横とび、シャトル
ラン、立ち幅跳び

65歳以上
の人

開眼片足立ち、10m障
害物歩行、6分間歩行

　保健センター　 48-3751
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市民病院
臨床検査技師・理学療法士

　市民病院管理課　 48-5050
　詳しくはホームページで確認又は
問い合わせてください。

看護師インターンシップ

　市民病院看護部　 48-5050
　7月25日㈪～8月10日㈬　8時30

分～15時
※体験期間は1日から数日間です。
　3日目より1時間955円の手当があ
　ります。

　市民病院
　看護学生（2年生以上）
　7月7日㈭までにホームページ

の申し込みフォーム

世界を知ろう
幸せな国 デンマーク編

　友好親善協会　 48-2753
　碧南市在住のデンマークからの留
学生のルーカス・キャスパセンさん
に話を聞きます。

　7月16日㈯　13時～14時
　市役所　2階談話室3
　15人（先着順）　
　無料
　6月1日㈬9時～7月7日㈭に本人

が直接地域協働課内友好親善協会

網戸張り講習会

　シルバー人材センター 46-3703
　6月28日㈫　13時30分～15時30

分
　ものづくりセンター
　市内在住で60歳以上の人
　10人（先着順）
　6月1日㈬より電話又は直接

俳句を作ろう！

　油ヶ淵水辺公園　 41-1515
　6月18日㈯　9時30分～11時30

分（荒天中止）
　油ヶ淵水辺公園桃の園休憩所
　山本英子氏　
　12歳以上
　10人（先着順）　 　無料
　6月5日㈰9時より電話（1回の

電話につき1人分のみ受付）

市民憲章推進協議会講演会

　地域協働課地域協働係
95-9872

　脳の仕組みを活用し、夢をかなえ
る習慣形成についての講演会です。

　6月28日㈫　15時～
　市役所　2階会議室4・5
　吉井雅之氏

（㈲シンプルタスク代表取締役）

演題　未来を担う子どもたちに　
大人たちが今できること

　20人（先着順）　 　無料
　6月1日㈬9時より電話

リサイクル講座

　リサイクルプラザ　 53-5379
　不用になった衣類などを利用して、
動物人形を作ります。

　7月6日、20日、8月3日、17日、
31日、9月14日、28日、10月12日の
水曜日　10時15分～12時15分（全8
回）

　リサイクルプラザ
　板倉佐紀子氏
　市内在住・在勤の人
　18人（先着順）　 　無料
　6月7日㈫15時～28日㈫16時に

直接

募集
Recruitment

　ゆかたの着付け、半幅帯の結び方、マナーを学
びます。

　7月9日㈯、23日㈯　
10時～11時30分（全2回）

　鷲塚公民館
　絹の会
　女性
　6人（先着順）
　500円
　6月25日㈯9時より参加費を添えて直接

　けん玉の楽しさやレベルアップする喜びを体験してみま
しょう。毎回けん玉検定を受験できます。

　6月19日、7月17日、8月7日、28日、9月18日、25
日の日曜日　10時～11時30分（全6回）

　文化会館
　三河ゆるゆるけん玉くらぶメンバー
　10人
　4,000円（けん玉代含む／初回集金）
　6月3日㈮9時より電話又は直接文化会館内生涯学習課

ホームページID

6711

　生涯学習課　 42-3511
　鷲塚公民館　 48-5412

夏のゆかた着付け教室学ぼまい生涯学習
はじめてのけん玉コース
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市役所　 0566-41-3311（代表）

6月の税金・料金

人口・世帯数
72,793人  （前月比＋37）
29,867世帯 （前月比＋102）

［2022年4月30日現在］

男性
37,413人

女性
35,380人

納期限　6月30日㈭

市県民税（普通徴収）第1期
介護保険料　第2期

市民病院 高校生1日看護体験

　市民病院看護部　 48-5050
　将来看護師を目指している人、1
日看護師になってみませんか。白衣
を着て看護師と一緒に患者さんの身
の回りの世話をします。

　8月5日㈮　10時～15時30分
　市民病院
　看護系の学校に進学希望の高校

生
　9人（応募者多数の場合は抽せ

ん）
　6月23日㈭までにホームページ

の申し込みフォーム

呈茶券裏面広告

　哲学たいけん村無我苑
41-8522

　哲学たいけん村無我苑の立礼茶席
呈茶券裏面の広告募集します。

　事業を営む団体又は個人
広告規格　縦55mm×横55mmで市
のイメージを損なわないデザインの
もの
※色は市が指定する単色です。
募集枠　2枠（応募者多数の場合は
抽せん）
広告料　1枠2万円
印刷予定枚数　2万5,000枚（約2年
分）

　6月30日㈭までに指定の申込書
を直接

寄付をいただきました

　行政課財政係　 95-9869
・愛知県中央信用組合様
・㈱オリエントコーポレーション様
・碧南ロータリークラブ様
・安面隆史様
・ガレリアフィナルテ様
・筧三千代様

まちかどサロン
指定管理者審査委員

　 　高齢介護課高齢福祉係
　　 95-9888

任期　2025年3月31日㈪まで
　以下の全てを満たす人

・市内在住の人
・指定管理者と利害関係のない人
・平日の昼間に開催する審査委員会
（7～8月開催予定）に出席できる人

　1人
　6月15日㈬までに応募用紙（高

齢介護課又はホームページで入手）
又は市販の履歴書（写真貼付）を直
接高齢介護課

由仁町派遣メンバー

　友好親善協会　 48-2753
　青年友好都市である北海道夕張郡
由仁町へ市民派遣を行い、由仁町夏
まつりで交流します。航空運賃及び
宿泊料は補助します。

　7月30日㈯～31日㈰
　18歳以上の友好親善協会個人会

員
※会員でない人は申し込みの際に会
　員登録してください。また、今後
　5年間会員登録が必要です。

　2人
　6月30日㈭17時までに申込書（地

域協働課又はホームページで入手）
を直接地域協働課内友好親善協会

児童クラブ支援員

　社会福祉協議会　 46-3702
勤務　7月21日㈭～8月31日㈬の平
日（若干の変更可）

　夏休み中の児童の健全な育成、
指導など

　高卒以上（学生可）
　20人程度
　6月17日㈮までに市販の履歴書

（写真貼付）を直接社会福祉協議会

碧南一家

未稿

市政情報
City information

ホームページID

18470

あいち電子申請・届出システムにも簡単アクセス
碧南市 LINE公式アカウント
欲しい情報を選んで受信！
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学びも、ふれあいも、ボランティアも。市民活動支援のための情報満載

【サポプラ】は持続可能な開発目標
（SDGs）を支援しています

［ v o l . 1 1 2 ］

碧南市市民活動センター サポプラ
　碧南市山神町8丁目35番

　　へきなん福祉センターあいくる内
0566-42-6561　 0566-42-6571
info@hekinan-plaza.jp

開館　火曜日～日曜日
　　　9時～21時（日曜、祝日は9時～17時）
　　　（月曜休館（休日の場合は翌平日））

ホームページ

サポプライベントのお知らせ
スキルアップ講座
夏休みSDGsスペシャル
SDGｓ de まちづくり

　坂本直敏氏
　8月7日㈰　10時～12時
　あいくる会議室
　無料
　小学5年生以上

※会場参加のみです。
※ 子どものみ、大人のみの参

加もできます。

車座集会
夏休みSDGsスペシャル
身近な生き物が住む環境を
ちょっとのぞいてみよう

　増田元保氏
　7月31日㈰

　　10時～12時
　海浜水族館　
　入館料

※小学生以上（保護者同伴）
※現地集合・現地解散

スペシャル車座集会
（パネルディスカッション）
きっと見つかる！
ボランティア‼
※会場・Z

ズーム

oom参加可能です。
　竹内宏光氏ほか
　6月12日㈰

　　10時～11時30分
　あいくるまちかどホール
　無料

　へきなん焼きそばまちおこし隊が展開する「へきなん
焼きそば」が、文化庁が主催する「100年フード（全国
で131点）」に認定されました。
　100年フードは、地域で愛されている食文化を認定し、
長く引き継いでいこうという企画で、「伝統」「近代」「未
来」の3部門があり、へきなん焼きそばは、100年後ま
で残していこうという「未来」部門での認定です。

　へきなん焼きそばは皆さんもご存じの通り、碧南市の
特産物の“ニンジン”と“タマネギ”を具材にして、碧南市
が発祥とされる“白しょうゆ”で味付けをした焼きそばで
す。市内12店舗で食べることができます。
　今後も地域に根付いた味を作り上げ、碧南市の活性化
につながるように取り組んでいきます。

※新型コロナ感染拡大防止のため、中止にする場合があります。
チラシ

申し込み

「へきなん焼きそばが文化庁の100年フード認定！」
		～へきなん焼きそばまちおこし隊～

■サポプラ交流会　つなが輪
りん

　4月2日㈰へきなん福祉センターあいくるのデイ
ルームで、サポプラ交流会つなが輪を開催しまし
た。「コロナ禍だから感じた思いを語り合ってみよ
う」をテーマに、ワークショップ形式で団体や人
財バンクの人たちと思いや課題を語り合いました。

　コロナだからとネガティブなことだけではなく、これ
からどうすると活動が少しでも進んで行くのか、前向き
な意見が出ました。今回は、碧南青年会議所とトヨタ自
動車㈱衣浦工場の社会貢献の一環として団体の困りごと
を支援していく材料を見つける交流会でもありました。
　今後は、一緒になって市民団体の活動を支援していき
たいと考えています。

電話・FAX・メールでも
受付中

〈3月18日㈮市長へ認定の報告〉
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Machikado Dengonban

伝言板
まちかど

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

　経営企画課広報戦略係
　　 95-9867

8月号の掲載申し込み期限は
7月1日㈮17時です。

講座受講者募集
詳しくは、 https://はじまりの
処.comで確認してください（いず
れも予約制）。
①楽しい交流をボードゲームで始
めよう

　6月11日㈯、25日㈯　9時30
分～11時30分

　小学4年生以上
　10人（先着順）

②忙しくても大丈夫！短時間でも
親子の絆がぐっと深まる絵本の読
み聞かせ方法

　6月11日㈯　13時～14時30分
　8人（先着順）

③これで大丈夫！綺麗に撮るため
に学ぶカメラの機能講座

　6月18日㈯　10時～11時30分
　カメラを持参できる人
　8人（先着順）

④税の壁から考える働き方セミナー
　7月2日㈯　10時～11時30分
　10人（先着順）

⑤元気なうちに考える認知症によ
る資産凍結対策セミナー

　7月16日㈯　10時～11時30分
【全共通】

　へきなん福祉センターあいく
る

　500円
　岩戸　 090-9121-5985
hazimarinotokoro@gmail.com

高松会　民謡のつどい
　6月26日㈰　13時～
　文化会館
　民謡、民踊、津軽三味線など
　無料
　高松　 090-4190-4469

碧南ボーイスカウト1団
ワクワク体験入隊

　6月12日㈰　9時～14時
　明石公園一帯
　25人　 　無料
　水筒、弁当（おにぎり）、帽

子、雨具
　碧南ボーイスカウト1団　

小島　 090-2184-5414

碧南市民吹奏楽団　定期演奏会
　6月12日㈰　14時～
　文化会館
　無料
　碧南市民吹奏楽団　

辻岳　 090-1860-8937

中山神明社四百年祭奉祝稚児行列
　10月10日㈪　9時～15時
　中山神明社
　小学生以下　 　700人
　8,000円（衣装、記念品代）
　6月1日㈬～7月31日㈰の

9時～12時に中山神明社社務所　
42-1750

教育講演会　7か国語で話そう。
多言語の世界に飛び出そう！
親子で一緒に参加できます（託児
あり）。

　6月18日㈯　13時30分～15
時30分

　へきなん福祉センターあいくる
　15組
　無料
　ヒッポファミリークラブ　

黒川　 090-8862-0140

お試しヨガ
ストレッチ、体力作り、ヨガポー
ズなどをします。

　6月15日、22日、29日の水
曜日　19時30分～（全3回）

　棚尾公民館
　女性　 　5人
　1,200円
　磯貝　 090-9935-2164

へきなんたんトピア
観葉植物の寄せ植え
室内での育て方も詳しく説明しま
す。

　7月10日㈰　10時30分～12
時、13時30分～15時

　グリーンセンター
　各20人（先着順）　
　1,500円（材料費）
　6月10日㈮～7月1日㈮にヒー

リングガーデン　 48-7236

愛知県中央信用組合6月ロビー展
へきなん自転車散歩実行委員会　
写真展

　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

　辻支店　 41-3267
佐野千賀子　クラフトバンドバッ
グ＆アレンジフラワー展

　みなみ支店　 41-3271
碧南市養護老人ホーム入居者　
作品展

　旭支店　 41-3274

ファジー倶楽部　陶芸作品展
テーマは「風鈴」です。新窯の作
品と併せて色々な風鈴を楽しんで
ください。

　6月25日㈯～7月1日㈮　9時
～17時30分（最終日は16時まで）

　文化会館
　榎本　 48-6133

碧南ソフトテニスジュニアクラブ
上期入団体験会
体験は2回の予定です。コーチも募
集しています。

　6月の土曜日　14時～16時30
分

　臨海公園テニスコート、港湾
スポーツセンターテニスコートな
ど

　市内小学3・4年生の男子
　無料
　碧南ソフトテニスジュニアク

ラブ　角谷　 090-7615-2250

碧の会　創作アップリケの展示
　7月1日㈮～31日㈰

　大浜まちかどサロン　 46
-3224

　まちかど写真倶楽部写真展も
常設しています。
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2
　　February

2
　　February

7月
July 急病のときは

保健だより2
　　February7月
July

項目 受付日時（いずれも休日を除く） 場所 備考
３か月児健診 11日㈪

25日㈪ 12時50分、13時20分

保健
センター

　2022年3月生まれの子
１歳６か月児
健診

12日㈫
19日㈫

12時50分、13時10分、
13時30分 　2020年12月生まれの子

３歳児健診 1日㈮
15日㈮

12時50分、13時10分、
13時30分 　2019年6月生まれの子

２歳児歯科
健診 6日㈬ ①13時10分～13時30分

②13時35分～13時55分

　①2020年6月1日～15日生まれの子
　　②2020年6月16日～30日生まれの子

　母子健康手帳、バスタオル、歯ブラシ
　　2本　 　不要

２歳４か月児
歯科健診 13日㈬ ①13時10分～13時30分

②13時35分～13時55分

　①2020年2月1日～15日生まれの子
　　②2020年2月16日～29日生まれの子

　母子健康手帳、バスタオル、歯ブラシ
　　2本　 　不要

２歳８か月児
歯科健診 20日㈬ ①13時10分～13時30分

②13時35分～13時55分

　①2019年10月1日～15日生まれの子
　　②2019年10月16日～31日生まれの子

　母子健康手帳、バスタオル、歯ブラシ
　　2本　 　不要

育児・歯科
相談 月曜日 9時～11時

　 乳児・幼児　 　母子健康手帳、バスタオ
ル、歯ブラシ1本　 　不要

相談員は保健師・歯科衛生士

栄養相談 4日㈪
25日㈪ 9時～11時 　乳児・幼児　 　母子健康手帳　 　不要

相談員は栄養士
離乳食教室
（前期） 27日㈬ 13時～13時15分 　4～6か月児

予約制／教室は13時15分から60分
離乳食教室
（後期） 今月はありません

離乳食教室
（完了期） 15日㈮ 9時45分～10時 　1歳～1歳6か月頃の児

予約制／教室は10時から75分
育児もしもし
キャッチ

水～金曜日
（外来休診日を除く） 17時～21時 ― 育児相談を電話対応　 　あいち小児保健医療

総合センター　 0562-43-0555

3日㈰ 10日㈰ 17日㈰ 18日㈪ 24日㈰ 31日㈰

外科

小林
記念病院

（新川町）
41-0004

9時～12時、
13時～17時

作塚杉浦
クリニック

（作塚町）
42-5327

9時～12時、
13時～17時

小林
クリニック

（立山町）
43-0388

9時～12時、
13時30分～17時

長田医院
（源氏町）

42-1200
9時～17時

あおい皮フ科
クリニック

（白砂町）
91-7201

9時～12時、
13時～17時

碧南整形
外科

（緑町）
43-5800

9時～12時、
13時～17時

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

歯科 休日歯科診療所（前浜町4-22）　 46-3700　9時～12時

その
ほか

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

眼科
平岩医院

（中山町）
48-3434

9時～12時、
13時30分～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

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

※在宅医は変更の場合もあるので問い合わせのうえ出かけてください。

病院案内 毎日24時間 愛知県救急医療情報センター 　 052-263-1133
小児救急電話相談 毎日19時～翌8時 医療相談に看護師や小児科医が電話対応　 #8000 又は 052-962-9900

希
望
児
は
フ
ッ
化
物
塗
布
を
実
施
（

300
円
）
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項目 受付日時（いずれも休日を除く） 場所 備考

病態別健康相談 木曜日 13時～15時

保健
センター

保健師・栄養士による生活習慣病予防
などの個別相談

糖尿病栄養相談 14日㈭
28日㈭ 9時～11時30分 予約制／ 48-3751

栄養士による糖尿病個別栄養相談

健康手帳交付・再交付 平日 8時30分～17時 　40歳以上
健康診査・健康管理の記録に使えます

いきいき健康相談 月曜日 9時～11時30分
血圧・身長・体重測定、検尿とあわせ
て生活習慣病予防・介護予防相談など
を保健師が対応

高齢者肺炎球菌感染症
予防接種 今月はありません

市内指定
医療機関

8月～翌年3月に実施

高齢者インフルエンザ
予防接種 今月はありません 10月～翌年1月に実施

項目 受付日時（いずれも休日を除く） 場所 備考
母子健康手帳交付
（初産婦） 水曜日 8時45分～9時

保健
センター

集団で説明

母子健康手帳交付
（経産婦） 月～金曜 8時30分～12時 個別交付／所要時間は約30分

妊婦相談 水曜日 8時40分～11時30分 保健師が対応

項目 受付日時（いずれも休日を除く） 場所 備考

こころの健康医師相談
（精神科医師）

今月はありません 衣浦東部保健所
安城保健分室

予約制／ 21-9337
15日㈮ 14時～16時

衣浦東部
保健所

（刈谷市）

アルコール専門相談 今月はありません 予約制／ 21-9337

病態栄養相談 第2水曜日 9時～11時30分 予約制／ 21-9338

歯科相談 第2水曜日 9時～11時30分 予約制／ 21-9338

骨髄バンクドナー登録 第1・2
火曜日 9時～11時 予約制／ 21-4797

エイズ・梅毒・肝炎
検査

第1・2
火曜日 9時～11時

エイズ・梅毒は匿名検査可／エイズ・
梅毒証明書の発行は有料で実施し肝炎
証明書の発行は不可／ 21-4797

夜間エイズ・梅毒検査 今月はありません 匿名検査可／ 21-4797

がん検診を含む総合健診（40歳無料健診・50歳半額健診）、腹部超音波検査、乳が
ん検診、成人歯科健診などを実施しています。市国民健康保険加入者と県後期高
齢者医療保険加入者は費用が半額助成されます。
健診の内容や日程は、広報へきなん2月号に掲載しています。

一般不妊治療、人工受精、体外受精、顕微受精、男性不妊治療を受けた夫婦に、
費用の助成をします。詳しくは市ホームページで確認又は保健センターに問い合
わせてください。
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相談7月
July

ホームページID

9361

相談 受付日時 場所 内容 問い合わせ

建 築 相 談  7日㈭

13時30分～
16時

市役所

設計、工事管理など住まいに関する相談
（建築士）

市民課（当日13時～
受付）

95-9880

行 政 書 士 相 談  7日㈭ 相続・遺言など書類作成に関する相談
（行政書士）

行 政 相 談 14日㈭ 行政に関する苦情や意見・要望
（行政相談委員）

人 権 相 談 14日㈭ 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）

司 法 書 士 相 談 21日㈭ 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） 市民課（要予約／

5日㈫～受付）
95-9880土地家屋調査士

相 談 21日㈭ 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）

こまりごと相談 28日㈭ 日常の困りごと（民生委員、人権擁護委員）
市民課（要予約）

95-9880弁護士法律相談 水曜日 13時～16時 各種問題解決に向けて法律上のアドバイス
（弁護士）

消 費 生 活 相 談 月・火、
木・金曜日

13時30分～
16時

市役所　1階
消費生活センター

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）

商工課
95-9894

労 働 相 談  5日㈫ 13時～16時 市役所
1階相談室2

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）

商工課（要予約）
95-9894

経 営 総 合 相 談 第2水曜日 14時～17時
市役所
1階よろず支援
拠点出張所

販路拡大・資金繰り・営業戦略など経営に
関すること全般

商工課（要予約）
95-9895

税 務 相 談  6日㈬ 9時～12時 市役所
2階談話室4 営業、相続、贈与、譲渡、不動産など税一般 税務課（要予約）

95-9878

児 童 相 談 月～金曜日 9時～17時 こども課 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

専用電話
41-8810

ひ と り 親 家 庭
相 談 月～金曜日 9時～16時 こども課 母子・父子家庭の困りごとや生活に必要な

相談、未成年の子を持つ離婚に関する相談
こども課

95-9886

高 齢 者 相 談
物忘れ（認知症）
な ん で も 相 談
高齢者虐待相談

月～金曜日

8時30分～
17時15分

碧南社協地域包
括支援センター

・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

碧南社協地域包括支援
センター

46-3840

9時～16時
碧南社協地域包
括支援センター
西端出張所

碧南社協地域包括支援
センター西端出張所

48-3811

8時30分～
17時15分

碧南南部地域包
括支援センター

碧南南部地域包括支援
センター

46-5282

火～土曜日 8時30分～
17時15分

碧南東部地域包
括支援センター

碧南東部地域包括支援
センター

93-1191

手 話 相 談 金曜日 14時～17時 福祉課 聴覚障害者の各種手続きについて手話通訳
により補助

福祉課
■℻48-2940

障害者虐待相談 月～金曜日 8時30分～
17時15分 福祉課 障害者虐待に関する相談

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

障害者就労相談 月～金曜日 8時30分～
17時15分 社会福祉協議会 障害者の就労に関する相談、情報提供など

社会福祉協議会
（予約優先）

46-3701

発 達 相 談 月～金曜日 8時30分～
17時15分 福祉課 18歳までの子どもの発達に関する相談 福祉課（予約優先）

95-9885

教 育 相 談 月～金曜日 10時～17時 市役所
5階教育相談室

不登校、学校生活、いじめ問題など子ども
の教育問題

教育相談室（要予約）
46-7777

（　　　　　）

※いずれも無料で、施設休館日は休みです。
　一部の相談は先着による定員制です。
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水族館水族館

波多野 光
ひかね

峰ちゃん
2021年9月26日生まれ

パパとママの所に来てくれ
てありがとう。小さく生ま
れて不安な事もあったけど、
元気に成長していく姿に感
動してるよ♡これからもた
くさん楽しい思い出作ろう
ね♪

紫の天井を見上げて〔4月20日㈬／広藤園〕
4月16日から藤まつりが開催され、見頃を迎えました。雨の合間の晴れの日には、市内外
から多くの人が訪れていました。藤の中には濃い紫や白い花の株もあり、紫の濃淡を味わ
えます。皆さんベンチに座ってゆっくりと満開の藤を楽しんでいる様子でした。

COVER

岩城 かいりちゃん
2021年10月9日生まれ

予定日より2週間も早かっ
たけど元気に産まれてくれ
てありがとう！毎日が幸せ
で楽しいよ！これからも元
気で優しい子に育ってね！

オリジナルグッズがたくさんある
ミュージアムショップ

　リニューアルに合わせてオープンしたミュージアムショップ。
来館された皆さんの要望に応えられるよう、定番のぬいぐるみ
（大きなものからお手頃サイズまで）から、色々な文房具や雑貨
までグッズの充実を図ってきました。
　そして、碧南海浜水族館オリジナルグッズも増えています。中
でも、チョコクランチはオリジナルパッケージがかわいく人気で
す。その絵柄を再構成してトートバッグとミニタオルを作りまし
た。トートバッグは、A4がしっかり入るサイズで使いやすいで
す。
　オリジナル缶バッジは、水族館にいる生き物のイラストに星や
ハート形の飾りがついたかわいいデザインで好評をいただいてい
ます。1人で何個も購入される人もいます。

　また、碧南のソウルフードであるキリマ
ルラーメンとコラボした水族館オリジナル
ラーメンは、第3弾がまもなく発売予定で
す。来月から始まる「開館40周年記念特別
展」に合わせた特別バージョンパッケージ
のラーメンです。
　水族館に来た記念にオリジナルグッズを
おひとついかがですか。 △オリジナルトートバッグ △オリジナル缶バッジ
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お問い合わせ、ご入校予約は

高齢者講習 予約受付中です

新型コロナウイルス感染症の影響により、営業日・営業時間に変更が生じる場合があります。 詳しくはホームページをご確認いただくか、お電話にてお問合せください。
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