
費用表記がないイベントは無料

明石公園	 48-1722
七夕笹飾り
短冊に願い事を書いて、園の笹飾りに飾りましょう。
みんなの願い事は、神社でお祈りしてもらえます。

　6月18日㈯～7月7日㈭
　7月21日㈭～8月31日㈬は、遊具の利用時間が

18時までになります。

文化会館	 42-3511
親子ふれあい講座
親子でチャレンジ！おりがみ講座
親子でおりがみを折って、楽しく遊びませんか。
だまし船や紙飛行機の飛距離競争もします。

　7月16日㈯　10時～11時30分
　折り紙倶楽部
　小学生親子（親1人につき子2人まで）
　10組（先着順）
　100円／人
　7月2日㈯9時より電話又は直接

ここるっくしんかわ	 42-5569
おもちゃ図書館
おもちゃで遊んだり、貸し出しをします。

　第2・4日曜日　13時30分～15時
　へきなん福祉センターあいくる
　障害のある子とその保護者

へきなんこども園	 41-7394
地域子育て支援事業
親子でenjoy
風鈴作りを楽しもう。

　8月18日㈭　10時～11時
　就園前の親子
　6人（先着順）
　300円／組（おやつ・保険代含む）
　7月19日㈫9時より電話又は直接

七夕飾り、短冊を飾ろう！
願い事を書いた短冊や、七夕飾りを笹竹に飾ります。
小さな笹竹は、持ち帰ることもできます。

　7月3日㈰　10時～12時
　油ヶ淵水辺公園桃の園エリア
　50人程度

　　（当日先着順／小学3年生以下は保護者同伴）
　不要
　好きな折り紙や七夕飾り
　7月7日㈭、9日㈯、10日㈰、16日㈯～18日㈪、

8月4日㈭にも短冊を飾れます（各日10人程度）。

ウクレレの集い
童謡や懐かしい曲を演奏します。

　7月16日㈯　10時～11時30分
　油ヶ淵水辺公園桃の園休憩所
　10人　 　3歳以上
　ウクレレ（貸出し用4本あり）　
　不要

生き物観察会
油ヶ淵の田んぼビオトープにいる生き物を、捕まえ
て観察します。

　7月24日㈰　10時～12時
　　（受付9時30分～／荒天中止）

　油ヶ淵水辺公園田んぼビオトープ
　50人程度

　　（当日先着順／小学3年生以下は保護者同伴）
　不要
　汚れても良い服装（着替え）、長靴、帽子、タオ

ル、飲み物、タモ、観察ケースなど

油ヶ淵水辺公園	 41-1515
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発明クラブ	 43-5031

ものづくりセンター	 43-5031

夏休みアイデア工作教室
発明クラブであなたのアイデアを作品にしてみませか。

　7月21日㈭、22日㈮、26日㈫～28日㈭、8月2日㈫、3日㈬、5日㈮～10日㈬（8日㈪を除く）
9時～12時、13時～16時

　市内小中学生（小学2年生以下は保護者同伴）　 　各10人（先着順）
　7月5日㈫9時より電話

夏休み子ども工作教室
おもしろ科学実験
碧南工科高校環境科学科の先生や生徒によるものづ
くり教室です。人工イクラ、スライム、紫外線で変
色するレジン工作、マーブルうちわ、虹色万華鏡を
つくり、また、液体窒素で不思議な世界を体験しま
す。

　8月18日㈭　13時～16時
　小学3～6年生
　20人　
　500円

こどもパソコンIchigoJamをつくって遊ぼう
碧南工科高校電子工学科の先生や生徒によるものづ
くり教室です。こどもパソコンIchigoJamをはんだ
付け作業にて組み立てます。その後、自分たちでプ
ログラミングをして、ゲームをつくります。プログ
ラミングが初めてでも大丈夫です。

　8月4日㈭　13時～16時
　小学3～6年生
　20人　
　500円

モザイクタイルを使ったウッドクラフト
碧南工科高校建築デザイン科の先生や生徒によるも
のづくり教室です。いろいろな色のモザイクタイル
を使って、世界に一つだけのコースターや写真立て
をデザインします。

　8月2日㈫　9時～12時
　小学3～6年生
　20人　
　300円

特許出前教室＆工作教室
日本弁理士会東海会による出前講座です。電子紙芝
居で特許を楽しく分かりやすく学び、工作教室では
「はっぽうトレーと紙コップでできるホバークラフ
ト」を作ります。

　8月3日㈬　
　　13時30分～16時30分

　小学3～6年生
　20人
　300円

親子木工教室
愛知建連技能専門校の講師であるプロの職人さんなどの指導のもと、親子で作品を作ります。

　8月7日㈰　9時～12時
　①宝物箱②折り畳み椅子③ビー玉落とし
　小学3～6年生と保護者
　各5組
　①500円②③1,000円

ミニ四駆を作ってコースで走らせよう
碧南工科高校機械科の先生や生徒によるものづくり
教室です。手のひらサイズのミニ四駆を製作してコ
ース走行をします。

　8月9日㈫　9時～12時
　小学4～6年生
　20人　
　300円

全共通

　ものづくりセンター
　7月5日㈫～7月15日㈮にあいち電子申請・

届出システム
　申込多数の場合は抽せんです。

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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図書館本館・中部分館・南部分館

読書手帳発行！
図書館で印刷した読書シールを読書手帳に貼ると、
読んだ本の記録が残せます。発行数限定で各館で配
布します。無くなり次第終了です。

　7月21日㈭～8月31日㈬

図書館本館	

やってみよう！調べ学習
図書館の本やインターネットを使って、調べ学習に
挑戦してみよう。

　7月28日㈭～30日㈯9時～12時、13時～16時
　小学生（低学年は保護者同伴）
　各10人（先着順）
　7月10日㈰9時30分より直接、10時より電話

ホイール万華鏡をつくろう！
ビーズやスパンコールで飾った円盤をつけた万華鏡
を作ります。円盤を回しながら中をのぞくと、見え
る模様変わっていきます。

　8月5日㈮　10時～12時、14時～16時
　小学生（低学年は保護者同伴）
　各10人（先着順）
　7月17日㈰9時30分より直接、10時より電話

おはなし会スペシャル
ねこがいっぱい
へきにゃごがやってくるおはなし会を開催します。

　8月10日㈬　10時30分～
　大型絵本「ノラネコぐんだんきしゃぽっぽ」

中型紙芝居「こねこのしろちゃん」ほか
　小学生以下の子と保護者
　10組（先着順）
　7月23日㈯9時30分より直接、10時より電話

図書館の裏側へＧｏ！
図書館の裏側や地下に行ってみよう。

　8月11日㈭　10時～11時、15時～16時
　小学生以下
　各8人（先着順）
　7月24日㈰9時30分より直接、10時より電話

図書館南部分館	
工作教室
あら、不思議！消えるピザを作ろう
くるりと回すとピザが消える不思議なおもちゃを作
ります。

　7月31日㈰　10時～
　小学生（低学年は保護者同伴）
　10人（先着順／保護者1人につき児童1人）
　7月17日㈰9時より直接、10時より電話

クイズで学ぼう”SDGs”
全問正解者にはプレゼントがあります。SDGsがよ
く分かる本を集めた特集コーナーも設置します。

　8月2日㈫～21日㈰
　小学生以下　 　不要

おばけのおはなし会
ちょっぴり怖くて楽しいおばけの出てくるおはなし
会を広いアリーナで行います。おはなし会の後は迷
路で遊びます。

　8月27日㈯　10時～
　小学生以下　 　不要

図書館中部分館	

ポスター講座
コツを学びながら、ポスターを描いてみませんか。
図書館の本も参考にします。

　7月27日㈬　9時30分～12時（低学年）
　　　　　　　 13時～15時30分（高学年）

　市内小学生　 　各10人
　7月9日㈯～18日㈪に直接又はあいち電子申請・

届出システム

雑誌の付録抽選会
雑誌の付録の抽選会を行います。期間中に5冊以上
借りてくれた人に、応募券を配布します。
応募期間　8月6日㈯～14日㈰
引き替え　8月20日㈯～9月11日㈰

まるごとまほうとしょかん
魔法使いのおすすめ本を3冊セットにしました。読
みものセットと、魔法の実験セットがあります。ス
プーン曲げ用の紙スプーンのおまけつきです。

　7月21日㈭～8月7日㈰

まほうのカラーいんさつカードをつくろう
簡単に作れる工作セットを配布します。

　7月21日㈭～8月31日㈬

　図書館本館　 41-0894・中部分館　 41-1980・南部分館　 42-8211

夏休みは図書館へ行こう
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夏休み親子食育クッキング教室
　　　　　　　 　 　保健センター　 48-3751
暑い日が続きますが、食べることを楽しんでいます
か。碧南市健康づくり食ボランティア会員が食育ク
ッキング教室を開きます。親子で楽しく作りましょ
う。作ったものは持ち帰ります。

　7月28日㈭　10時～11時30分
　あおいパーク
　食事バランスクイズ、調理実習

(調理予定：焼きカレーパン、エビマヨサラダ、人参
ゼリー）

　小学3年生以上の子と保護者
　10組（先着順／保護者1人につき児童1人）
　400円／組
　7月6日㈬より直接又は電話で保健センター

※1回の電話につき、1組の申し込みです。

サン・ビレサマーイベント（夏まつり）
　　　　　　　 　 　サン・ビレッジ衣浦　 41-2655

小さな子どもから高齢者まで楽しめるイベントです。また、キッチンカーも出店しますので是非来てください。

愛知教育大学連携公開講座
地層、岩石、化石から探る
郷土の大地の成り立ちと特徴
　　　　　　　　 　 　生涯学習課　 42-3511
地質の研究によって解明された大地の成り立ちと特徴
について、分かりやすい言葉の解説で学びます。

　8月27日㈯　10時～12時
　文化会館　5階研修室2
　星博幸氏（愛知教育大学教授）
　小学5年生以上
　40人（先着順）
　300円（当日集金）
　7月15日㈮より直接

親子で行く
森林体験バスツアー
　　　  　 　経営企画課政策推進係　 95-9865
(公財）矢作川水源基金にて水の大切さや森の役割を学
べる夏休みの親子企画として森林体験バスツアーを
開催します。

　7月31日㈰　7時30分～17時30分
(雨天決行／荒天中止）
※市役所東側駐車場に7時30分に集合です。

　旭高原元気村（豊田市）周辺
　間伐体験、ガイドによる森林散策
　市内在住の小学生と保護者（未就学児の同伴は

不可）
　15人程度（申込多数の場合は抽せん）
　無料
　7月11日㈪17時（必着）までに参加者全員の①住

所②氏名（フリガナ）③性別④生年月日⑤電話番号
(自宅及び携帯電話）を電話、FAX（ 48-0077）又は
メール（ keieika＠city.hekinan.lg.jp）で経営企画課

夏休み親子下水道教室
　　　  　 　衣浦東部浄化センター　 48-8210
施設見学スタンプラリー、微生物観察、簡単工作を
します。参加者にプレゼントもあります。

　7月28日㈭
10時～12時30分、13時30分～16時

　衣浦東部浄化センター
　小学生と保護者
　各10人（先着順）
　7月1日㈮～15日㈮の9時～17時（土日除く）に

電話又は直接

共通 　7月23日㈯　 　サン・ビレッジ衣浦　

内容 時間 定員 申し込み

子ども向け
水上遊具で遊ぼう

10時～17時 ー 不要ミニゲームで遊ぼう（スーパーボール
すくい、ボール投げなど）

大人向け
ハタヨガ 17時15分～18時15分

各18人 電話又は直接格闘系ボクササイズ 18時30分～19時
リラックスヨガ 19時15分～20時15分
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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 Index油ヶ渕遊園地
花しょうぶ株無料配布

　都市整備課都市整備係
　　 95-9910

　7月14日㈭　9時30分～
　油ヶ渕遊園地、新川公民館、中

部公民館、棚尾公民館、東部市民プ
ラザ、あおいパーク
配布数　800袋程度（1人5袋まで）

サン・ビレッジ衣浦
夏の特別営業

　サン・ビレッジ衣浦
41-2655

　7月21日㈭から8月31日㈬は休ま
ず営業します。期間中の営業時間は
10時から21時です。

暴風警報発令時の
くるくるバスの運行について

　商工課商工観光係
95-9894

　暴風警報が発令された場合、運行
を中止します。お出かけのときは、
気象情報に注意してください。
　運行状況は、市ホームページで確
認してください。また、碧南市LINE
公式アカウントでも配信しています。
配信設定は、メインメニューの受信
設定から「くらし」をチェックして
ください。

廃食用油回収

　環境課環境保全係　 95-9900
　廃食用油が排出・投棄されると、
河川などは著しく汚濁されます。
　市では、家庭から出る廃食用油の
回収（業務用を除く）を行い、水質
汚濁防止と環境保全の啓発に努めて
います。
日程（9時～11時）

碧南油ヶ淵写生大会入賞作品展

　市観光協会　 95-9894
　6月5日に開催された写生大会の
入賞作品を展示します。大人の入賞
作品も展示するので、是非家族そろ
って見に来てください。

　7月18日㈪まで
　哲学たいけん村無我苑

とき ところ
7月24日㈰ 南部市民プラザ

8月28日㈰ 農業者コミュニティセ
ンター

9月25日㈰ 鷲塚公民館

愛の血液助け合い運動

　保健センター　 48-3751
　7月は愛の血液助け合い運動月間
です。安全な血液製剤を安定供給す
るため、皆さんの善意の献血が必要
です。ご協力お願いします。

し尿収集業務をお休みします

　環境課ごみ減量係　 95-9899
　施設の修繕・整備のため、し尿受
入業務を休業します。臨時のくみ取
りを希望する場合は、8月5日㈮まで
に申し込んでください。
●市役所前の道路を境に北側
東海保全㈱　 41-1970
休業日　8月12日㈮、15日㈪
●市役所前の道路を境に南側
碧南環境衛生㈱　 41-2318
休業日　8月13日㈯～16日㈫

くらし
Life & Support

まだ申請していない人は、早めに手続きをしてください。
　2020年4月1日現在で恩給法による公務扶助料や戦傷病者戦没者遺族等援

護法による遺族年金などを受ける人がいない場合の戦没者の死亡当時の遺族
支給額　額面25万円の記名国債（5年償還）
必要書類　①請求者が前回受給者と同じ場合…2020年4月1日以降に取得した
請求者の戸籍抄本又は謄本、印鑑、身分証明ができるもの
①以外の場合…問い合わせてください。

　2023年3月31日㈮までに直接

　福祉課社会福祉係　 95-9884

戦没者などの遺族に対する
特別弔慰金の支給

危険業務従事者叙勲
瑞宝単光章

角谷輝好氏（塩浜町）
消防功労

　秘書情報課秘書係　
95-9861

叙勲受章
おめでとう
ございます
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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▷



シルバー人材センター入会説明会

　シルバー人材センター
　 46-3703

　①7月11日㈪、25日㈪、8月8日
㈪、22日㈪、9月12日㈪、26日㈪
②7月22日㈮③8月16日㈫④9月21
日㈬　13時30分～15時

　①ものづくりセンター②東部市
民プラザ③文化会館④農業者コミュ
ニティセンター

　市内在住でおおむね60歳以上の
人

　不要

パトネットあいち

　碧南警察署　 46-0110
　住んでいる地域の事件・事故・不
審者情報などをメールで配信してい
ます。

●アイチポリス（県警察公式アプリ）
　パトネットあいちの配信情報をア
プリで確認できます。犯罪情報や不
審者情報などをマップ上で確認でき、
防犯ブザー機能もあります。

水の事故　山の遭難
危険はいつもすぐそこに

　碧南警察署　 46-0110
　毎年、水・山の事故などは、特に
夏季に集中します。
・子どもだけで海や池、川に行って
　遊ばないようにしましょう。
・立ち入り禁止場所や遊泳禁止場所
　に入ったり、飲酒をしての遊泳は
　やめましょう。
・登山では事前準備が大事です。1
　人で山に入ったり、夏だからとい
　って軽装で行くことは危険です。
　登山届もしっかり出しましょう。

農作物被害軽減のための
有害鳥獣の捕獲

　 　農業水産課農政振興係
　　 95-9896

　農作物への被害軽減のため、カラ
スなどの有害鳥獣の捕獲を実施しま
す。衣浦猟友会の協力で散弾銃及び
空気銃により行います。周囲の安全
には十分に配慮して実施しますが、
付近を通行の際は注意してください。
なお、市街地での駆除は行っていま
せん。

　いずれも7時から15時です。
　7月24日㈰ （雨天時は31日㈰）
　8月21日㈰ （雨天時は28日㈰）
　9月4日㈰ （雨天時は11日㈰）
　10月23日㈰ （雨天時は30日㈰）

　市内一円

7月11日～20日は
夏の交通安全市民運動

　地域協働課交通防犯係
　 95-9873

　これから夏に向かって、交通事故
発生の割合が高まります。ドライバ
―は安全運転に心がけましょう。

7月1日～8月31日は
青少年とともにすすむ夏の運動

　生涯学習課　 42-3511
●主な活動目標
・豊かな心を養い、たくましく生き
　る力とからだをつくる
・仲間づくりをすすめ、連帯感を育
　てる
・安全な地域環境づくりを推進し、
　犯罪や非行、事故から守る
●スローガン
非行の芽　はやめにつもう　みな我
が子

海の事件・事故は118番通報

　衣浦海上保安署
　 0569-22-4999

　7月16日㈯～31日㈰は海の事故ゼ
ロキャンペーンです。
・天候、海上模様の確認
・船体やエンジンの点検
・ライフジャケットの着用
・連絡方法（携帯電話など）の確保
・見張りの徹底

ios Android

台風時におけるごみ収集
●燃やすことのできるごみ収集
・ 台風接近時のごみ出しは危険です。また、ごみの飛散

にもなるため、できる限りごみ出しは控え、次回の収
集日に出してください。

・ごみ収集は、やむを得ず中止する場合があります。
・ 台風時のごみ収集及び中止時の次回ごみ収集では、収

集時間が普段とは異なることがあるので、8時30分ま
でのごみ出しに協力をお願いします。

　環境課ごみ減量係　 95-9899
●資源ごみステーション・粗大ごみステーション
・ 前日の16時において暴風警報が発令、又は当日のス

テーション開設時間帯に発令が予測され、当日実施が
困難だと想定される場合は中止します。

・ 当日6時の時点で暴風警報が発令されている場合は中
止します。

・ 当日のステーション開設中に暴風警報が発令された
場合はその時点で中止します。

・ 資源ごみステーション、粗大ごみステーション共に
代替開設日はありません。次回開設日を利用してく
ださい。
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市役所　 0566-41-3311（代表）

絆ノート（エンディングノート）
の書き方講座

　高齢介護課地域支援係
　 95-9890

　絆ノート（エンディングノート）
とは、誰にでもある心配事、自分に
万が一があった時に、残された家族
や大切な人が困らないように、葬儀
やお墓、供養の方法、相続、各種保
険の手続きなどに関する自分の考え
を書き残しておくノートです。

　8月3日㈬　13時30分～15時30
分

　市役所2階　談話室2・3
　第一生命保険㈱豊田支社相続コ

ンサルタント（包括連携協定事業者）
　市内在住の人
　35人（先着順）　 　無料
　7月4日㈪より電話又は直接 

三曲定期演奏

　哲学たいけん村無我苑
41-8522

　箏、三弦、尺八の演奏で癒されて
みませんか。

　①7月24日㈰②8月28日㈰　10
　　時～15時

　哲学たいけん村無我苑
　①鈴木祥子社中②若草会
　無料　 　不要

おたっしゃ大学
筋力トレーニング教室

　保健センター　 48-3751
　スロートレーニング（自分の体重
を利用した筋力トレーニング）を中
心に、レクリエーションも行います。

　8月29日、9月5日、12日、26
日、10月3日、17日、24日、31日、
11月7日、14日、21日、28日の月
曜日　9時30分～11時30分、12月5
日㈪　13時30分～15時30分（全13
回）

　保健センター
　市内在住の65歳以上の人
　12人（新規申込者優先／抽せん）
　無料
　7月25日㈪～29日㈮まで電話又

は直接

ハートフルケアセミナー

　高齢介護課地域支援係
95-9890

　家庭での基本的な介護知識と技術
を身につけるための教室です。今回
は車椅子介助に関する内容を、体験
レベルの演習を通じて学ぶ研修です。

　8月19日㈮　13時30分～15時
30分

　文化会館
　20人（先着順）
　無料
　7月4日㈪より電話又は直接

農業者年金に加入しませんか

　農業委員会　 95-9898
　農業者年金は、農業者がより豊か
な生活を過ごせるよう、国民年金に
上乗せする任意加入の公的な年金制
度です。

農地の無断転用をなくしましょう

　農業委員会　 95-9898
　農地転用とは、農地を宅地や駐車
場などの農地以外の用途に転換する
ことで、転用のときには許可又は届
出が必要です。また、既存の温室を
栽培目的以外に使用する場合は必要
となる場合があります。
　無断で転用すると、罰金などの厳
しい措置がとられることがあります。
転用を計画している人は、あらかじ
め農業委員会まで相談してください。

市民健康教育講座

　 　保健センター　 48-3751
　7月26日㈫　13時30分～
　市役所2階　会議室4・5
　藤浦一喜氏（市医師会）

演題　鼻、のどの疾患について
　50人（先着順）
　無料
　7月4日㈪9時から電話

　母子保健推進員は、子育てをサポートするボランティアで
す。赤ちゃんお誕生おめでとう訪問や、赤ちゃんサロンなど、
現在32人が活動しています。講習会の修了後、活動に向けて
体験や見学実習もあります。

　保健センター
　市内在住で育児経験のある人
　10人　
　無料
　8月22日㈪までに電話

　保健センター　 48-3751母子保健推進員養成講習会

イベント・講座
Event & Lectures 健康・福祉

Health & Welfare

とき 内容

8月29日㈪
13時～15時30分

母子保健推進員とは
活動内容について

9月15日㈭
9時30分～12時

訪問のロールプレイ
先輩推進員さんとの交流

10月14日㈮
13時～15時30分

話の聞き方について
まとめ、修了証交付

日程（全3回）
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古文書入門講座

　文化財課　 48-6602
　くずし字の読み方を学び、古文書
を読んでみませんか。江戸時代以前
の古文書を、皆さんと解読します。
　初歩からくずし字を読む練習を行
います。

　8月19日㈮、9月1日㈭、16日
㈮、30日㈮　13時30分～14時30
分（全4回）

　大浜まちかどサロン
　文化財課学芸員
　初歩から古文書を読んでみたい

人
　20人（先着順）
　400円（初回集金）
　7月5日㈫9時より電話で文化財

課

折り紙教室

　哲学たいけん村無我苑
41-8522

　日本伝統の遊びである折り紙に無
我苑でふれませんか。

　8月21日㈰　13時30分～15時
　哲学たいけん村無我苑
　竹内ケイ氏（日本折り紙学会会

員）
　10人（先着順）
　600円（呈茶200円券付）
　7月10日㈰10時より電話又はあ

いち電子申請・届出システム

学ぼまい生涯学習
はじめての手作り革工芸コース

　 　生涯学習課　 42-3511
　革をたたき装飾を施し作品を作り
あげます。自身や家族へのプレゼン
トにどうですか。

　8月7日、21日、9月4日、25日、
10月2日、16日の日曜日　9時30分
～11時30分（全6回）

　文化会館
　鈴木絹子氏
　キーホルダー、コースター、小

銭入れ、眼鏡ケース
　10人
　4,500円（材料費含む）
　7月3日㈰より電話又は直接文化

会館内生涯学習課

女性のための木工教室

　ものづくりセンター
43-5031

　上段、中段の二段式テーブルで、
天板はそれぞれ取り外しができます。

　7月31日㈰　9時～12時
　ものづくりセンター
　県建設組合連合碧南支部青年部
　18歳以上の女性
　10人（先着順）
　2,000円
　7月10日㈰9時より直接

あおいパーク
園芸相談会（7月～9月）

　あおいパーク　 43-0511
　園芸に関する相談を1回30分以内
で応じます。相談したい現物があれ
ば、持参してください。

　①7月2日②7月9日③7月16日
④8月27日⑤9月3日⑥9月10日⑦9
月17日⑧9月24日の土曜日

　あおいパーク
　①果樹栽培②草花栽培、バラ栽

培③野菜づくり、コンテナガーデン
④バラ栽培⑤草花栽培、ハーブ・庭
づくり⑥コンテナガーデン⑦バラ栽
培⑧果樹栽培

　無料
　不要

陶芸教室　特別講演

　東部市民プラザ　 46-1188
　陶芸に関する特別講演を開催しま
す。

　7月21日㈭　10時～11時
　東部市民プラザ　
　坂井一也氏（星城大学リハビリ

テーション学部教授）
演題　良い加減に生きる
～無理せず、ほどほどに～

　10人
　無料
　7月7日㈭9時より電話

　7月24日㈰　8時～（雨天や波が
高い場合は中止）

　新川港～海底トンネル～防潮堤沖
　市内在住、在勤の保護者と小学1

年生以上の子
※大人であれば親子でなくても参加で
　きます。

　30人程度（先着順）
　7月9日㈯までに直接臨海体育館

　　内スポーツ課

　真夏の夜のひとときを楽しい落語で笑い、暑さを忘
れてみませんか。

　8月6日㈯　17時30分～18時
30分、19時20分～20時20分

　哲学たいけん村無我苑
出演　微笑亭さん太氏

　各28人（先着順）
　700円（呈茶200円券付）
　7月9日㈯（村民は7月2日㈯）

10時より直接

　スポーツ課　 48-5311　哲学たいけん村無我苑　 41-8522
大型ヨット体験乗船参加者募集納涼落語会
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市役所　 0566-41-3311（代表）

7月の税金・料金

人口・世帯数
72,837人  （前月比＋44）
29,928世帯 （前月比＋61）

［2022年5月31日現在］

男性
37,443人

女性
35,394人

納期限　8月1日㈪

固定資産税・都市計画税
第2期

国民健康保険税　第1期

碧海5市公安系公務員ガイダンス

　自衛隊安城募集案内所
　 74-6894

　自衛隊・警察・海上保安庁・刑務
所が合同で説明会を開催します。公
安系公務員に興味がある人は、是非
来てください。

　7月9日㈯　13時30分～17時
　刈谷市総合文化センター
　不要

放送大学10月生

　放送大学愛知学習センター
　 052-831-1771

　放送大学はテレビなどの放送を通
して学ぶ通信制の大学です。福祉、
経済、歴史、文学、自然科学など、
幅広い分野を学べます。

　9月13日㈫までに放送大学愛知
学習センター

衣浦東部広域連合消防職員（高校卒）

　衣浦東部広域連合総務課
　 63-0132

　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。

令和4年度自衛官など

　自衛隊安城募集案内所
　 74-6894

　自衛官等（一般曹候補生、自衛官
候補生、防衛大学校学生）の募集を
しています。詳細は、２次元コード
から確認してください。

市文化祭芸能発表会出演団体

　 　生涯学習課　 42-3511
　10月30日㈰　10時30分～15時

30分
　文化会館
　民謡、剣詩舞、詩吟、日本舞踊、

大正琴、三味線、合唱、ダンス
　ダンスのみ中学生以下
　7月31日㈰～8月19日㈮に申込

用紙を直接文化会館内生涯学習課

ODOROMAI参加者

　生涯学習課　 42-3511
　12月4日㈰　午前の部10時～、

午後の部14時～
※リハーサルは12月3日㈯です。

　文化会館
　ジャズダンス、モダンダンス、

ストリートダンス、ブレイクダンス、
クラシックバレエ、フラメンコ、フ
ラダンスなどの洋舞の発表

　市内在住、在勤、在学の人
　先着順で応募状況による
　8月5日㈮～9月11日㈰に申込書

と本番で使用する音源（カセットテ
ープ、CD、MD）を添えて直接文化会
館内生涯学習課

市会計年度任用職員（臨時職員）

　秘書情報課人事係　 95-9862
　勤務形態は相談に応じます。まず
は気軽に問い合わせてください。
主な募集職種
要資格…保育士、幼稚園教諭、保健
師、無資格…事務員

　指定の登録申請書（写真添付）
などを直接秘書情報課

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！

募集
Recruitment

ホームページID
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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

　市制74周年記念式典を行い、産業経済の発展、地
方自治の発展などにご尽力いただいた21人の皆さん
を市政功労者として表彰しました。また、碧南市出
身のピアニスト奥村百合名さん、奥村志緒美さん姉
妹によるデュオコンサートを開催し、会場は美しい
音色に包まれました。

市政の発展にご尽力いただきました
［芸術文化ホール］ −木−

4/5
−火−

　㈱豊栄商会様より、ウォータークーラー12台を市
内小中学校の設備整備のため寄付いただきました。

豊栄商会
［市役所］ −木−

4/25
−月−

　大浜てらまちPRキャラクター「てらまち小僧」
のラッピングポストが初めて設置されました。完
成後には、てらまち小僧も見に来てくれました。
ラッピングポストは、羽根町2丁目5番地（㈱ビジ
ネスセンター岬屋敷地内）にあります。

てらまち小僧のラッピングポスト誕生
［羽根町］ −木−

5/23
−月−
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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

9月号の掲載申し込み期限は
8月1日㈪17時です。

①夏休み子どもポスター教室
②夏休み子ども工作教室

　①7月26日㈫、8月2日㈫②8月
5日㈮、12日㈮　9時～11時30分

　棚尾公民館
　①似顔絵師によるポスターを描

くサポート②キラキラの自分だけの
宇宙の瓶詰め

　小学生
　各10人
　①800円②1,300円（いずれも

材料費含む）
　間瀬　 090-9918-3276

①身近な生き物が住む環境をちょっ
　とのぞいてみよう
②SDGs de まちづくり 
　カードゲームで学ぼう！

　①7月31日㈰②8月7日㈰　10
時～12時

　①海浜水族館②へきなん福祉セ
ンターあいくる

　①身近な生き物と環境を学ぶ②
カードゲームで楽しいまちづくりを
体験

　①小学生以上②小学5年生以上
　①15組（30人程度）②18人
　無料（①のみ海浜水族館の入館

料が必要）
　碧南市市民活動センター　
42-6561
info@hekinan-plaza.jp

お試し健康ヨガ
ストレッチや体力作り、ヨガポーズ
などを行います。

　7月12日、19日、26日の火曜
日　13時30分～（全3回）

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

こどもの書の展覧会
子どもたちのカラフルな作品の展示
です。

　7月9日㈯　9時～19時、10日㈰　
9時～18時

　文化会館
　梅径書院　 090-8555-5580

miniワールドカップ碧南
ボランティア募集
サッカー運営のボランティアを募集
します。国際交流もできます。
詳しくはFacebook kinuura gakuinで確
認してください。

　9月18日㈰　6時～18時
　2号地多目的グラウンド
　神谷　 090-4213-8719

親子のおしゃべり会
井戸端会議的おしゃべり会です。助
産師も参加し、体重測定や簡単な相
談もできます。

　7月20日㈬　10時～11時30分
　へきなん福祉センターあいくる
　乳幼児がいる親子
　無料
　たーねHEKINAN子育て応援
taane.hekinan@gmail.com

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相続対策まるわかりセミナー
（家族の絆と資産を守る）

　7月21日㈭　10時～11時30分
　10人（先着順）

②スッキリ使いやすいクローゼット
の整理収納

　7月30日㈯　10時～11時30分
　5人（先着順）

③楽しい交流をボードゲームで始め
よう

　7月31日㈰　13時～16時
　小学4年生以上
　10人（先着順）

④税の壁から考える働き方セミナー
　8月6日㈯　10時～11時30分
　7人（先着順）

【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

お寺巡りヨガ
穏やかな空間に包まれながらやさし
いヨガでリラックスしませんか。

　①7月21日㈭　10時～②7月25
日㈪　10時～③7月27日㈬　19時
30分～

　①千福寺（千福町）②東正寺（平
七町）③林泉寺（本郷町）

　各10人　
　各500円
　開催日前日までに大岡
yogalife413@gmail.com

愛知県中央信用組合7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
しゅんこう和紙ちぎり絵　作品展

　みなみ支店　 41-3271
伊藤多美子　パッチワーク作品展

　旭支店　 41-3274

おからこんにゃく料理会
ハンバーグとチンジャオロースを作
ります。詳しくは Instagram  @okakon_
hekinanを確認してください。

　8月7日㈰　10時～13時30分
　新川公民館
　10人
　2,000円（材料費含む）
　川口　 090-2834-2996
ps.ranunculus@gmail.com

ヨガ教室
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。

　①7月5日、12日の火曜日　9時
～10時②7月6日、13日、20日の水
曜日　9時～10時

　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）
　開催日の10日前までに倉田
080-6901-8561

押し花コスモス会
押し花作品の展示

　8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。

貞照院 大蔵経典 虫干し法要
大蔵経供養の後に参詣人の手渡しに
より、経典を経堂に収めます。

　7月31日㈰　10時～
　貞照院（霞浦町） 41-3921
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2
　　February

2
　　February

8月
August 急病のときは

保健だより2
　　February8月
August

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 8日㈪

22日㈪ 12時50分、13時20分

保健
センター

　2022年4月生まれの子
１歳６か月児
健診

9日㈫
16日㈫

12時50分、13時10分、
13時30分 　2021年1月生まれの子

３歳児健診 5日㈮
19日㈮

12時50分、13時10分、
13時30分 　2019年7月生まれの子

２歳児歯科
健診 3日㈬ ①13時10分～13時30分

②13時35分～13時55分

　①2020年7月1日～15日生まれの子
　　②2020年7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

２歳４か月児
歯科健診 10日㈬ ①13時10分～13時30分

②13時35分～13時55分

　①2020年3月1日～15日生まれの子
　　②2020年3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

２歳８か月児
歯科健診 17日㈬ ①13時10分～13時30分

②13時35分～13時55分

　①2019年11月1日～15日生まれの子
　　②2019年11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

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 8日㈪
22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） 24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） 19日㈮ 9時45分～10時 　9～11か月児

予約制／教室は10時から75分
離乳食教室
（完了期） 今月はありません

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

7日㈰ 11日㈭ 14日㈰ 21日㈰ 28日㈰

外科

小林記念病院
（新川町）

41-0004
9時～12時、
13時～17時

新川中央病院
（松江町）

48-0009
9時～ 12時、
13時～ 17時

加藤病院
（松本町）

41-6211
9時～12時、
15時～17時

いくた整形外科
（中山町）

48-5655
9時～12時、
14時～17時

堀尾医院
（新川町）

48-0633
9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

耳鼻咽喉科
ふじうらクリニック

（二本木町）
43-4567

9時～12時、
13時30分～17時

眼科
田中眼科

（伏見町）
43-5331

9時～12時、
13時30分～17時

耳鼻咽喉科
しんかわ耳鼻咽喉科
クリニック

（久沓町）
42-8733

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 4日㈭
18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 8月1日㈪～2023年3月31日㈮

市内指定
医療機関

　接種を受けたことが無い指定年齢
の人

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）

19日㈮ 14時～16時 衣浦東部保健所
安城保健分室

予約制／ 21-9337
23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
問い合わせてください
※ 6月号で受付日時を掲載しまし

たが、7月も右記へ問い合わせ
てください

予約制／ 21-4797

エイズ・梅毒・肝炎
検査

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 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1日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8月
August 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  4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  4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
今月はありません

行政に関する苦情や意見・要望
（行政相談委員）

人 権 相 談 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 18日㈭

13時30分～
16時

市役所

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 18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 25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  2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  5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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男子バレーボールチーム　アイシンティルマーレ V2昇格！
2022-23シーズンからのV2昇格が決まった碧南市をホームタウンとし
ている男子バレーボールチームのアイシンティルマーレ。チームの詳
しい情報は、右の2次元コードから確認してください。

COVER

でで文文芸芸
いいいい ♪♪分分分分気気エメラルドカルチャークラブ第2期 

受講生募集
●年末大掃除に向けたイマドキお片付け
時　9月14日、28日、10月12日、26日の水曜日　10
時～12時（全4回）
講　しのだあいこ氏（整理収納アドバイザー）
定　20人（先着順）　 ¥ 　2,200円（材料費含む）

●骨盤バランスエクササイズ
時　8月23日、30日、9月13日、27日、10月4日、
18日、11月1日、15日、の火曜日　19時30分～20時
20分（全8回）
講　井上弥生氏（骨盤ケアインストラクター）
対　18歳以上　定　40人（先着順）　 ¥ 　4,500円

●女性のためのやさしいヨガ
時　8月3日、31日、9月14日、28日、10月12日、26
日　の水曜日　11時～12時（全6回） 
講　佃裕美氏（沖ヨガインストラクター）
対　女性　定　25人（先着順）　
¥ 　3,000円

●はじめての刺し子の花ふきん
時　8月2日、9日、30日、9月6日、13日の火曜日　
13時30分～15時（全5回）
講　伊藤恵梨氏（伊藤刺し子店店主）
定　12人　 ¥ 　4,800円（材料費含む）

●リラックス健康ヨガ講座
時　8月25日、9月1日、8日、22日、10月13日、27
日の木曜日　10時～11時30分（全6回） 
講　松井りさ氏（ヨガインストラクター）
対　18歳以上　定　25人（先着順）　
¥ 　3,000円

●初心者対象！麻ひもバッグを編もう
時　8月28日、9月11日、25日、10月16日の日曜日　
13時30分～15時30分（全4回） 
講　山﨑順子氏 　
対　高校生以上の編み物初心者
定　20人（先着順）　 ¥ 　3,500円（教材費含む）

　芸術文化ホール
　　 48-3731

ANETあそび塾
ヘンゼルとグレーテル
　創作オペラをみんなで上演しよう。歌や踊りの稽古
をし、小道具や飾り付けをして楽しく発表します。授
業形式でオペラ歌手やオーケストラ、バレエ、舞踊、
画家の先生が楽しく優しく指導してくれます。みんな
でオペラを完成させよう。
時　8月16日㈫　9時15分～16時30分
※15時より発表会（入場無料）を行います。
所　芸術文化ホール
日程

対　小学生
定　50人
¥ 　1,000円
申　7月9日㈯10時より電話又は直接

愛知県芸術劇場ファミリープログラム
えんどうまめとおひめさま

　王様と一緒にお城の舞踏会へ行こう。上演時間は約
30分。間近で見るパフォーマンスは、子どもの劇場デ
ビューにぴったりです。ノルウェーのダンスカンパニ
ーが繰り広げるパフォーマンスを楽しんでください。
時　8月5日㈮　11時、13時30分、16時
所　芸術文化ホール
¥ 　【全席自由】大人…1,500円、
子ども（中学生以下）…500円
チケット　エメラルド会員…6月25日㈯10時より、
一般…7月2日㈯10時より
他　車いすを利用する人は事前に連絡してください。

開講式 ミニオペラ鑑賞「ヘンゼルとグレーテル」
（名古屋オペラ協会）

音楽 コーラス
体育 バレエ・ダンス
図工 舞台セットづくり

全共通 所　芸術文化ホール　申　7月17日㈰より直接、18日㈪10時より電話
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