
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）

ホームページID

7116
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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
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