
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廃食用油回収

　環境課環境保全係　 95-9900
河川や湖沼、海域の汚濁の原因の一
つが生活排水です。その中でも廃食
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
収を行っています。
日程（9時～11時）

野焼きは法律で禁止されています

　環境課環境保全係　 95-9900
適法な焼却施設以外で廃棄物を燃や
す行為を「野焼き」と言い、野焼き
は廃棄物の処理及び清掃に関する法
律で原則として禁止されています。
野焼きを行うと、悪臭や煙が発生し、
その煙が洗濯物についたり、悪臭で
気分が悪くなったりして、周辺の人
たちに大きな迷惑をかける場合があ
ります。また、プラスチックなどを
燃やすことでダイオキシンが発生し
ます。
周辺住民とのトラブルやダイオキシ
ン類などの有害物質の発生原因にな
りますので、違法な野焼きはやめま
しょう。

民生委員を名乗る不審電話に
注意してください

　福祉課保護係　 95-9883
「民生委員」を名乗る人物から、世
帯構成などを聞き出そうとする電話
がかかってくる事案が全国各地で発
生しています。碧南市でも同様の事
案が発生しています。
不審な電話や訪問には、十分に注意
してください。現在の民生委員児童
委員は市ホームページ及び広報へき
なん5月号で確認してください。
▼被害にあわないための注意　　　
・住所や氏名などの個人情報や家族
　構成を安易に教えない。
・怪しいと感じたら氏名（フルネー
　ム）を尋ね、一旦電話を切って福
　祉課に実在する人物か確認する。
・一人で判断せずに、家族や警察又
　は福祉課に相談する（できるだけ
　一人で対応しない）。

衣浦トンネル
防災訓練のため車線規制

　愛知道路コンセッション㈱
道路運用部　 0569-21-3123

衣浦トンネル上り線（碧南方面）で
防災訓練を実施します。トンネル内
左側車線規制を行いますので、協力
をお願いします。

　10月21日㈮　9時30分～12時

名古屋高速道路リフレッシュ工事
による終日通行止め

　名古屋高速道路公社広報課
　 052-919-3236

　10月22日㈯0時～31日㈪24時
区間　3号大高線南行（鶴舞南JCT→
名古屋南JCT）

くらし
Life & Support

産前産後期間とは、出産（予定）日の前月から4か月間です。双子以上の場合は、出産（予定）日の3か月前から6か
月間です。この期間については、国民年金保険料を納めたものとみなされます。その他の免除制度や学生納付特例制
度よりも優先的に適用される制度です。期間中は、付加保険料の支払いも可能です。
※出産には、妊娠85日（4か月）以上の死産、流産、早産を含みます。
例：出産予定日又は出生日が10月の場合

　国民年金第1号被保険者で、2019年2月1日以降に出産した人
　事前届出の場合…母子手帳又は妊娠証明書

　　出生後の届出の場合…原則不要
　出産予定日の6か月前から直接国保年金課

　国保年金課年金係　 95-9893

国民年金第1号被保険者の人へ
産前産後期間の国民年金保険料が免除になります

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▷

ホームページID

19126

7月 8月 9月 10月 11月 12月
1人 免除

双子以上 免除

とき ところ
10月23日㈰ 文化会館
11月27日㈰ 大浜公民館
12月25日㈰ 新川公民館
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市役所　 0566-41-3311（代表）

▼伴走型支援とは　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
認知症であっても住み慣れた地域で暮らし続けるために、認知症の様々な変化や課題について、早い段階から継
続して相談支援を行うことです。日々、認知症の人への生活支援、家族への支援に取り組んでいるグループホー
ムで支援拠点がスタートします。グループホームたなおの認知症ケア専門職が、認知症の人とその家族を応援す
る「伴走者」として寄り添い続けます。どんな小さな悩みや困りごとでも大丈夫です。一人で悩まず電話、メー
ルなどで気軽に話してください。
▼こんな困りごとはありませんか　　　　　　　　　　　　　　　　
・最近物忘れが多いと思うけれど、相談しづらいし病院も行きたくない
・最近、親が心配でどうしたらよいのか分からない
・認知症って？詳しく知りたい
・介護について情報を得たい

　高齢介護課地域支援係　 95-9890

10月からスタート もの忘れお気軽相談窓口
認知症伴走型支援拠点「グループホームたなお」

タマネギ畑への散水に
注意してください

　　　　 　農業水産課農政振興係
　　　　　　　　　　　 95-9896
スプリンクラーでの畑への散水は、
道路にかからないように注意して行
ってください。周辺を通行、通学す
る人は、気を付けて通行してくださ
い。

赤い羽根共同募金の
協力をお願いします

 

　社会福祉協議会内市共同募金委
　　員会　 46-3702
赤い羽根共同募金運動は今年で76回
を迎え、地域福祉の活動を支援する
仕組みとして有効に使われています。
今年も10月1日から運動が始まり、
連絡委員や民生委員の皆さんがお願
いに伺うので協力をお願いします。
運動期間　10月1日㈯～12月31日㈯
▼共同募金優秀作品展　　　　　　
市内の小中学生から募集したポスタ
ーや書の優秀作品を展示します。

　10月1日㈯～31日㈪
　へきなん福祉センターあいくる

10月11日～20日は
秋の安全なまちづくり県民運動

　地域協働課交通防犯係
　 95-9873

市民全員で安心安全な碧南市を目指
し、多彩な防犯運動を展開しましょ
う。
運動の重点
・特殊詐欺の被害防止
・侵入盗の防止
・自動車盗の防止
・子どもと女性の犯罪被害防止
・暴力追放運動の推進

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
シルバー人材センターでは会員を募
集しています。入会を希望する人は
気軽に来てください。

　①10月11日㈫、24日㈪、11月
14日㈪、28日㈪、12月12日㈪、26
日㈪②10月20日㈭③11月25日㈮
④12月20日㈫　13時30分～15時

　①ものづくりセンター②へきな
ん福祉センターあいくる③南部市民
プラザ④東部市民プラザ

　市内在住でおおむね60歳以上の
人

　不要

10月17日～23日は行政相談週間

　市民課戸籍係　 95-9880
総務大臣の委嘱を受けた行政相談委
員は、皆さんの身近な相談相手です。
年金、保険、税金、登記、環境衛生、
消費者保護、交通安全、道路、窓口
サービスなどの相談を受け付けます。

　毎月第2木曜日
　　13時30分～16時

　市役所
行政相談委員（敬称略）
山本宣也（中松町）
服部弘史（鷲塚町）

　当日13時より直接市民課

東海北陸みよし矯正展
地域とあゆむ未来

　法務省名古屋矯正管区成人矯正
　　第二課　 052-971-6326
社会を明るくする運動の一環として、
矯正行政を理解してもらうための広
報活動と、刑務所作業製品（家具、
日用品、靴など）の展示即売を行い
ます。

　10月15日㈯　10時～16時
　名古屋刑務所（みよし市）

グループホームたなお
住所　源氏町2丁目31番地1

95-2323　 gh-tanao@katch.ne.jp
相談日時　火・木・土曜日　10時～15時

2022.1027



精神保健福祉家族教室

　衣浦東部保健所健康支援課
　 21-9337

　①10月25日㈫　10時～12時
②11月21日㈪　13時30分～15時
30分

　中央生涯学習センター（刈谷市）
　①刈谷病院精神科医師

②みつわクリニック精神保健福祉士
　①精神疾患（統合失調症等）を

知ろう～症状と治療について～②家
族の対応について
※いずれも家族同士の交流会があり
　ます。

　精神障害者の家族
　20人（先着順） 　無料
　10月5日㈬より各開催日の1週

間前までに電話で衣浦東部保健所健
康支援課

10月は里親月間
里親募集

　県刈谷児童相談センター
22-7111

家庭で生活できなくなった子どもた
ちのために、里親になりませんか。
里親とは、様々な事情によって自分
の家庭で暮らせなくなった子どもた
ちを、自分の家庭に迎え入れて、温
かい愛情と理解を持って養育する人
のことです。県では、里親になって
くれる人を募集しています。

かろやかウォーキングツアー＆
ヘルシーランチ付き

　保健センター　 48-3751
　10月21日㈮　9時30分～12時

30分
　保健センター
　たぶち優子氏（健康運動実践指

導者）
　講話「効果的なウォーキング」、

保健センター～臨海公園のウォーキ
ング（往復約5Km）
※雨天時は室内で運動をします。

　40歳～74歳の市国民健康保険被
保険者

　20人（先着順）
　350円（当日集金）
　10月5日㈬より電話又は直接

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。
講座では認知症の理解と接し方を学
びます。

　11月15日㈫　13時30分～15時
　市役所　2階談話室1～3
　50人（先着順）
　無料
　10月3日㈪より電話、FAX（

46-5510）、直接のいずれか

健康とくらしの調査

　高齢介護課介護保険係調査専用
0120-900-678（平日9時～17時）

（一社）日本老年学的評価研究機構
と共同で「健康とくらしの調査」を
実施します。この調査は、どのよう
な人が寝たきりや認知症になりにく
いのか、元気で長生きするためには
どんなことをするとよいかなどを調
べるために行います。
調査対象者には10月下旬～11月上旬
に調査票を送付します。

　65歳以上で要介護認定を受けて
いない人（要支援認定者、事業対象
者を含む）

市民健康教育講座

　保健センター　 48-3751
風邪薬の選び方や市販薬と病院の薬
との違いなど健康に役立つ情報を、
薬の専門家である薬剤師が伝えます。

　10月25日㈫　13時30分～
　市役所　2階会議室4・5
　菅井俊作氏（市薬剤師会）

演題　セルフメディケーションとか
かりつけ薬剤師

　50人（先着順）
　無料
　10月3日㈪9時より電話

健康・福祉
Health & Welfare

自分の気持ちを言葉に出して他人に話すことで、こころが軽くなった経験はありませんか。話を聴いて、安らぎを共
にし、癒やしていくためのボランティア養成講習会です。傾聴（相手の心に寄り添う聴き方）に必要な心構えや技術
を習得します。講習会終了後、希望者は傾聴ボランティアとして、市内介護保険施設で実習・活動します。実習は１
月に市内介護保険施設で行います。
日程（全3回／いずれも10時～15時） 　市役所　2階会議室1

　竹内和美氏（オフィス・ウィズ代表プロフェッショナル
キャリアカウンセラー）

　市内在住で全日程に参加できる20歳以上の人
　20人（先着順）　 　無料
　10月3日㈪～28日㈮に電話又は直接

　保健センター　 48-3751
傾聴ボランティア養成講習会

とき 内容
11月18日㈮ 傾聴技術の基礎
11月25日㈮ 傾聴技術の基礎と応用

12月2日㈮ ボランティアとして活動する心構え、
傾聴技術の取得と練習
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市役所　 0566-41-3311（代表）

指定難病・特定疾患見舞金

　福祉課社会福祉係　 95-9884
県の特定医療費受給者証又は特定疾
患医療給付事業受給者票を所持し、
現在治療を受けている人に見舞金を
支給します。

　10月1日現在で6か月以上市に
住民登録があり、県の特定医療費受
給者証又は特定疾患医療給付事業受
給者票を持つ人
支給額　年額5,000円

　10月3日㈪～2023年3月31日
㈮に①申請書（窓口に設置）②特定
医療費受給者証又は特定疾患医療給
付事業受給者票の写し（有効期限内
のもの／10月2日以降の新規取得者
は本年度対象外）③本人名義の預金
通帳など振込先の分かるものを持参
し直接福祉課

自選展（美濃道義）

　生涯学習課　 42-3511
地元作家の作品展です。

　10月8日㈯～14日㈮　9時～21
時（14日㈮は16時まで）

　文化会館
作家　美濃道義（洋画）

　無料

10月はがん検診受診率50％
達成集中キャンペーン月間

　保健センター　 48-3751
がんは、進行していない初期の段階
で発見し、適切な治療を行うことで、
高い確率で治癒します。
▼健診は定期的に受けましょう　　
生活習慣病やがんの早期発見には、
定期的な健診と適切な受診が重要で
す。健診は控えることなく受けまし
ょう。
▼特定健康診査などとがん検診　　
特定健康診査などとがん検診の実施
期間は11月30日㈬まで、乳がん・
子宮がん検診は2023年3月31日㈮
まで受診できます。詳しくは、市ホ
ームページ又は広報へきなん5月号
で確認してください。

愛知障害者職業能力開発校
訓練生募集

　　 　愛知障害者職業能力開発校
　　　　　　　 0533-93-2102
募集科目　①ITスキル科②OAビジネ
ス科③CAD設計科④総合実務科（知
的障害者対象）⑤就業支援科（精神
障害者、発達障害者対象）
訓練期間　①～④1年間⑤3か月
試験日　①②③⑤12月9日㈮④12月
11日㈰

　10月3日㈪～11月16日㈬に直接
ハローワーク碧南

生涯学習文化講座
はじめての和紙ちぎり絵講座

　生涯学習課　 42-3511
和紙をちぎって色紙に貼り、干支（う
さぎ）・招き猫・椿の作品を作ります。 

　11月15日、12月20日、2023
年1月17日、2月21日の火曜日　
13時30分～15時30分（全4回）

　文化会館
　杉浦洋子氏　 　8人（先着順）
　4,000円（材料費含む／初回集

金）
　10月4日㈫9時より電話又は直

接文化会館内生涯学習課

東部市民プラザ　陶芸体験後期

　東部市民プラザ　 46-1188
楽しく陶芸体験してみませんか。食
器や置物などを作ります。

　10月20日、11月17日（特別講
演あり）、12月15日、2023年1月19
日、2月16日、3月16日の木曜日　
10時～11時（11月は12時まで）

　東部市民プラザ
　鵜海昌子氏（陶芸療法士）
　市内在住の65歳以上の人
　各12人（先着順）
　各500円
　10月6日㈭9時より電話
　作品は焼成し、翌月の教室以降

に東部市民プラザで渡します。

介護に興味があり勉強したい人や、介護事業所で活
躍したい人を対象に、演習を交えた分かりやすい研
修を行います。研修後は、あいち介護サポーターバ
ンクに登録し、サポーターとして介護事業所で活躍
することもできます。

　県内在住の高校生以上
　無料
　あいち介護サポーターバンク

運営事務局ホームページ

日程（各講座のみの受講可）

　あいち介護サポーターバンク運営事務局　 0800-200-4415

介護に関する入門的研修

イベント・講座
Event & Lectures

とき ところ

基礎講座 2023年1月7日㈯　13時30分～16
時30分 ウインクあいち 

（名古屋市）
入門講座 1月14日㈯、21日㈯、28日㈯　9

時30分～16時30分
基礎講座 1月11日㈬　13時30分～16時30分

刈谷市総合文化セ
ンターアイリス入門講座 1月18日㈬、25日㈬、2月1日㈬

9時30分～16時30分
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小原四季桜まつりバスツアー

　友好親善協会　 48-2753
秋により美しく咲く四季桜と紅葉の
共演を見に行きませんか。

　11月20日㈰　8時30分～18時
　豊田市小原地区（旧小原村）
　友好親善協会個人会員

※会員でない人は、参加当日までに
　入会してください（18歳以上／年
　会費1口1,000円）。

　15人（先着順）
　無料（昼食などは各自負担）
　10月3日㈪9時～11月11日㈮

17時に本人が電話又は直接地域協働
課内友好親善協会

プーラ大学の学生と
日本語でオンライン交流会

　友好親善協会　 48-2753
Z

ズーム
oomを使ってプーラ大学（クロア

チア共和国）の学生とやさしい日本
語で楽しく会話し、交流します。

　12月3日㈯　17時～18時30分
　中学生以上でZoomを利用でき

るパソコンやスマートフォンがあり、
国際交流及び姉妹都市交流に興味が
ある人

　15人程度
　無料
　10月3日㈪～11月4日㈮に申込

書（地域協働課又は市ホームページ
で入手）を直接地域協働課内友好親
善協会

新川公民館まつり

　新川公民館　 41-2103
子ども絵画、文芸作品を多数展示し
ます。子どもが楽しめるコーナーが
たくさんあります。フードコーナー
はありません。

　10月16日㈰　9時～12時
　新川公民館、勤労者体育センタ

ー
　駐車場は新川幼稚園駐車場、新

川中学校グラウンドを利用してくだ
さい。

男が主役、男のお三度
男の料理塾

　保健センター　 48-3751
栄養の基礎知識と、ご飯の炊き方や
レトルト活用術など調理の基本を学
ぶ初心者向けです。毎回講話があり、
2回目からは調理実習をします。

　11月16日、12月21日、2023
年1月18日、2月15日の水曜日　10
時～12時（全4回）

　保健センター
　市内在住の65歳以上の男性
　8人（初回参加者優先／申し込

み多数の場合は抽せん）
　900円（調理実習のある日に300

円ずつ集金）
　10月14日㈮～21日㈮に電話又

は直接

干支のくるみ絵づくり

　新川公民館　 41-2103
　12月4日㈰　13時～15時
　新川公民館
　手工芸サークル

　　月曜会
　15人（先着順）
　1,450円

　　（材料費含む）
　10月8日㈯10時

　　より受講費を添
　　えて直接

干支の置物づくり
 

　棚尾公民館　 41-0892
　11月12日㈯

　　9時30分～11時30分
　棚尾公民館　
　久津名節子氏
　12人

（申し込み多数の場合抽せん）
　300円（別途材料費1,300円/1体）
　10月7日㈮10時～18日㈫17時

にあいち電子申請・届出システム又
は直接

　10月19日㈬に抽せん結果を発送

内容 とき
芸能発表会（公募出演） 10月30日㈰　10時30分～15時30分

協賛 
団体 

作品展

文芸作品展
10月28日㈮～30日㈰

高校生作品展
いけばな展

10月29日㈯・30日㈰
さつき展

茶会 10月29日㈯・30日㈰　10時～16時
俳句会 10月29日㈯　13時～16時

無線公開 10月30日㈰　10時～15時

　10月28日㈮～30日㈰　9時～19時
※30日㈰は16時までです。

　文化会館

▼総合美術展（公募展）　　　　　　　　　
　10月28日㈮～30日㈰
　日本画、洋画、彫塑・工芸、書、写真

表彰式　10月30日㈰　9時30分～10時15分

　生涯学習課　 42-3511市文化祭
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市役所　 0566-41-3311（代表）

市民病院臨時職員
ケアスタッフ

　市民病院管理課総務係
　 48-5050

業務内容　病棟看護助手業務（配膳、
ベッド清掃、食事介助、移乗介助、
おむつ交換など）
募集人員　1人
勤務開始日　12月1日㈭
勤務　月～日曜日のうち週5日勤務
（祝日を含む）①7時～15時30分②
11時30分～20時③11時～19時30
分④8時30分～17時の交代勤務
面接日　10月26日㈬

　10月21日㈮までに市販の履歴
書（写真貼付）を直接

令和5年度推薦入学
安城碧海看護専門学校学生

　安城市医師会安城碧海看護専門
　　学校　 77-8588
試験日　11月12日㈯

　国語（古文・漢文を除く）、面接
　評定平均値3以上の人で入学が

確約できる2023年3月高校卒業見込
みの人

　10月24日㈪～11月4日㈮に安
城市医師会安城碧海看護専門学校

寄付をいただきました

　行政課財政係　 95-9869
・小濱久美子様
・森久士様

衣類のリフォーム講座

　 　リサイクルプラザ
　 53-5379

着なくなった着物や羽織でベストス
ーツを作ります。

　11月25日、12月
2日、9日、16日、23
日の金曜日　10時15
分～12時15分

　リサイクルプラザ
　市古美紀子氏
　市内在住、在勤の人
　18人（先着順）
　無料
　11月1日㈫15時～18日㈮16時

に直接
 

市会計年度任用職員(臨時職員）
登録者

　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
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

市民病院看護師・助産師

　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。

10月の税金・料金

人口・世帯数
72,763人  （前月比△10）
29,935世帯 （前月比＋32）

［2022年8月31日現在］

男性
37,382人

女性
35,381人

納期限　10月31日㈪

市県民税（普通徴収）第3期
国民健康保険税　第4期

介護保険料　第4期
後期高齢者医療保険料　第4期

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

市政情報
City information
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