
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

市が発注した令和3年度完了工事における優良工事
施工業者として、フジセキ建設㈱を表彰しました。
また、優良工事として、6件の工事を公表しました。

現場技術者の
技術向上を図ります
［市役所］ −木−

10/5
−水−

三河西部電気工事業協同組合亀らく会様より、地域
福祉事業の一環として車いす2台を寄付いただきま
した。車いすの寄贈は今年度で7年目となり、いた
だいた車いすは新川小学校と大浜小学校で使用しま
す。

今年で7年目
これからも継続できたら
［市役所］ −木−

10/11
−火−

碧南市を拠点に活動している男子バレーボールチー
ム「アイシンティルマーレ」の母体であるアイシン
辰栄㈱様より、バレーボール普及の支援として大型
得点板2台を寄付いただきました。いただいた大型
得点板は、臨海体育館で使用します。

地域の皆さんとともに
活動していきたい

−木−
9/28
−水−

碧南市と包括連携協定を結んでいる明治安田生命保
険相互会社様より、ふるさと応援寄附金として、寄
付をいただきました。いただいた寄附金は碧南市民
病院の応援のために使用します。

元気あふれる地域づくり
を目指して
［市役所］ −木−

10/3
−月−

優良工事
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第2回全日本実業団空手道選手権大会の男子形競技
個人戦に出場した年代海里さん、東端友哉（碧南市
役所）さん。年代海里さんは、第77回国民体育大会
の空手（成年男子形）にも出場しました。

第77回国民体育大会に
出場

−木−
10/18
−火−

愛知県小学生バンドフェスティバルで金賞となり、
第26回東海小学生バンドフェスティバルに出場し
た棚尾小学校金管クラブの栄森琴絵さん、稲吉唯さ
ん、顧問の市古友之さん。

貴重な経験でした
−木−

10/17
−月−

3年ぶりに大浜てらまちウォーキングが開催され、
多くの人でにぎわいました。今年は、会場内の10軒
のお寺の手水鉢にへきなん産の花を飾る「花手水」
を初めて行い、各寺では皆さんが写真を撮って、色
とりどりの花に癒やされていました。

まってたよ　このにぎわい
−木−

10/16
−日−

夜の水族館が3年ぶりに開催されました。
多くの人が来館し、普段とは異なる水族館を体験し、
新たな魅力を発見することができました。

３年ぶりの開催
［海浜水族館］ −木−

10/15
−土−
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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明石公園さくら橋通行止め

　都市整備課都市整備係
　 95-9910

舗装改修工事のため、さくら橋が通
行止めになります。現場の案内看板
に従い迂回をお願いします。

　1月10日㈫～2月18日㈯

学校体育施設を開放します

　スポーツ課　 48-5311
利用者が重複した場合は抽せんです。

　市内小・中学校の体育館、武道
場、卓球場、グラウンド、テニスコ
ート

　市内在住・在勤の人で構成し、
利用後の施錠の確認と清掃などの管
理ができる10人以上のグループ
照明使用料　体育館、武道場、卓球
場…1時間420円
グラウンド…2時間4,320円
テニスコート…2時間600円
※施設使用料は無料です。

　2月1日㈬～10日㈮（必着）に申
込書を郵送（〒447-0853　浜町
2-3）又は直接臨海体育館内スポー
ツ課

廃食用油回収

　環境課環境保全係　 95-9900
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（いずれも9時～11時）

消防出初式

　防災課地域防災係
　 95-9875

消防団や消防予備隊、企業の自衛消
防隊、碧南消防署、女性防火クラブ
が、新年の無火災・無災害を祈願し
て、日頃の訓練の成果を披露します。
なお、新春防火たこあげ大会は、実
施しません。

　1月8日㈰　9時～（小雨決行）
　玉津浦グラウンド

棚尾公民館まつりの中止

　棚尾公民館　 41-0892
新型コロナ感染防止のため、棚尾公
民館まつりは中止します。

　1月14日㈯・15日㈰

コンビニ交付臨時休止

　市民課市民係　 95-9881
コンビニ交付サービスをシステム改
修のため、臨時休止します。

　1月13日㈮17時～16日㈪6時30
分

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。

　2月6日㈪～20日㈪

くらし
Life & Support

税への関心や意識の向上を目的に、刈谷納税貯蓄組合連合会が小中学生を対象に習字、作文を募集しました。その
結果、以下の皆さんが入賞しました（敬称略）。

　税務課管理係　 95-9876税に関する作品入賞者

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▷

とき ところ
1月22日㈰ 南部市民プラザ

2月26日㈰ 農業者コミュニティ
センター

3月26日㈰ 鷲塚公民館

 ▼習字の部
県納税貯蓄組合連合会優秀賞　佐野てぃな（新川小）
市長賞　髙山沙也（日進小）
市議会議長賞　犬塚琉迦（新川小）
碧南商工会議所会頭賞　杉浦実和（鷲塚小）
東海税理士会刈谷支部長賞　石川紗衣（新川小）
刈谷納税貯蓄組合連合会会長賞　山田紗愛（鷲塚小）
刈谷納税貯蓄組合連合会優秀賞　鳥居眞子（西端小）
刈谷納税貯蓄組合連合会優良賞　岡本結衣（新川小）
はじめ126人

 ▼作文の部
全国納税貯蓄組合連合会優秀賞　名倉ひかる（南中）県納税
貯蓄組合連合会会長賞　畔柳創多（中央中）県納税貯蓄組合
連合会優秀賞　石川さくら（新川中）、黒木菜有（中央中）
刈谷税務署長賞　鳥居未来（西端中）市長賞　木村茅咲（新
川中）市議会議長賞　三島心輝（新川中）碧南商工会議所会
頭賞　角谷優太（南中）東海税理士会刈谷支部長賞　山本響
（新川中）刈谷納税貯蓄組合連合会会長賞　沖田文（南中）
刈谷納税貯蓄組合連合会優秀賞　金原久良々（南中）刈谷納
税貯蓄組合連合会優良賞　中村悠斗（新川中）はじめ27人

× ×

大型遊具エリア

さくら橋

芝生エリア

管
理
棟
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市役所　 0566-41-3311（代表）

市では平成26年度に「へきなん健康づくり21プラン（第二次）」を策定し、「生涯健やかでいきいきと過ごせるまち　
碧南市」の基本理念のもと、健康づくりの取り組みをすすめています。
体重は以前と変わらない、見た目では分からなくても、実は「肥満」といわれることがあり、それを「隠れ肥満」
と言います。そんな「隠れ肥満」は、糖尿病などの生活習慣病や認知症のリスクにもなり、メタボリックシンドロ
ームの元凶とも言われています。見た目では分からないからこそ怖い「隠れ肥満」について、なぜ起きるのか、原
因や予防法を話します。

　2月14日㈫　13時30分～15時（開場13時）
　文化会館
　150人（先着順）　
　1月4日㈬より電話で保健センター

　田中智洋氏（名古屋市立大学
大学院医学研究科消化器・代謝内
科学分野准教授）

へきなん健康づくり21プラン（第二次）推進イベント
私、肥

ふ と

ってません、それでも肥満？
～かくれ肥満やサルコペニア肥満を防ぐために～

貴重な文化財を
火災から守りましょう

　文化財課　 48-6602
法隆寺金堂壁画が焼損した1949年1
月26日を文化財防火デーと定め、毎
年この日を中心に全国的に文化財防
火運動が展開されます。貴重な文化
財を火災・震災その他の災害から守
るために防火点検・消火訓練を実施
します。是非見学してください。

　1月20日㈮　14時～
　浅間社（浅間町）

市まなびさぽーと（中学生の部）
科学コンクール入賞者

　教育委員会庶務課　 95-9917
市内中学生から科学に関する研究作
品を募集し、優秀な研究をした中学
生又は中学生のグループを表彰しま
す。以下の皆さんが入選し、11月22
日に表彰式を行いました（敬称略）。
最優秀賞　名倉実里（東中1年）
準優秀賞　禰冝田のん（南中3年）
準優秀賞　鹿島康平（西端中2年）

1月10日は110番の日

　碧南警察署　 46-0110
事件・事故などの緊急電話は110番、
警察安全相談などの警察の相談ダイ
ヤルは#9110です。以下のようなと
きは、迷わず110番してください。
素早い通報が事件を解決します。
・空き巣被害にあった、目撃した
・交通事故にあった
・見知らぬ人が家の中をのぞいてい
　る
▼携帯電話からの110番通報時は　
・交差点名、建物など目標物を確認
　してください
・運転中の携帯電話の利用は、交通
　違反となるだけでなく危険ですの
　で絶対にやめましょう

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。

　①1月10日㈫、23日㈪、2月13
日㈪、27日㈪、3月13日㈪、27日㈪
②1月18日㈬③2月9日㈭④3月24日
㈮13時30分～15時

　①ものづくりセンター②文化会
館③農業者コミュニティセンター
④へきなん福祉センターあいくる

　市内在住でおおむね60歳以上の
人

臨海公園防災ヘリコプター離着陸

　防災課防災計画係　 95-9874
臨海公園大芝生広場で名古屋市消防
航空隊がヘリコプターの離着陸を行
います。ヘリコプターの風により、
砂などが舞い上がる可能性がありま
す。近所の人は、窓を閉め洗濯物を
取り込むよう協力をお願いします。
また、離着陸の見学ができます。見
学希望者は9時30分までに来てくだ
さい。車は第2駐車場へ駐車してく
ださい。

　1月31日㈫　10時～11時
▼利用中止・閉鎖箇所　　　　　　
臨海公園…9時～11時15分
第3駐車場…8時～11時33分
臨海公園各出入口…9時30分～11時
15分
※野球場、テニスコート利用者は国
　道247号線から入り第2駐車場を利
　用してください。

県特定最低賃金が改定されました

　刈谷労働基準監督署
21-4885

県では、2業種の特定最低賃金が改
定されました。
発効日　2022年12月16日

特定最低賃金名 最低賃金額
（1時間）

鉄鋼業 1,018円
輸送用機械器具製造業 997円

　保健センター　 48-3751
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水族館受験応援企画
海のダルマに合格祈願

　海浜水族館　 48-3761
神社をイメージした会場を設置して、
学校や資格、入社など受験を控えた
人たちを応援します。合格祈願には
欠かせないダルマとして、オニダル
マオコゼを展示し、絵馬に願い事も
書けます。
さらに、狙った獲物は逃がさないア
イテムとして、サメの歯を100本限
定で販売します。

　1月2日㈪～29日㈰
　海浜水族館
　入館料のみ必要　 　不要

海浜水族館
ビオトープでおもちつき

　海浜水族館　 48-3761
ビオトープで実ったお米の収穫をお
祝いして、もちつきをします。西端
おやじの会の皆さんともちつきをし
てみませんか。

　1月15日㈰　9時30分～11時30
分

　入館料のみ必要
▼おもちのふるまい　　　　　　　
当日入館者200人（先着順）に整理
券を配布します。

市民健康教育講座

　保健センター　 48-3751
　1月24日㈫　13時30分～
　市役所　2階会議室4・5
　山路和孝氏（市医師会）

演題　わかりやすい食物アレルギー
の話

　50人（先着順）　 　無料
　1月6日㈮9時より電話

就学援助新入学用品費の
入学前支給

　教育委員会庶務課
　 95-9917

2023年4月に市立小中学校に入学予
定の児童又は生徒の保護者で、市の
就学援助制度の要件に該当し、新入
学用品費入学前支給を希望する人に
支給します。
▼就学援助制度　　　　　　　　　
経済的な理由により就学困難な児童
・生徒の保護者に学校でかかる費用
の一部を援助する制度です。

　保護者の就労が不安定で経済的
に苦しい世帯、児童扶養手当の支給
を受けていて収入の少ない世帯など
（教育委員会による認定審査あり）

　小学新1年生…1月13日㈮までに
申請書を庶務課庶務係、中学新1年
生…指定期日までに申請書を在学中
の小学校

給与支払報告書の提出はお早めに

　税務課市民税係　 95-9878
2022年中に給与の支払いをした従業
員がいる個人事業所や法人は、給与
支払報告書を市町村に提出しなけれ
ばなりません。早期の提出とeLTAX
又は郵送での提出をお願いします。

　2023年1月1日現在に市内在住
の従業員
注意事項
・パートや外国籍の人の分も必ず提
　出してください。
・2022年中に退職した従業員につい
　ても提出してください。
提出期限　1月31日㈫
提出書類　総括表、給与支払報告書

献血は身近にできるボランティア

　保健センター　 48-3751
1月1日㈰～2月28日㈫の2か月間は
「はたちの献血」キャンペーンです。
献血者が減少しがちな冬期に、安全
な血液製剤を安定的に確保するため、
献血に協力お願いします。
▼標語　　　　　　　　　　　　　
きっと誰かが、だったら私が
はたちの献血

健康・福祉
Health & Welfare

認知症の人と家族の悩みや不安が少しでも軽減し、ホッとできる時間を過ごすための交流会です。
日程（いずれも13時30分～15時）

　市内在住の認知症の本人と家族　 　15人程度　 　無料
　1月5日㈭より電話又は直接

とき ところ 内容

１月19日㈭ 市役所　2階談話室2・3 ミニ講座「介護者の体調管理（健康体操）」 
家族交流会、本人交流会

3月16日㈭ 市役所　2階談話室1・2 ミニ講座「認知症の人への対応（生活面での困りごとと対策）」 
家族交流会、本人交流会

認知症家族のつどい・本人交流会

イベント・講座
Event & Lectures

　高齢介護課地域支援係　 95-9890
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市役所　 0566-41-3311（代表）

毎月3日は三英傑へきなんの日

　市観光協会　 95-9894
三英傑へきなんの日にちなんで、1月
3日㈫時点のI

インスタグラム
nstagramフォロワーに、

抽せんで三英傑グッズをプレゼント
します。

ものづくりセンターの教室

　ものづくりセンター
　 43-5031

▼プログラミング教室
　オリジナルスタンプ製作　　　　
1グループ3人までのグループ申し込
みも可能です。

　2月23日㈭　9時～10時30分、
10時30分～12時

　ものづくりセンター
　小学5・6年生　 　各10人

（申し込み多数の場合は抽せん）
　1,000円
　1月20日㈮～2月1日㈬にあいち

電子申請・届出システム
▼バルーンアート教室
　動物をつくろう　　　　　　　　
ゾウ、クマ、干支のうさぎのバルー
ンにチョコレートを入れて作ります。

　2月11日㈯　9時～12時
　ものづくりセンター
　15歳以上　 　10人（先着順）
　700円（材料費含む）
　1月5日㈭9時より参加費を添え

て直接

はじめての聞
も ん

香
こ う

教室

　 　哲学たいけん村無我苑
　 41-8522

香道は、茶道や華道と並ぶ日本の伝
統文化です。香道では香りを「かぐ」
ことを「聞く」といい、香木の香り
を聞き当てる優雅な遊びです。

　2月18日㈯　14時～15時30分
　哲学たいけん村無我苑
　蜂谷宗玄氏（志野流香道第二十

世家元）
　20人（先着順）
　2,000円

（材料費含む／呈茶200円券付き）
　村民…1月8日㈰10時～14日㈯

17時に電話（申し込み後1週間以内
に支払いがなければ無効）
一般…1月15日㈰10時より直接

　申し込みは1人につき1人分まで
です。

市民卓球選手権大会

　スポーツ課　 48-5311
　1月29日㈰　9時～
　南部市民プラザ

種目　一般男女　シングルス・ダブ
ルス

　市内在住・在勤・在学で中学生
以上の人

　シングルス…1人600円、ダブル
ス…1組1,200円（当日集金）

　1月13日㈮までに申込用紙を直
接臨海体育館内スポーツ課

新川公民館 芸能発表会

　新川公民館　 41-2103
舞踊、太極拳、大正琴、ダンスなど、
新川地区で活躍する子どもから大人
まで、日頃の成果を発表します。

　1月21日㈯　10時～
　芸術文化ホール

文化協会新春作品展

　碧南文化協会　 42-3511
文化協会会員の新作を鑑賞してくだ
さい。

　1月14日㈯～20日㈮　9時～17
時（14日㈯は13時より、20日㈮は
16時まで、16日㈪は除く）

　文化会館
　日本画、洋画、書、写真、俳句、

短歌、陶芸、彫塑・工芸、いけばな

新春経済講演会

　碧南商工会議所　 41-1100
　1月26日㈭　14時～15時30分
　碧南商工会議所
　須田慎一郎氏

（経済ジャーナリ
スト）
演題　今後の日本
経済をどう読むか

　電話

認知症についてもっと知識を深めたい、何か地域で活動したい人、是非参加してください。
今回は、認知症の診断治療の第一線で活躍する栁川先生をお迎えします。
認知症サポーターとして「私たちが地域でできること」を一緒に考える研修です。
日程（いずれも13時30分～15時／全2回）

　文化会館
　認知症サポーター

養成講座を受講した人
　無料
　1月5日㈭より電話

又は直接高齢介護課地
域支援係

とき 内容

2月2日㈭ 講義「認知症の知識・理解を深める」
　栁川まどか氏（小林記念病院　老年内科認知症専門医）

3月2日㈭
講義「認知症の人への接し方」

　井上卓氏（グループホームたなお）
碧南市の認知症の人と支え合う取り組み「オレンジファミリー碧の活動について」

認知症サポーターステップアップ研修
　高齢介護課地域支援係　 95-9890

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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学校図書館司書

　 　学校教育課　 95-9918
任用期間　4月1日㈯から1年間
任用　月～金曜日、1日6時間以内
任用場所　市内小中学校

　子どもが好きで明るく熱心に読
書の楽しみを伝え、図書室の環境整
備を進められる人（司書の資格を有
することが望ましい）

　8人
面接日　1月27日㈮

　1月16日㈪～24日㈫に市販の履
歴書（写真貼付）を直接学校教育課

愛知建連技能専門校訓練生

　ものづくりセンター内愛知建連
技能専門校　 41-4523

募集科　①木造建築科②造園科③建
築板金科④左官・タイル施工科

　30歳以下で事業所に職業訓練指
導員が在籍し、訓練科に該当する職
種に従事している人（事業主は会員
になる必要あり）
訓練期間　①②3年③④2年
訓練　5月～2024年3月の土曜日（月
3・4回）9時～17時

　事業主負担金…月7,000円、事
業主会費…年10,000円、入校金…
20,000円、教材費…12,000円

　3月31日㈮までに願書を事業所
経由で直接

心の教室相談員・
スクールアシスタント

　学校教育課　 95-9918
▼小中学校心の教室相談員　　　　
小中学生の悩み相談や話し相手にな
りませんか。

　子どもが好きで、教師と連携し
ながら、支援が必要な小学生や中学
生の、悩み相談や話し相手として適
切に対応できる人

　各小中学校1人（計12人）
▼スクールアシスタント　　　　　
特別に支援が必要な子や外国籍の子
のサポートをしませんか。

　①子どもが好きで、教師と連携
して心身に障害のある子の支援が適
切にできる人
②外国語の通訳ができる人

　①36人②7人
▼全共通　　　　　　　　　　　　
任用期間　4月1日㈯から1年間
任用　月～金曜日、1日6時間以内
任用場所　市内小中学校
面接日　2月2日㈭

　1月11日㈬～23日㈪に市販の履
歴書(写真貼付・勤務希望校がある場
合は履歴事項の行末にその旨を明記)
を直接学校教育課

市会計年度任用職員
（臨時職員）の登録

　秘書情報課人事係　 95-9862
市会計年度任用職員（臨時職員）の
登録者を随時募集しています。勤務
形態は相談に応じます。
主な募集職種　要資格…保育士、幼
稚園教諭、無資格…事務員

　登録申請書（写真貼付／市ホー
ムページから入手可）など直接持参

市民病院会計年度任用職員
（医師事務作業補助員）

　市民病院管理課総務係
48-5050

業務内容　検査予約などの医師業務
の代行・補助
勤務開始　4月1日㈯
勤務　月～金曜日（祝日を除く）
9時～13時

　パソコン入力操作ができる人
　3人

面接日　1月31日㈫
　1月25日㈬までに市販の履歴書

（写真貼付）を直接

募集
Recruitment

ホームページID

11802

　文化財課　 48-6602
歴史系企画展「渡船がつないだ路

み ち

」
碧南市が位置する三河地域と、半田市が位置する知多半島の間には、衣ヶ浦と呼ばれていた湾（現：衣浦
港）が広がっています。かつて、この衣ヶ浦を行き交う渡し船がいくつもありました。そのうちの一つ
が、松江―亀崎間を結んだ松江渡船です。松江―亀崎間の渡船は、明治19年（1886）に亀崎に武豊線が
開通したことを受けて始まりました。主要な道路が通る松江と、鉄道の駅がある亀崎が結ばれ、多くの
人がこの渡船を利用するようになりました。しかし、昭和31年（1956）に衣浦大橋が開通すると、渡船
はその役割を終え、70年間の歴史に幕を閉じました。本展では、衣ヶ浦をつないでいた渡船、そして関
連する交通網の変遷について、松江渡船の資料を中心に紹介します。

　1月28日㈯～3月2日㈭　9時～21時
　文化会館　
　無料

ギャラリートーク（学芸員による展示説明会）
　1月28日㈯、2月11日㈯　14時～（20分程度）
　文化会館　 　不要

△渡船場看板
（碧南市蔵）
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市役所　 0566-41-3311（代表）

飲料用自動販売機設置事業者

　生涯学習課　 42-3511
詳細は、募集要項などを確認してく
ださい。
設置期間　4月1日㈯～2026年3月
31日㈫
設置場所　芸術文化ホール内1台

　1月4日㈬～31日㈫17時15分に
申込用紙（文化会館、芸術文化ホー
ル又は市ホームページから入手）と
市税の完納証明書を直接文化会館内
生涯学習課

高齢者見守り配食サービス
登録事業者

　高齢介護課高齢福祉係
　　　　　　　 95-9888

市では、安否確認が必要なひとり暮
らし高齢者などに対し、安否確認を
兼ねた配食サービス補助事業を実施
しています。利用者が登録事業者の
中から希望する事業者を選択できる
制度です。
事業内容
・利用者の居宅を訪問して、栄養バ
　ランスのとれた昼食や夕食を配達
　する。
・利用者に食事を手渡しし、利用者
　の安否確認を行い、健康状態など
　に異常があった場合は、緊急連絡
　先や関係機関に連絡する。

　1月4日㈬～17日㈫に必要書類を
直接

寄付をいただきました

　行政課財政係　 95-9869
・匿名希望　1件

県瓦高等職業訓練校訓練生

　県瓦協会　 52-9800
働きながら屋根施工技能を身につけ
ます。
募集科　建築外装系屋根施工科普通
課程
応募資格　18～44歳で①大学・短大
・専門学校卒の人②高卒又は高卒と
同等の学力のある人（①②とも見込
み可）
訓練期間　4月1日㈯から1年間

　必要書類を直接県瓦協会

西尾市医師会准看護学校学生
（一般入試）

　西尾市医師会准看護学校
0563-54-2841

令和5年度一般入学試験を行います。
受験資格などはホームページで確認
又は問い合わせてください。

　中卒以上（見込み可）で心身と
もに健康な人

　2月18日㈯
　国語、数学、一般総合問題、小

論文、面接
　25,000円
　2月1日㈬～15日㈬に直接

准看護師修学生

　市健康増進会　 42-7893
　卒業後市内の医療機関に勤務す

る意思のある人
　5人　貸与額　月額4万円

貸与期間　准看護学校を卒業するま
で（原則2年間）
※貸与期間と同じ期間、医療機関に
　勤務すると修学資金の返済を全額
　免除します。
▼認定試験　　　　　　　　　　　

　随時　 　市医師会館
　作文（私の夢）、面接

1月の税金・料金

人口・世帯数
72,736人  （前月比△40）
29,965世帯 （前月比△13）

［2022年11月30日現在］

男性
37,367人

女性
35,369人

納期限　1月31日㈫

市県民税（普通徴収）第4期
国民健康保険税　第7期

後期高齢者医療保険料　第7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！

市政情報
City information

ホームページID

18470

2023.135



2
　　February

2月February 急病のときは

保健だより2月February

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 13日㈪

20日㈪ 12時50分、13時20分

保健
センター

　2022年10月生まれの子
１歳６か月児
健診

14日㈫
21日㈫

12時50分、13時10分、
13時30分 　2021年7月生まれの子

３歳児健診 3日㈮
17日㈮

12時50分、13時10分、
13時30分 　2020年1月生まれの子

２歳児歯科
健診 1日㈬ ①13時10分～13時30分

②13時35分～13時55分

　①2021年1月1日～15日生まれの子
　　②2021年1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 8日㈬ ①13時10分～13時30分

②13時35分～13時55分

　①2020年9月1日～15日生まれの子
　　②2020年9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８か月児
歯科健診 15日㈬ ①13時10分～13時30分

②13時35分～13時55分

　①2020年5月1日～15日生まれの子
　　②2020年5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 6日㈪
20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） 22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） 17日㈮ 9時45分～10時 　7～11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

※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
）

5日㈰ 11日㈯ 12日㈰ 19日㈰ 23日㈭ 26日㈰

外科

小林記念病院
（新川町）
41-0004

9時～12時、
13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

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

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

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

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

2
　　February
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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 9日㈭
16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）

13日㈪ 14時～16時 衣浦東部保健所
安城保健分室

予約制／ 21-9337
21日㈫ 14時～16時

衣浦東部
保健所
（刈谷市）

アルコール専門相談 2日㈭ 14時～16時 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

骨髄バンクドナー登録

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2022年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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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

3月号の掲載申し込み期限は
2月1日㈬17時です。

ねこの譲渡会
予約不要で相談だけでも大丈夫で
す。気軽に来てください。
　1月14日㈯　17時～20時、

15日㈰、29日㈰　10時～15時、
22日㈰　13時～16時
　へきなん福祉センターあいくる
　御手洗　 090-1747-0235

へきなんシニア体操教室（腰痛編）
シニア世代に向けた日常生活動作
の向上、健康寿命の増進を目的と
した体操教室です。
　1月12日㈭　13時30分～14

時30分
　鷲塚公民館　 　シニア世代
　無料（ヨガマットが必要な人

のみ1,000円～2,000円）
　不要
　かしわぎ鍼灸接骨院　 42-0751

新春！！初ヨガ
一年の始まりはヨガでスッキリス
タート。気軽に参加してください。
　1月14日㈯　10時～
　哲学たいけん村無我苑
　10人　 　500円
　大岡　 yogalife413@gmail.com

毘沙門天　新年祭
商売繁盛、家内安全、開運招福を
祈願します。1月3日㈫には露店市
もあります。
　1月1日㈰～3日㈫

　毘沙門天 妙福寺（志貴町）
41-0200

へきなんたんトピア
石こうでアロマストーンを作ろう
発電所の副産物を使用して、石こ
うアロマを作ります。
　1月14日㈯、15日㈰、21日

㈯、22日㈰　
　電力館　 42-0818

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
家族に経済的な負担をさせないた
めにも、元気なうちに適切な対策
がとれるよう、失敗事例から対策
を学びます。
　1月14日㈯　10時～11時30分

②楽しい交流をボードゲームで始
めよう
様々な種類のボードゲームがある
ので、子どもから大人まで楽しめ
る講座です。
　1月22日㈰、2月11日㈯　9時

30分～11時30分
　小学4年生以上

【①②共通】
　へきなん福祉センターあいくる
　10人（先着順）　 　500円

③初心者向けギター講座
1回目はコードの弾き方や曲を弾く
ためのコツ、2回目は曲の演奏を中
心に楽しみながら学びます。
　2月19日㈰、3月5日㈰　10時

～11時30分（全2回）
　芸術文化ホール
　ギターを持参できる人
　8人（先着順）
　1,200円（資料代含む）

【全共通】
　岩戸　 090-9121-5985
hazimarinotokoro@gmail.com

ヴァイオリン体験会
ヴァイオリンを弾いてみたい人、
一度体験してみませんか。
　2月25日㈯　14時～16時
　芸術文化ホール
　高校生以上
　10人（申込者多数の場合は抽せん）
　1,000円（教材費含む）
　とおんきごうの会　
toon.vn.tone@gmail.com

手作りの会　
手作り作品の展示
　2月1日㈬～28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

愛知県中央信用組合1月ロビー展
石川恵子　絵画展

　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
杉浦洋子
しゅんこう和紙ちぎり絵展

　みなみ支店　 41-3271
旭キルトグループ　
パッチワークキルト展

　旭支店　 41-3274

第20回まちかど写真倶楽部作品展
　1月28日㈯～2月3日㈮
　文化会館
　無料
　杉浦　 42-7983

スポーツウエルネス吹矢体験会
自分の息で矢を飛ばします。呼吸
法を習得し、楽しく吹いてみまし
ょう。
　1月20日㈮、2月3日㈮　13時

30分～15時（全2回）
　新川公民館
　18歳以上
　4人　 　500円
　1月6日㈮より片山　
090-9121-6219

イベント参加者募集
①親子で参加できるワークショップ
「多言語と遊ぼう」
親子で色々な国のことばに触れて
ゲームをしたり体を動かして楽し
みましょう。
　1月8日㈰　10時～11時30分
　へきなん福祉センターあいくる
　0歳～小学生の親子

②教育講演会
「脳から考えることばの育て方」
酒井邦義先生をお迎えして人間の
脳に備わっていることばを分かり
やすく話していただきます。
　2月12日㈰　10時～12時
　オンライン（Zズームoom）

【全共通】
　ヒッポファミリークラブ
0120-557-761（平日10時～

17時30分）
　ヒッポファミリークラブへき

なん　黒川　 090-8862-0140

第42回彩生会展
洋画（油絵）の展示です。
　1月21日㈯～27日㈮
　文化会館
　杉浦　 41-0349
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相談2月February ホームページID

9361

相談 日時 場所 内容 問い合わせ 要予約
建 築 相 談  2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
市民課

（当日13時～受付）
95-9880

行政書士相談  2日㈭ 相続・遺言など書類作成に関する相談
行 政 相 談 9日㈭ 行政に関する苦情や意見（行政相談委員）

人 権 相 談 9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 16日㈭ 土地・建物・会社・法人などの登記、裁判
関係の手続きなど 市民課

（6日㈪～受付）
95-9880

◯土地家屋調査士
相 談 16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
こまりごと相談 今月はありません 日常の困りごと（民生委員、人権擁護委員）市民課

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

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 商工課

95-9894労 働 相 談 7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 ◯

経営総合相談 8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
（1月25日㈬まで受付）

95-9895
◯

事 業 承 継
個 別 相 談  2日㈭ 10時～

12時30分 碧南商工会議所 事業承継に関すること全般
碧南商工会議所
（1月26日㈭まで受付）

41-1100
◯

税 務 相 談  3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

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

高齢介護課

・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

高齢介護課
95-9890

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

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

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
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
認知症お気軽
相 談 窓 口

火、木、
土曜日 10時～15時 認知症伴走型支援拠点

グループホームたなお
認知症ケア専門職による認知症に関する悩
みや困りごとの相談、継続支援

グループホームたなお
95-2323

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～水、
金曜日 9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
46-7777 ◯

外国人相談窓口 月～
金曜日

8時30分～
17時

市役所1階
外国人相談窓口

外国人住民への多言語による生活などに関
する情報提供、相談

外国人相談窓口
95-5132

（　　　　　）

※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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CBCテレビアナウンサーの小高直子さんをコーディネーターに、女性社会の中で活躍される男性2人、男性社会の中
で活躍される女性2人の計4人をパネリストとしてお迎えし、フォーラムを開催します。それぞれの環境における体
験談について伺い、職場におけるジェンダーギャップについて考えると共に、男女問わず誰もが楽しく働き続けるた
めのヒントを探します。
「575で交わす夫婦の会話」川柳の入選発表も併せて行います。

　男女共同参画推進委員会　 95-9872

市男女共同参画フォーラム
みんなが輝く社会を～性別にかかわりなく活躍する人たち～

イベント
event

公共施設ロビー展示イベント
event

ところ 1月 2月 3月

新川公民館 
41-2103

ちりめんのつまみ細工
（杉浦街子）
ガイア自主製作品

銅板レリーフ（SAIK会） 油絵（楽画会）

中部公民館 
42-8266 手芸（碧南市生活学校）

外国人児童絵画展
（きぬうら学院）
創作人形（加藤明美）

リフォーム作品（弥生会）

大浜公民館 
42-1182 手芸（あみあみクラブ） 碧南市養護老人ホーム作品展 似顔絵（間瀬摩耶）

棚尾公民館 
41-0892

陶芸（杉浦長次）
書展（碧水会）

陶芸（神谷妙子）
木目込人形（高山和美）
シャドーボックス（永坂洋子） 

陶芸（加藤洋子）
陶芸（杉浦長次）
シャドーボックス（永坂洋子） 

日進公民館 
48-2678 俳句（気まま会） パッチワーク（Ｉ・布遊） 前衛書（竹原景雲）

鷲塚公民館 
48-5412 革工芸（あやめ会） 創作アップリケ

（たんぽぽグループ）
俳句（わしづか俳句会）
手工芸（ビーズサークル）

農業者コミュニ 
ティセンター 

42-5888
写真（碧南工科高校写真部） 写真（杉浦耕三・信子） 掛軸、和歌（榊原恵四郎）

 ▼日時

2月5日㈰　13時30分～15時30分（予定）
（開場13時）

 ▼会場　　　　　　　　　　　▼定員
市役所　2階会議室4・5　　　120人（先着順）

 ▼参加費
無料（1歳児～就学前の子の無料託児あり）

 ▼コーディネーター
小高直子氏
（CBCアナウンサー）

 ▼パネリスト
山田和久氏（保育士）
樋口信太郎氏（看護師）
神谷美砂氏（町内会長）
田口真保理氏（元PTA会長）

 ▼申し込み
1月4日㈬9時より電話、メール（ tiikika@city.hekinan.lg.jp）、FAX（ 41-5412）、直接のいずれかで地域協働課
内男女共同参画推進委員会
※託児希望は、1月20日㈮17時までに申し込んでください。
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あけましておめでとう　12月4日㈰　あおいパーク
あおいパークで「野菜スタンプで年賀状を作ろう」が行われました。ニンジンやダイコン、
レンコン、ピーマンなどに絵の具で好きな色を塗って、はがきにスタンプ。子どもたちは、
カラフルな世界で一枚だけのオリジナル年賀状作りを、楽しんでいました。

COVER

っっ子子しゅうごうしゅうごう気気元元
右：鳥居 蓮

れの

之ちゃん
2017年4月6日生まれ
左：　　 己

みあ

愛ちゃん
2020年10月9日生まれ

蓮之と己愛が元気に逞し
く成長してる姿が凄く嬉
しいです。お互いに世界
で一人しかいない兄妹だ
から大切に支え合って大
きくなってね♪

（上町）

竹市 凛
りん

ちゃん
2022年7月30日生まれ

元気に生まれて来てくれて
ありがとう。すくすくと成
長する姿ママもパパも楽し
みにしてるよ。

（長田町）

でで文文芸芸
いいいい ♪♪分分分分気気

横山幸雄と名フィルの仲間たち～ショパンとシューベルト～

はじめてのフルート体験教室 刈谷国際音楽コンクール
ガラコンサート in 碧南

日本人歴代最年少でショパンコンクール入賞を果たし、30年経てもなおも進化し続
けるピアニスト横山幸雄。30年前のショパンコンクールの曲を取り上げ、その後の
音楽人生で更に進化した魂のショパン、そして名古屋フィルハーモニー交響楽団メ
ンバーとのハーモニーのシューベルト。エメラルドの輝きの中で楽しんでください。
時　3月5日㈰　14時～（開場13時30分）　所　芸術文化ホール
¥　エメラルド会員…3,500円（当日同じ）、一般…4,000円（当日4,500円）、
　　学生…1,000円（当日1,500円）
申　エメラルド会員・哲学たいけん村無我苑村民…1月14日㈯10時より電話又は直接
　　インターネット先行発売…1月17日㈫10時～1月19日㈭24時
　　一般…1月21日㈯10時より直接、1月22日㈰10時より電話

楽譜が読めなくても、楽器を演奏したことのない人
でも誰だって大丈夫です。親子での参加もOKです。
60歳を過ぎて楽器に触れるのが難しいかなと思われ
ている人も気負わず参加できます。楽しくフルート
を体験してみましょう。
時　2月19日㈰　子ども・親子クラス…10時30分
～11時20分、大人クラス…13時30分～14時30分
所　芸術文化ホール
対　小学3年生以上の一度もフルートを吹いたこと
のない人（小学生は保護者同伴）
定　各15人（先着順）　¥　無料
申　1月15日㈰10時～2月5日㈰に直接
※17日㈫10時より電話でも受け付けます。

コンクールで入賞した次世代を担う演奏家13人によ
る華やかなコンサートを楽しんでください。
時　2月23日㈭　14時～（開場13時30分）
所　芸術文化ホール
出演　第8回刈谷国際音楽コンクール入賞者

¥　500円　申　電話又は直接

フルート部門 小池優華、八木田心暖、 
河合美波、二宮綾音

弦楽部門 大橋莉音、岡部莉子、 
鈴木海市、矢黒花枝

ピアノ部門 間瀬日菜子、石村仁那、 
曽根里紗、寺西藍理、奥田明里

問　芸術文化ホール
　　 48-3731
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　市民病院医事経営課　 48-5050

チーム医療の推進を目指して
～特定行為研修制度～

チーム医療とは、医師をはじめとするメデ
ィカルスタッフ（医療専門職）が、患者と
ともに、それぞれの専門性をもとに高い知
識と技術を発揮し、互いに理解し目的と情
報を共有して連携・補完し合い、その人ら
しい生活を実現するための医療を意味しま
す。チーム医療は、近年、大きな注目を集
めており、多くの医療機関が導入していま
す。碧南市民病院でも様々なメディカルス
タッフで構成されたNST（栄養サポートチ
ーム）やICT（感染対策チーム）など、多
くのチームを組織しています。
また、チーム医療を推進し、看護師が自身
の役割をさらに発揮するため、国は「特定
行為研修制度」を設立しました。
今回は、この特定行為研修制度について、
碧南市民病院における看護師の取り組みを
紹介します。
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看護師の担当できる業務の幅が広がったため、私たち麻酔科の分野においても指示を待つだけでなく、積極
的に意見を述べて自発的に業務に取り組んでいただけるようになりました。山積みになっていた課題にも嬉
々として取り組むことができ、スタッフ間の一体感が以前にも増して強くなったように感じます。

麻酔科医師　近
こん

藤
どう

 博
ひろ

子
こ

医師や歯科医師の判断を待たずに、手順書により、特定行為と呼ばれる一定の診療補助（例えば、脱水時の点滴な
ど）を行う看護師を養成し確保する制度です。2015年から制度が始まり、2022年3月時点で約4,800人の看護師
が研修を修了しています。碧南市民病院には特定行為を行うことができる看護師が2人在籍しています。

私は「栄養及び水分管理に係る薬剤投与関連」、「精神及び神経症状に係る薬剤投与関連」という2つの特定行為区
分を修了しています。
高齢の方は、普段から身体の状態が悪くなったり、手術によるストレスでせん妄※や認知症患者の行動・心理症状
がみられたり、混乱や生活リズムが崩れてしまうことがあります。せん妄などの治療薬の中には、副反応として眠
り過ぎてしまう、飲み込む力が弱くなる、身体の動きが硬くなるものがあります。患者さんの中にはこういった薬
による過敏症のある疾患を患っている方もいるため、薬の内容や量に注意が必要です。現在は、高齢者サポート
チームへの相談や所属病棟の患者さんを中心に、特定行為を行っています。医師の指示に従って薬を使っている場
合でも、副反応がみられるときには、別の薬を提案したり、医師の指示による手順書に沿って薬を減量・中止した
り、副反応後に併発する肺炎や転んでけがをするリスクを減らしています。まだ自信がない部分は医師に相談しな
がら行っていますが、さらに経験を積みスムーズな治療・退院につながるよう貢献していきたいと考えています。
※ 意識混濁に加えて奇妙で脅迫的な思考や幻覚・錯覚が見られるような状態

私は「呼吸器関連」、「動脈血ガス分析関連」、「術後疼痛管理関連」、「循環動態に係る薬剤投与関連」、「栄養及び水
分管理に係る薬剤投与関連」という5つの特定行為区分を修了しています。
全身麻酔の手術では、手術の進行状況や患者さんの変化に合わせて人工呼吸器の設定調整や鎮静剤の投与量の変更
を行っていきます。
既往歴や手術内容、患者さんの身体状況によって血圧を厳密に管理する必要があるときは、動脈に針を刺して血圧
をリアルタイムで把握できる処置をします。
手術後にも痛みの評価をして麻酔の投与量の調整を行い、術後の苦痛の軽減を図っていきます。
患者さんの重症化予防のために、異常の早期発見や痛みの緩和に尽力し、必要な処置を必要な時に行うことで、入
院生活が安全かつ安心して過ごせるよう努めていきます。

医師より 特定行為研修を修了された看護師へ

特定行為研修制度とは

1 2
1　せん妄の患者さんの薬について相談している様子 2　患者さんに麻酔の説明をしている様子
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2023年2023年新春特別企画新春特別企画

お任せくださいお任せください
建替え リフォーム 増改築 リノベーション

外外のの工事工事ももみんなまとめてみんなまとめて

いずれも3/31ご契約分まで
詳しくはお問い合わせください。

日頃のご愛顧に日頃のご愛顧に
感謝を込めて…感謝を込めて…

システムキッチン・システムバス

＋

新春ワクワクキャンペーン
LIXIL & イタヤ

①システムバスルーム
　スパージュ＆サティス（リフォレ）
②システムキッチン
　リシェル＆サティス（リフォレ）

・スパージュ:換気乾燥暖房機（100V) へ無償アップグレード！
・リシェル:ナビッシュハンズフリー(B8) へ無償アップグレード
または浄水カートリッジJF-K11B-JG (3～4人家族1年分）を
3セットプレゼント!

①または②をご契約の方
無償アップグレード特典あり！

33月までの月までの
ご契約にご契約に
限り限り50,000円分プレゼント！商
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トヨタカローラ

イタヤ
ショールーム

TEL.0566-48-3100 http://www.itaya-home.jp/
〒447-0877　碧南市栄町2丁目7番地

人生100年時代の暮らしを考える ホームページ
随時更新中

イタりん

住まいのことなら
何でも

ご相談ください！
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