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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平和祈年祭

　福祉課社会福祉係
95-9884

今日の発展と繁栄が戦没者の尊い犠
牲の礎の上にもたらされたものであ
ることを深く思い、戦没者を追悼す
るとともに、恒久平和への願いを捧
げます。

　4月16日㈰　9時15分〜
　明石公園内平和の広場

高齢者元気ッス館臨時休業

　東部市民プラザ　 46-1188
3月13日㈪から20日㈪まで、臨時休館
します。

飲酒は20歳になってから

　刈谷税務署　 21-6211
20歳未満の人の飲酒は法律で禁止さ
れています。2022年4月に民法の成
年年齢は18歳に引き下げられました
が、お酒に関する年齢制限は20歳の
まま継続されています。

手続きには時間の余裕を持って
来庁してください

　市民課戸籍係　 95-9880
市民課市民係　 95-9881

市民課住民記録係　 95-9882
毎年、3月から5月中旬は市民課窓
口が混みあいます。特に連休前後や
4月1日、休日明けの午前中、10時
から14時頃までは、例年大変混雑し、
待ち時間が長くなります。時間に余
裕を持って来庁してください。
マイナンバーカードを持っている人
は、全国のコンビニで証明書を取得
できるサービスがあります。詳しく
は問い合わせてください。
住民票や戸籍、印鑑登録などの証明
書の申請や住所異動の手続きには、
有効期限内の本人確認書類が必要で
す（持っていないと手続きできない
場合あり）。
▼本人確認書類　
【いずれか1点】マイナンバーカー
ド、運転免許証、旅券など顔写真の
ある官公署発行のもの
【いずれか2点】健康保険証、介護
保険証、年金手帳など

国民健康保険・
後期高齢者医療保険における
傷病手当金支給対象期間の延長

　国保年金課国保係　 95-9891
医療係　 95-9892

新型コロナに感染した人や発熱など
の症状があり感染が疑われる人で、３
日を超えて仕事が行えず給与などの
支払いが受けられなかった期間に対
して傷病手当金を支給します。まずは
問い合わせてください。
支給対象期間
2020年1月1日〜2023年3月31日

下水道供用開始に伴う関係図面の縦覧

　下水道課　 95-9911
　3月15日㈬〜31日㈮の平日
　下水道課

くらし
Life & Support

庁舎レストランがリニューアルしました
市役所庁舎１階のレストランが２月１日に大戸屋碧南市役所店としてリニューアルオープンしました。日本全国に
307店舗（2月1日時点）を展開する「大戸屋」の“無添加にこだわった「からだ想い」”のメニューをお楽しみいた
だけます。是非、利用してください。
▼営業時間
9時〜21時（オーダーストップ20時30分）
▼定休日
なし

詳しくは大戸屋ホームページを
確認してください。

　資産活用課　 95-9870
　　大戸屋碧南市役所店　 70-7696

チキンかあさん煮 鶏と野菜の黒酢あん
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　商工課商工観光係　 95-9894西尾碧南合同企業説明会

消防団・消防予備隊　入退式

　防災課地域防災係
95-9875

退団される前団長をはじめ、5年間
にわたり消防団活動に貢献された退
団者に感謝状を贈ります。そして、
新たに入団する団員の皆さんに辞令
を交付します。また、消防局の音楽
隊が、式典の演奏を務めます。会場
内は、誰でも入れます。

　3月26日㈰　10時〜
　文化会館

俳句を作ろう！

　油ヶ淵水辺公園管理事務所
41-1515

初心者の俳句教室です。
　3月18日㈯　9時30分〜11時30分
　　（荒天中止）

　油ヶ淵水辺公園
　10人（先着順）
　12歳以上　 　無料
　3月5日㈰9時より電話（1回の電
話で1件、1人の受付）

従業員の人材育成に関する相談

　県産業人材育成支援センター
052-954-6717

県では、中小企業の人材育成を支援
する窓口「県産業人材育成支援セン
ター」とポータルサイト「ひと育ナ
ビ・あいち」を開設しています。
支援センターでは、従業員の職種別
スキルアップ講座、「あいち技の伝承
士」の派遣、階層別新人研修・リー
ダー研修・経営者研修など人材育成
に関する幅広い相談が受けられます。
ポータルサイトでは、研修やセミナ
ー情報の検索の他、登録すると自社
の魅力を発信できます。

カラスの巣作りによる
停電防止に協力してください

　中部電力パワーグリッド㈱
刈谷営業所　 0120-988-255

春はカラスの巣作りがピークとなる
時期です。カラスが金属製ハンガー
などを使って電柱の上に巣を作ると、
漏電やショートで、広範囲な停電を
発生させるおそれがあります。
・金属製ハンガー・針金などを、物
　干し竿やごみ捨て場に放置しない
　ように注意してください
・電柱の上にカラスの巣を発見した
　ら中部電力パワーグリッド㈱に連
　絡してください。

就学援助制度

　庶務課庶務係　 95-9917
経済的な理由により、就学が困難な
児童・生徒の保護者に対し、学校で
かかる費用の一部を援助する制度で
す。

　学用品・通学用品費、遠足代、
新入学用品費、修学旅行費、学校給
食費などの援助

　保護者の就労が不安定で経済的
に苦しい世帯、児童扶養手当を受給
し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があり…
ます。
　4月14日㈮までに児童・生徒が
在籍する小中学校

道路計画に関する意見を募集します

　県道路建設課
052-951-0837

県では、知多地域と西三河南部地域
とをつなぐ名古屋三河道路の計画づ
くりにあたり、地域の皆さんから意
見を募集します。
意見は、下記2次元コードよりアク
セスして、ウェブサイトから回答し
てください。
また、無作為に抽出した人に、名古
屋三河道路の調査票を送付します。
ご協力をお願いします。

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▷

碧南市、西尾市の優良企業63社を集めて合同企業説明会を開催します。
会場では企業毎にブースが設けられ、企業の人事担当と直接話すことができます。

　3月16日㈭　1部：10時〜13時、2部：14時〜17時
　西尾コンベンションホール
　・大学・短大・専門学校生（2024年春卒業又は卒業後3年以内）
　　・おおむね45歳未満の求職者

　不要
　・1部と2部で参加企業が入れ替わります。
　　・…5社以上回った人に、人気カフェチケット（500円分）を…

プレゼントします。詳細については、右記2次元コードよ…
り確認してください。

イベント・講座
Event & Lectures
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看護師等修学生

　市民病院管理課　 48-5050
　市民病院の看護師・助産師とし
て勤務する意志のある人で認定試験
時に看護師等養成施設（全日制課程）
に在学中の人（令和5年度に養成施
設卒業見込の人を除く）

　10人程度
貸与額　月額6万円（無利子）
貸与期間　6月より養成施設を卒業
する月まで
※…貸与期間と同期間の市民病院勤務…
で返済が免除されます。

▼認定試験（面接、小論文）
　5月27日㈯　 　市民病院
　5月12日㈮までに所定の用紙を
市民病院管理課総務係に郵送
（〒447-8502　平和町3-6）

看護師・助産師病院説明会

　市民病院管理課　 48-5050
　①4月1日㈯　9時〜12時
　　②4月22日㈯　9時〜12時
　　③5月6日㈯　9時〜12時

　施設、教育システムの紹介。先
輩看護師への質問など。
※…父母の参加もできます（感染状況…
によっては、父母の参加ができな…
い場合があります）。
　①3月16日㈭②4月6日㈭③4月
13日㈭までに市民病院ホームページ
病院説明会申し込みフォーム。後日
折り返し資料を送付します。

あおいパーク学生アルバイト

　あおいパーク　 43-0511
勤務　土・日曜日、祝日　
9時〜17時
勤務開始日　4月8日㈯

　総合案内や体験農園の受付、イ
ベントの準備や実施など

　大学生、専門学校生　 　2人
　時給986円〜
　3月17日㈮までに市販の履歴書
（写真貼付）を直接

あおいパーク市民農園利用者募集

　あおいパーク　 43-0511
「家庭菜園を楽しみたいけれども場
所がない」「家に飾る花を育ててみた
い」という人を募集しています。
※販売目的での利用はできません。
利用期間　4月1日㈯〜2024年3月31
日㈰

　市内在住、在勤の人又は団体
募集区画　7区画（1区画36㎡）
※…1人1区画で申し込み多数の場合は…
抽せんとなります。
　9,600円／1区画
　3月12日㈰までにあおいパークに
備え付けの申請書を総合受付に提出
（3月6日㈪は休園）

3月1日～31日は
自殺対策強化月間

　保健センター
48-3751

市では2019年3月に「へきなん自殺
対策計画」を策定しました。
「いのちを大切にし　すこやかな毎
日を　おくれるまち」を基本理念と
して、誰もが自殺に追い込まれるこ
とのない社会の実現を目指し、取り
組みをすすめています。
感染症の流行など、先の見えない不
安や非日常の環境により、ストレス
を抱えてしまうことがあります。
▼こころと体の健康を保つために
・十分な睡眠やバランスのとれた食
　生活を心がけて、普段どおりの生
　活スケジュールを保ちましょう。
・人混みを避けた場所で、適度な運
　動を心がけましょう。
・電話、メールなどで、友達や家族
　とのつながりを保ちましょう。
▼ひとりで悩まないで
こころの健康と体の健康は、密接に
からみ合っています。繰り返される
体の不調は、もしかすると、疲れた
「こころ」からのサインかもしれま
せん。こころの不調に気づいたら、
早めに専門医、相談機関に相談して
ください。

市民病院勤務 市職員を募集します 　市民病院管理課　 48-5050

試験実施要項・申込書は
市役所又は市民病院管理
課で配布しています。
市のホームページからも
入手できます。
詳しい試験内容は実施要
項を確認してください。

　試験実施要項に記載
されている応募書類・証
明書などを市民病院管理
課まで郵送

▼採用予定人員及び受験資格
職種 募集人員 受験資格 学歴・免許など

看護師
30人程度

1964年4月2日以降に生
まれた人で交替制勤務
ができる人

看護師免許を取得した人又は2023年実施の国家
試験により看護師免許を取得見込みの人

助産師 助産師免許を取得した人又は2023年実施の国家
試験により助産師免許を取得見込みの人

▼試験日程
とき ところ 合格発表 申込期間 備考

第1回 4月15日㈯　9時〜
市民
病院

5月上旬 4月3日㈪まで 採用予定人員に達し次第、以降の試
験は実施しません。受付後に試験不
実施となった場合には、本人宛に通
知します。

第2回 5月13日㈯　9時〜 6月上旬 4月28日㈮まで
第3回 6月17日㈯　9時〜 7月上旬 6月2日㈮まで
第4回 7月15日㈯　9時〜 8月上旬 6月30日㈮まで

健康・福祉
Health & Welfare

募集
Recruitment
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桜まつり特別渋滞対策に
協力お願いします

　岡崎市観光推進課
0564-23-6211

今年の桜まつりは、大河ドラマ観光
で例年以上の混雑が予想されるため、
以下のとおり特別渋滞対策を実施し
ます。岡崎の桜まつりへは、公共交
通機関の利用をお願いします。詳し
くは、桜まつり特集サイトで確認し
てください。
▼公共駐車場に予約制を導入します
以下の日は、予約車以外の駐車はで
きません。予約は3月11日㈯より桜
まつり特集サイト（当日予約不可）。

　岡崎公園平面駐車場…3月24日
㈮〜4月9日㈰
乙川河川緑地、籠田公園地下、図書
館交流プラザ東1・2、岡崎市役所西、
乙川リバーベース南…3月25日㈯・
26日㈰、4月1日㈯・2日㈰
▼パーク＆ライドを実施します
最寄り駅などへ無料送迎があります。
予約不要です。

　3月25日㈯・26日㈰、4月1日㈯
・2日㈰

　岡崎中央総合公園（高隆寺町）、
ユニチカ（日名北町）、三菱自動車
工業（橋目町）の臨時無料駐車場
※三菱自動車工業は3月26日㈰、4
　月2日㈰のみです。

寄付をいただきました

　行政課財政係　 95-9869
・…愛知県労働者福祉協議会西三河支…
部様
・近藤忠昭様
・板倉彦松商店様
・大嶺ベラルシア様

デンパークフラワーフェスティバル

　デンパーク　 92-7111

　3月18日㈯〜5月7日㈰
　デンパーク（安城市）
　休園日は毎週火曜日（3月21日、
28日、5月2日は開園、3月22日㈬
は振替休園）

市国民健康保険運営協議会委員

　国保年金課国保係　 95-9891
市では、市国民健康保険事業の運営
に関する重要事項を審議するため、
被保険者を代表する委員、療養機関
を代表する委員及び公益団体を代表
する委員の計15人で市国民健康保険
運営協議会を組織しています。
被保険者の皆さんから広く意見や提
言をいただくため、公募します。
募集人員　1人
任期　2年（4月1日㈯〜2024年3月
31日㈰）
応募資格　以下の全てに該当する人
・…市国民健康保険の被保険者で、…
2023年4月1日現在で18歳以上の人
・…国民健康保険税を滞納していない…
世帯に属する人
・…国及び地方公共団体の議員又は常…
勤の公務員でない人
・…年3回程度開催される平日昼間の…
協議会に出席できる人　
　3月1日㈬〜15日㈬に国保年金
課又は市ホームページで配布する応
募用紙を直接
選考方法　書類審査による
報酬　7,000円／日（協議会への出席
ごと／源泉徴収含む）

　心身障害者福祉センター　 48-1720心身障害者福祉センターの令和5年度の参加者を募集します。
趣味として、リハビリとして参加してみませんか。

　へきなん福祉センターあいくる
　・市内在住・在勤・在学の障害者手帳（身体障害者手帳、
　　　療育手帳、精神障害者手帳のいずれか）を持っている人
　　・難病指定（特定医療費受給者証又は特定疾患医療給付
　　　事業受給者票のいずれかを持っている人）

　無料（材料費が必要な教室もあります）
　電話（ 48-1720）、FAX（ 42-5337）又は直接
　右の教室以外にも、料理教室・パン教室・水泳教室などを
行っています。

心身障害者福祉センター 各種教室参加者募集

市政情報
City information

西三河イベント
Regional news

ホームページID

18470

教室 曜日 時間 定員
カラオケ 毎週月曜日 13時30分〜15時30分 10

パソコン
第1火曜日 10時〜11時30分 8
第3火曜日 13時30分〜15時 8

絵はがき 第1火曜日 13時30分〜15時30分 8
ストレッチ 第4火曜日 14時〜15時30分 15
フラワーアレンジメント 第2水曜日 13時30分〜14時30分 15
卓球バレー 第2木曜日 10時〜12時 20
いきいきリハビリテーション 第2・4木曜日 10時〜12時 6
陶芸 毎週金曜日 10時〜11時30分 8
卓球 毎週金曜日 13時30分〜15時30分 20
車椅子ダンス 第2金曜日 10時〜11時30分 15
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3月の税金・料金

人口・世帯数
72,578人……（前月比△45）
29,930世帯…（前月比＋6）

［2023年1月31日現在］

男性
37,253人

女性
35,325人

2023エメラルドカルチャークラブ第1期受講生募集

　芸術文化ホール　 48-3731
▼骨盤バランスエクササイズ

　4月18日、25日、5月9日、23日、6月6日、20日、7月4日、11日の火
曜日　19時30分〜20時20分（全8回）

　シアターサウス　 　井上弥生氏（骨盤ケアインストラクター）
　18歳以上　 　40人（先着順）　 　4,500円

▼女性のためのやさしいヨガ
　4月12日、26日、5月10日、24日、6月7日、28日の水曜日　
11時〜12時（全6回）

　シアターサウス　 　佃裕美氏（沖ヨガインストラクター）　
　女性　 　25人（先着順）　 　3,000円　

▼リラックス健康ヨガ講座
　4月13日、27日、5月11日、25日、6月8日、22日の木曜日　
10時〜11時30分（全6回）

　シアターサウス　 　松井りさ氏（ヨガインストラクター）
　18歳以上　 　25人（先着順）　 　3,000円

▼気になる体をチェンジ！バレトン講座
　4月25日、5月9日、23日、6月6日、20日、7月4日の火曜日
11時〜12時（全6回）

　スタジオ　 　森杏菜氏（バレトンインストラクター）
　女性　 　12人（先着順）　 　3,000円

▼初めての手作りお香
　4月21日、5月19日、6月23日、7月21日の金曜日　
10時〜12時（全4回）

　多目的ロビー1・2　
　田中仁美氏（創作香房　お香と筆もじの真仁堂）
　12人（先着順）　 　8,000円（教材費含む）

▼癒しの天然石アクセサリーを作ろう
　4月18日、5月16日、6月27日の火曜日　10時〜12時（全3回）
　会議室　 　西村めぐみ氏（天然石アクセサリー作家）
　8人　 　5,000円（材料費含む）

▼全共通
　3月19日㈰より直接、3月21日㈫より電話

b
ビーマ
iima s

スポーツ
ports無料体験会

　芸術文化ホール　 48-3731
スポーツ科学×幼児教育学のふたつを融合した、21世紀型教育の新しい総
合キッズスポーツスクール“biima…sports”を体験してみませんか。

　3月23日㈭　15時〜16時（年少・年中コース）、
　　　　　　　　16時〜17時（年長・小学1年〜3年コース）
　　3月29日㈬　15時〜16時（年少・年中コース）、
　　　　　　　　16時〜17時（年長・小学1年〜3年コース）

　シアターサウス…
　各コース20人
　WEB(http://biima.co.jp/sports（ビーマスポーツで検索）)で事前予約
をしてください。

♪
文芸 いい ♪分気で

今月はありません
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