
■法情報総合データベースの利用を
開始
■内 利用できるサービス諮検索獅現行
法規、判例体系、法律判例文献情
報、知的財産権法判例・法令など、
複写獅現行法規、判例体系、知的
財産権法（１枚１０円）

■他 ジャパンナレッジ（インターネッ
ト辞書・事典検索サイト）の利用
は、３月で終了しました

図書館へ行こう
Let's go to library!

お知らせ

中央図書館（緯〈７６〉６１１１）

おはなし会

※対象年齢は、目安です。

２日捷・６日晶・９日捷・１６日捷・
２３日捷・２７日晶・３０日捷

５月の休館日

■時 ４月２７日昌～５月９日捷

■内 表現豊かなアー
トフラワー作品
を約５０点展示

■￥ 入園料
■場 ■問 デンパーク
（緯〈９２〉７１１１）

■場 ■問 同クラブハウス（緯〈９２〉７１１２）
■他 入園料別途。都合により変更する場
合があります。詳細は問い合わせて
ください
日替わり工作教室　　　　　　　　　
■時 ５月１日掌・３日抄・４日抄午前１０
時から、５日抄午後１時から

■内 １日獅天然石アクセサリー、３日獅

シルバーアクセサリー、４日獅押し
花、５日獅ガラス細工＆とんぼ玉

■定 各５０人（当日先着順）
■￥ 教室により異なります
クッキーファクトリー「ミッフィー型
のクッキーをつくろう」
■時 ５月１日掌～８日掌・１４日松・１５日
掌午前１０時から

■￥ ７００円から
■申 当日午前１０時～午後３時３０分に同ク
ラブハウスへ
手作りパン教室　　　　　　　　　　
■時 ５月１日掌・３日抄～５日抄・７日
松・８日掌・１４日松・１５日掌午後１
時・２時３０分

■定 各１８人（先着順）
■￥ ５００円
■申 当日午前９時３０分か
ら同クラブハウスへ
テーブルフォトふわふわ写真講座　　
■時 ５月１１日昌・２５日昌午前１０時から
（全２回）

■講 岡本 由  樹  子 氏
ゆ き こ

■定 ２０人（先着順）
■￥ ２３００円
■申 ４月２０日昌午前９時３０分から同クラ
ブハウスへ

■場 ■問 堀内公園（緯〈９９〉５９４７）
堀内公園春まつり　　　　　　　　　
■時 ■内 ４月２３日松（雨天の場合は２４日掌

に順延）　模擬店（輪投げ・射的など、
有料）獅午前１０時～午後３時　風船
配布獅午後１時　汽車運転席に乗っ
て写真撮影獅午前１１時、正午、午後
１時・２時

■対 風船配布獅小学生以下、写真撮影獅

未就学児
■定 風船配布獅１００人、写真撮影獅各１０
人（いずれも先着順）
　※写真撮影は、開始１０分前から汽車
乗り場で受け付け。

■他 模擬店・風船配布は、無くなり次第
終了。汽車の写真撮影中は、汽車の
運行は中止。撮影用のカメラは持参
してください
お話会　　　　　　　　　　　　　　
■時 ４月２４日掌午前１０時３０分、午後１時
３０分

■内 紙芝居の読み聞かせや手遊びなど
■対 未就学児とその保護者
■定 １５組３０人（当日先着順）
懐かしい遊びで楽しもう！　　　　　
■時 ４月２９日抄午前１０時～午後３時３０分
■内 竹馬やフラフープ、剣玉などの遊具
やおもちゃを無料で貸し出し

■対 小学生以下
■他 １８歳以上の保護者の付き添いが必要
お得な回数券販売　　　　　　　　　
■時 ４月２９日抄～５月８日掌

■場 堀内公園管理事務所
■内 １０００円分の回数券１冊の購入につき、
無料券を２枚進呈

こども無料開放　　　　　　　　　　
■時 ５月５日抄

■内 サイクルモノレール、メルヘン号
（汽車）、メリーゴーランド、観覧車
を無料開放

■対 中学生以下
■他 小学生以下は、１８歳以上の保護者の
付き添いが必要

５月７日松
午後３時

おはなしレストラン
（小学生以上）

５月１０日昇・
２４日昇
午前１０時３０分

えほんとわらべうたの会
（０～２歳）

５月１１日昌
午前１０時３０分

おはなしたまてばこ
（１～５歳）

５月１２日昭
午前１０時３０分

おはなしゆりかご
（０～２歳）

５月１３日晶
午前１０時３０分

おはなしポッケ
（０～２歳）

５月１４日松
午後２時

おはなしどんどん
（１歳～小学校低学年）

５月１５日掌
午後２時

かみしばいの会
（幼児～小学校低学年）

５月１９日昭
午前１０時３０分

いないいないばあ
（１～５歳）

５月２０日晶
午前１０時３０分

えほんのとびら
（０～２歳）

５月２５日昌
午前１０時３０分

おはなしまあだ
（１～５歳）

５月２６日昭
午前１０時３０分

絵本好き集まれ！
～おすすめ絵本紹介～

５月２８日松
午前１１時

大人のための
絵本朗読会（一般）

手作りアート盆栽と染めの
花「四季を彩る花々」展示会

デンパーククラブハウスの
教室・講座

堀内公園の催し

画広報あんじょう　2011.4.15

■時 ５月１３日晶午後１時３０分～３時１５分
■内 子育てハッピーアドバイス～見逃さ
ないで！子どもの心のＳＯＳ～

■講  明  橋  大  二 氏（真生会富山病院心療内
あけ はし だい じ

科部長）
■定 ２００人（当日先着順）
■他 託児あり（１人３００円、事前申し込み
が必要）

■場 ■問 市教育センター（緯〈７５〉１０１０）

　大人用、子ども用、幼児用を用意し
ています。
■時 ５月５日抄午前１０時～午後３時
■場 ■問 歴史博物館（緯〈７７〉６６５５）

■対 ■時 ■場 乳幼児 ▼１１日昌・１８日昌獅東部
公民館、１２日昭・２６日昭獅安祥公民
館、１３日晶・２７日晶獅高棚町公民館、
１７日昇・３１日昇獅南部公民館いずれ
も午前１０時～１１時

■問 子ども課子育て支援係（緯〈７２〉２３１７）

いじめ・不登校対策
家庭教育講演会

鎧の試着会 ５月の移動児童館

中央図書館の携帯電話用
ウェブサイトへ葛葛葛葛

■時 ５月１２日昭午前９時～午後４時
■場 名古屋港ワイルドフラワーガーデン
ブルーボネット、戸田川緑地・農業
文化園（名古屋市）　集合場所獅市役
所西会館

■内 園内見学、ガーデニング講座
■定 ２５人（定員を超えた場合は抽せん）
■￥ 入園料（３００円程度）
■持 昼食、筆記用具
■申 ４月２８日昭までの午前９時～午後５
時（掌捷を除く）に、氏名・住所・電
話番号を電話かファクス、Ｅメール
でエコネットあんじょう事務局（緯・
胃〈５５〉１３１５）／info@econetanjo.

　org）へ

■内 ■時 しし座ってなぁ～に？獅１日掌・
８日掌・１５日掌午後１時３０分・３時
春の夜空は動物がいっぱい獅２２日掌・
２９日掌午後１時３０分・３時（２９日は
午後１時３０分のみ）　あんぷらスペ
シャル獅２９日掌午後３時
　※毎松・抄の午後１時３０分・３時か
らの投映でも生解説あり。

■場 ■問 文化センター（緯〈７６〉１５１５）

安城プラネの仲間たち
５月の生解説

ガーデニング研修会

広報あんじょう　2011.4.15臥

■時 期間・日時
■場 場所
■内 内容
■講 講師・指導
■対 対象・資格
■定 定員・募集人数

■￥ 費用・受講料など
■持 持ち物
■他 その他
■申 申し込み方法など
■問 問い合わせ先

なお、■対 どなたでも、■定 特になし、
■￥ 無料の場合は記載を省略していま
す。

■時 ５月８日掌午前１０時～午後２時（雨
天中止）

■場 北部公民館
■内 行き先獅無量寿寺
カキツバタ園（知
立市、往復約７灼）
　※希望者は、在原
寺、根上り松、業平塚へ行くことも
できます。

■持 昼食・水筒・携帯雨具・敷物
■他 なるべく乗り合わせか、公共交通機
関でお越しください

■問 市体育館（緯〈７５〉３５３５）

■場 ■問 丈山苑（緯〈９２〉７７８０）
週末春の宵開苑　　　　　　　　　　
■時 ４月３０日松、５月１日掌・７日松・
８日掌・１４日松・１５日掌

■内 開苑時間を午後７時まで延長（入苑
は午後６時３０分まで）

■￥ 入苑料１００円（中学生以下は無料）
新緑茶会　　　　　　　　　　　　　
■時 ５月８日掌午前１０
時～午後３時

■内 晴天時は 野  点 あり
の だて

■￥ 入苑料１００円（中学
生以下は無料）、呈
茶料３００円

■時 ３日抄～５日抄・１０日昇～１４松・１７
日昇～２０日晶・２４日昇～２８日松・３１
日昇午後１時～４時（受け付けは午
後２時まで）

■場 ■問 埋蔵文化財センター（緯〈７７〉４４９０）

■時 ６月４日松午前１０時～午後２時３０分
■場 市民交流センター、市街地交流広場
■内 宇宙の話とモデルロケットのしくみ
についての講演、モデルロケットの
製作・打ち上げ

■講 山田 誠 氏（特定非営利活動法人日本
まこと

モデルロケット協会会長）
■定 一般５０人、１８歳以下の人５０人（定員
を超えた場合は抽せん）

■￥ ５００円
■他 モデルロケットの製作は５０機のみで、
１８歳以下の人優先

■申 ４月２０日昌～５月２０日晶に市民活動
センター（〒４４６－００６５大東町１１－３
／緯〈７１〉０６０１／胃〈７１〉０６６８／center
@katch.ne.jp）へ

■時 ５月２０日晶午前１０時３０分～午後４時
■場 碧南市文化会館
■対 防災管理者に選任予定で、甲種防火
管理者の資格を有している人

■定 ３０人（先着順）
■￥ ２０００円
■申 ４月２５日捷～２８日昭午前８時３０分～
午後５時に、申込書を持って衣浦東
部広域連合消防局（緯〈６３〉０１３６）また
は安城消防署（緯〈７５〉２４５８）へ
　※申込書は、申込場所、衣浦東部広
域連合ウェブサイトで配布。申し込
み時に証明写真が必要。

　乾燥式生ごみ処理機で処理した乾燥
生ごみ１手と野菜１００円分を交換して
います。ぜひ利用してください。
■問 清掃事業所（緯〈７６〉３０５３）
そ菜クラブ（箕輪町）　　　　　　　　
■時 毎月５・１５・２５日午前６時～１１時
■場 箕輪町内会事務所地内
ひばりグループ（古井町）　　　　　　
■時 毎月５・２５日午前８時～１０時（松掌

の場合は翌捷）
■場 ＪＡあいち中央古井支店地内
新田ふれあいクラブ（新田町）　　　　
■時 毎週昇　４～１０月獅午前６時～８時
３０分、１１～３月獅午前７時～８時３０
分

■場 新田ふれあい広場地内

丈山苑の催し

５月の土器づくり教室

防災管理新規講習

みんなで宇宙開発をしよ
う！２０１１春宇宙とロケット

カキツバタ歩け運動

■場 ■問 マーメイドパレス（緯〈９２〉７３５１）
６０歳からはじめる水中運動体験会　　
■時 ４月２７日昌、５月１１日昌・２５日昌、
６月８日昌午前１１時～正午（全４回）

■内 水の特性を生かした運動。体力アッ
プとひざ痛・腰痛・肩こりの解消を
図ります。１回のみの参加も可

■対 ６０歳以上の人
■定 ３０人（先着順）
■￥ 施設使用料
■申 ４月２０日昌午前１０時からマーメイド
パレスへ
ジャンケン大会　　　　　　　　　　
■時 ４月２９日抄午後２時
■内 ジャンケンで勝った人へマーメイド
パレス無料券を進呈

■定 １００人（先着順）
模擬店　　　　　　　　　　　　　　
■時 ５月３日抄午前１０時～午後４時
■内 輪投げなど（有料）
こどもプール無料開放　　　　　　　
■時 ５月３日抄～５日抄

■対 中学生以下

マーメイドパレスの催し

乾燥生ごみと野菜を交換

■時 ４月２９日抄午前９時（なくなり次第
終了）

■場 堀内公園
■内 樹種獅ゆず・ブルーベリー各２００本
■他 緑の募金活動も実施
■問 公園緑地課（緯〈７１〉２２４４）

緑化木を配布



■内 認定方法を、民生委員の訪問確認か
ら、要介護度・要介護認定申請時の
資料での確認に変更

■対 ①～③のすべてに該当する、高齢者
を在宅で介護し、生計を一にしてい
る人　①６５歳以上、②在宅で３か月
以上ねたきりまたは同程度の介護を
要する認知症状態（※）、③本人（高齢
者）所得２００万円以下

　※要介護認定４か５。要介護認定申
請時の資料などで、同程度の介護が
必要と判断できる場合。

■申 介護人が直接社会福祉課へ
■問 社会福祉課（緯〈７１〉２２２３）

　都市再生整備計画事業で実施した、
安城北東地区、安城七夕地区、安城矢
作川水辺地区の事後評価結果をとりま
とめました。
■場 都市計画課、市公式ウェブサイト
■問 都市計画課（緯〈７１〉２２４３）

　２月５日午前７時２５分ごろ、市総合
運動公園内で、自殺未遂状態の男性が
発見され、その後、意識不明のまま死
亡が確認されました。警察署の調べで
も、身元が不明で、身柄引取者があり
ません。心当たりのある人は連絡して
ください。
■内 特徴獅年齢５０～６０歳くらい。身長
１７９尺の中肉。頭髪は長めで白髪が
多い。黄色のダウンジャケット、水
色のシャツ、ジーンズ生地のシャツ、
長袖Ｔシャツ、ジーパン、黒のタイ
ツ、黒のブリーフ、黒の安全靴、靴
下、軍手、毛糸の帽子。所持品は、
５０円硬貨１枚と１００円ライター１個

■問 社会福祉課（緯〈７１〉２２２４）

■時 ５月１日掌から
■内 市公式ウェブサイトで、文字の読み
上げ、ルビふり、色の変更ができる
ソフトを変更　ＵＲＬ獅http://w
　ww.city.anjo.aichi.jp/rakuraku/
　index.html
■他 初回利用時に、パソコンへのインス
トールが必要

■問 情報システム課（緯〈７１〉２２０７）

■時 ４月１５日晶～２８日昭午前８時３０分～
午後５時１５分（松掌を除く）

■内 農地の「貸し手」と「借り手」の賃貸借
の申し出をとりまとめたもの　利用
権設定面積獅１７７８ヘクタール

■場 ■問 農務課（緯〈７１〉２２３４）

心当たりのある人は連絡を

ウェブサイト閲覧支援ソフ
トを変更

農用地利用集積計画の縦覧

ねたきり高齢者など介護人
手当の認定方法を変更

都市再生整備計画事業
事後評価結果の公表

　脳を活性化させ、いきいきとした人
生を送りましょう。
■時 ５月２７日晶～７月１５日晶の毎週晶午
前１０時３０分～１１時３０分（全８回）

■対 市内在住の７０歳以上の人
■内 かつて自分自身が体験したなつかし
いテーマで、楽しく語り合います

■定 １０人（先着順）
■申 ４月２０日昌午前９時から同センター
へ
　※電話受付獅２０日午後１時から。２１
日昭以降は、午前８時３０分～午後５
時１５分（掌捷抄を除く）。

■場 ■問 総合福祉センター（緯〈７７〉７８８８）

回想法スクール「いきいき
凡凡（ぼんぼん）」

芽広報あんじょう　2011.4.15

　昨年、刈谷市内で、東海道新幹線の
り面の枯れ草が燃え、新幹線が一時運
転を見合わせる火災が発生しました。
原因は、付近の野焼きによるものでし
た。やむを得ず野焼きをする場合、風
の強い時はしないなど注意しましょう。
■問 衣浦東部広域連合消防局予防課（緯

〈６３〉０１３６）

　住宅や公共施設、隣接作物などの周
辺では、緩行区を設け、強風など飛散
の可能性がある場合は作業しません。
　散布作業中は危険ですので、付近に
近寄らないようにお願いします。
■時 ４月中旬～５月中旬
■場 市内小麦栽培ほ場（水田）
■内 乗用管理機・無人ヘリコプターによ
る病害防除（農薬散布）　使用農薬獅

小麦赤かび病用殺菌剤（農水省登録
農薬）

■問 ＪＡあいち中央営農資材課（緯〈７３〉
４４０２）、同農畜産課（緯〈７３〉４４０６）、市
農務課（緯〈７１〉２２３３）

小麦病害防除を実施

野焼きによる火災に注意

　グループ活動を通して、仲間づくり
と社会体験を広げます。
■時 毎月第２・４昭午前１０時～正午
■場 衣浦東部保健所安城保健分室
■内 料理教室、レクリエーションなど
■対 こころの病気で通院している人
■申 随時障害福祉課（緯〈７１〉２２２５）へ

みんなの生活教室（社会復
帰教室）

■対 ①市内で個人が管理している花壇・プランター・鉢植えなどで、玄関・庭
先・ベランダ・窓辺などでガーデニングを
しているもの、②植物を窓の外側にはわせ
たみどりのカーテン

■他 応募作品の写真を、１１月下旬～１２月下旬に
堀内公園で展示。応募者には参加賞あり

■申 ５月６日晶～９月３０日晶午前９時～午後５
時（掌捷抄を除く）に、住所・氏名・電話番
号を電話かファクス、Ｅメールでエコネッ
トあんじょう事務局（緯・胃〈５５〉１３１５／
info@econetanjo.org）へ

　※受け付け後、エコネットあんじょう部会
員が作品を撮影します。個人撮影を希望す
る場合は、デジタル画像をＥメールで同事
務局へ送付してください。

■時 捷～晶のうち指定日、５月１５日掌、
７月１０日掌、９月１１日掌、１１月１３日
掌の午前中

■内 血液検査・心電図・腹部超音波など
■対 安城市に住民票を有する２０歳以上で、
今年度健康診査を受けていない人

■定 各２２人（先着順）
■￥ ６０００円～２万５０００円
　※年齢や加入の健康
保険によって異なり
ます。

■場 ■申 市保健センター（緯〈７６〉１１３３）

■問 衣浦東部保健所（刈谷市／緯〈２１〉
４７７８）
こころの健康医師相談（予約制）　　　
■時 ５月１７日昇午後１時３０分～４時３０分
■場 衣浦東部保健所安城分室
■内 精神科医師による相談
エイズ検査・肝炎検査　　　　　
■時 ５月１０日昇・１７日昇・２４日昇・３１日
昇午前９時～１１時
　※１７日昇は、エイズ検査のみ午後６
時～７時もあり。

■場 衣浦東部保健所

衣浦東部保健所のお知らせ

人間ドック
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■時 期間・日時
■場 場所
■内 内容
■講 講師・指導
■対 対象・資格
■定 定員・募集人数

■￥ 費用・受講料など
■持 持ち物
■他 その他
■申 申し込み方法など
■問 問い合わせ先

なお、■対 どなたでも、■定 特になし、
■￥ 無料の場合は記載を省略していま
す。

■時 ６月５日掌（環境の日）の前後一週間
■対 ２人以上のグループ（小学生は保護
者同伴）

■内 身近な水辺（河川、湖沼、海、水路、
ため池など）で、水質、水量、生態
系、水辺の親しみやすさについて調
査・報告

■申 ４月１５日晶～５月１３日晶（松掌抄を
除く）に清掃事業所（緯〈７６〉３０５３）へ
　※募集案内は同所で配布。

　８０歳以上で、２０本以上自分の歯があ
る人を表彰します。歯科医院の推薦書
が必要です。
■対 昭和７年３月３１日以前生まれで、自
分の歯が２０本以上ある人（過去に表
彰を受けた人を除く）

■他 表彰式獅１０月３０日掌

■申 ４月１５日晶～５月３１日昇に、市内の
歯科医院へ

■問 市保健センター（緯〈７６〉１１３３）

■時 選考日獅５月１１日昌（面接）
■内 勤務内容獅下水道供用区域での未接
続家屋の戸別訪問、調査、接続依頼
勤務日時獅捷～晶午前９時～午後３
時３０分　賃金獅時給９００円、通勤割
増１日２００円、面談手当１件５０円　
採用期間獅６月１日昌～１１月３０日昌

■対 普通自動車運転免許を持っている人
■定 ２人
■申 ４月１８日捷～５月６日晶（松掌抄を
除く）に、顔写真付きの履歴書を持
って下水道管理課（緯〈７１〉２２５８）へ

　「社会を明るくする運動」とは、犯罪
防止と、罪を犯した人たちの更生への
理解を深め、犯罪のない明るい社会を
築こうとする運動です。
■内 非行防止や犯罪者の更生、犯罪予防
を織り込んだ標語と作文

■対 標語獅小学生以上、作文獅小・中学
生

■他 賞品（各部門とも）獅最優秀賞５０００円
分、優秀賞３０００円分、入選２０００円分
の図書カード。参加賞もあり
　※最優秀作文は、県の作文コンテス
トへ応募します。

■申 ５月２日捷～１３日晶に、標語（１人
１点）はハガキ（ハガキ大の用紙も可）
に、作文は４００字詰め原稿用紙３枚
程度に、いずれも住所･氏名･年齢
（学生は学校名と学年）を記入し、持
参か郵送で社会福祉課（〒４４６－８５０１
住所記載不要／緯〈７１〉２２２４）へ

■対 市内在住・在勤で、１８歳以上の人が
構成する３人以上の団体（営利目的
の団体を除く）

■他 報酬はありません。団体認定後、講
習会があります

■申 申請書と必要書類を持って維持管理
課（緯〈７１〉２２３７）へ
　※申請書は同課で配布。
　はり紙、たて看板、広告板などの屋
外広告物を無秩序・無制限に出すと、
街の美観や自然環境を損ないます。ま
た、通行の支障にもなりますので、道
路や歩道に置かないようにしましょう。
県条例で、表示方法・設置場所などに
ルールがあります。設置する場合は、
事前に相談し、必要な手続きをしてく
ださい。

２月分／受け付け順／敬称略
市社会福祉協議会　善意銀行／福祉基金
さわやかダンス、大久保義一、谷田の
お地蔵様、近藤亜弥子、桜井福祉セン
ター利用者、鳥居弘美、今村郵便局、
南部公民館利用者、東端の老人、日高
則子、安城市保健福祉部職員一同、桜
井公民館利用者、杉山洋一、ＪＡあい
ち中央いちご部会、老人ホーム、ふれ
あいダンス、作野トータル、西部福祉
センター利用者、丸栄椅子店、前田正
子、匿名
市役所関係　　　　　　　　　　　　
カリツー叙、匿名、碧海信用金庫、ア
イシン・エィ・ダブリュ叙

８０２０歯のコンクール

違反広告物追放推進ボラン
ティア団体

社会を明るくする運動の
標語と作文

流域モニタリング一斉調査
の調査員

下水道接続促進臨時職員

福祉への善意・寄付
ありがとうございます


