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芽広報あんじょう 2013.6.1

女共同参画週間イベント
さんかく楽（がく）集会

男

■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。

境月間県民のつどい環

内公園の催し堀

ぼう！河川の役割学
■時６月２３日掌午前８時～午後５時
■場河川環境楽園（岐阜県各務原市） 集
合・解散閣市役所西会館前駐車場

■内国営木曽三川公園自然発見館と世界
淡水魚園水族館アクア・トトぎふの
見学

■定４０人（先着順）
■￥１３００円
■持弁当・歩きやすい服装
■申６月６日昭～１５日松午前１０時～午後
４時（掌捷を除く）に住所・氏名・年
齢・電話番号を、電話・ファクス・
Ｅメールでエコネットあんじょう
（緯・胃〈５５〉１３１５／info@econet
anjo.org）へ

トールペイント教室
■時６月１５日松・１６日掌午前１０時から
■講安永愛子氏(Malberry主宰）

あい こ

■定各５０人（当日先着順）
■￥７００円から
愛知県産米粉を使った「クッキーファ
クトリー」
■時６月１５日松～１７日捷・２２日松～２４日
捷午前１０時～午後３時３０分

■￥７００円
手作りパン教室「アップルパイと動物
あんパン」
■時６月１５日松・１６日掌・２３日掌午後１
時・２時３０分

■定各１８人（先着順）
■￥６００円
■申当日午前９時３０分から直接または電
話で同クラブハウスへ

ジェルキャンドル教室
■時６月２２日松・２３日掌午前１０時から
■定各５０人（当
日先着順）

■￥１２００円から

フォトマスターＥＸによる写真講座
「何のために撮影するのか」
■時７月５日晶・１９日晶午前１０時（全２回）
■講鶴田郁夫氏（フォトマスターＥＸ）

いく お

■定２０人（先着順）
■￥２３００円
■申６月５日昌午前９時３０分から直接ま
たは電話で同クラブハウスへ
テーブルフォトふわふわ写真講座
■時７月１０日昌・２４日昌午前１０時（全２回）
■講岡本由樹子氏

ゆ き こ

■定２０人（先着順）
■￥２３００円
■申６月５日昌午前９時３０分から直接ま
たは電話で同クラブハウスへ

寄せ植え講座「トロピカル観葉植物」
■時７月１２日晶午前１０時
■講野正美保子氏（ＲＨＳＪコンテナガ

の まさ み ほ こ

ーデニング・マスター）
■定２０人（先着順）
■￥３５００円
■申６月５日昌～２８日晶午前９時３０分～
午後５時（昇を除く）に、直接または
電話で同クラブハウスへ

■時６月５日昌諮開演獅午後１時３０分か
ら 開場獅午後1時

■場県女性総合センター（ウィルあいち）
■内環境保全関係功労者表彰式、講演会
テーマ施時代を読む～持続可能な社
会に向けて～

■講田原総一朗氏（ジャーナリスト）
そう いち ろう

■定８００人（当日先着順）
■問県環境部環境活動推進課（緯０５２〈９５４〉
６２０８）、市環境首都推進課（緯〈７１〉２２０
６）

■時６月２９日松午後１時３０分～４時
■場市民交流センター
■内３月に策定した「第３次安城市男女
共同参画プラン～みとめあい ささ
えあい ともに歩もう 確かな一歩
～」についての講演を聞き、男女共
同参画について身近なテーマで考え
てみませんか

■講林陽子氏（中部学院大学子ども学部
よう こ

学部長）
■他託児の必要な人は、６月１４日晶まで
に市民協働課へ（有料）

■問市民協働課（緯〈７１〉２２１８）

■場■問堀内公園（緯〈９９〉５９４７）
父の日記念お父さんに手作りプレゼン
トをあげよう
■時６月１５日松午前１０時～午後３時
■対小学生以下
■定５０人（当日先着順）
父の日記念汽車無料開放
■時６月１５日松・１６日掌

■対子どもと利用する、１８歳以上の男性
保護者

大人向け講座「花の小物作り」
■時６月２１日晶午前１０時～正午
■内デコクレイ粘土であじさいの小物作り
■講飯田恵美氏（デコクレイアカデミー

めぐ み

講師）
■対１８歳以上
■定１０人（先着順）
■￥５００円
■申６月５日昌～２０日昭午前９時～午後
４時３０分（捷を除く）に直接または電
話で同園へ

作ってみよう！七夕飾り
■時６月２２日松午前１０時～午後３時（雨
天の場合は２３日掌に順延）

■定５０人（当日先着順）
あじさいまつり
■時６月２９日松・３０日掌午前１０時～午後
３時（景品が無くなり次第終了）

■内輪投げなどの模擬店を開催（有料）
水の舞台を開放
■時６月１５日松・１６日掌・２２日松・２３日
掌・２９日松・３０日掌、７月６日松・
７日掌・１３日松～１５日抄午前１０時～
午後４時（雨天の場合は中止）

■内水の舞台を水遊び場として開放
■対小学生以下
■他未就学児は、１８歳以上の保護者同伴。
オムツ着用は不可（水遊びパンツの
上に水着着用で利用可）

月の再生家具入札販売今
■時６月９日掌午前９時～正午
■場リサイクルプラザ
■問清掃事業所（緯〈７６〉３０５３）、当日の問
い合わせ（緯０９０〈９８９２〉２９３３）

掘掘り出し物がみつかるか掘り出し物がみつかるかもも

ジェルキャンドジェルキャンドルル

■場■問同クラブハウス（緯〈９２〉７１１２）
■他入園料別途。都合により変更の場合あり。詳細は問い合わせてください

ンパーククラブハウスの教室・講座デ

■時対象期間閣７月２０日松～８月３１日松

午前６時３０分～６時４０分
■内地域でラジオ体操をするグループを
募集。体操参加の宣言をしたグルー
プにはラジオ体操カードなどを配布

■申６月３０日掌午後５時まで（捷を除く）
に宣言書を持参か郵送、ファクス、
Ｅメールで市体育館（〒４４６－００６１新
田町新定山４１－８／胃〈７７〉９２９３／
my-sports-anjo@city.anjo.lg.jp
／緯〈７５〉３５３５）へ
※宣言書は、同館・市公式ウェブサ
イトで配布。

はよう！ふれあいラジオ
体操会
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ポーツセンターの講座ス
■場■問市スポーツセンター（緯〈７５〉３５４５）
■他施設の利用が初めての人も参加でき
ます

■申６月６日昭～開催日前日午前９時～
午後８時（捷を除く）に直接または電
話で同センターへ
夏季アクアビクス＆トレーニング
■時７月４日昭・１１日昭・１８日昭・２５日
昭午後１時～２時（全４回）

■内アクアビクスをしながらアクアミッ
トなどを使用したトレーニングを体
験

■対１８歳以上
■定２０人（先着順）
■￥施設使用料
■持水着・水泳帽子
ステップエアロ
■時７月６日松・１３日松・２０日松・２７日
松午前１０時３０分～１１時３０分（全４回）

■内ステップ台を昇降しながらカロリー
を消費します

■対１５歳以上（中学生を除く）
■定１５人（先着順）
■￥施設使用料
■持運動のできる服装・タオル・室内シ
ューズ・飲み物（ペットボトル）
夏のタイム測定会
■時７月７日掌午後１時～３時
■内自動計測装置を使用。２５ｍ・５０ｍ・
１００ｍのうち２種目まで申し込み可

■対２５ｍ泳ぐことができる人（小学３年
生以下は保護者同伴。保護者1人に
つき２人まで）

■定２５人（先着順）
■￥施設使用料
■持水着・水泳帽子（保護者も必要）
ニュースポーツ体験会
■時７月２０日松午前１０時～正午
■内ミニテニス・ソフトバレーの２種目
を体験

■定２０人（先着順）
■持運動のできる服装・タオル・室内シ
ューズ・飲み物（ペットボトル）

■他小学３年生以下は保護者同伴

ーメイドパレスの催しマ
■場■問マーメイドパレス（緯〈９２〉７３５１）
ジャンケン大会
■時６月９日掌午後２時
■内造波プールでジャンケン大会を開催
します。勝った人には招待券を進呈

■対当日プールを利用した人
■定１００人（当日先着順）
■￥施設利用料
アロマテラピーにふれよう
■時６月１１日昇午前１０時３０分～１１時３０分
■内サンダル美人に！精油を使った、か
かとツルツルクリーム作り

■講近藤晃己氏（日本アロマ環境協会イ
てる み

ンストラクター）
■対１８歳以上
■定１０人（先着順）
■￥１４００円
■申６月５日昌午前１０時から直接または
電話でマーメイドパレスへ
父の日プレゼント
■時６月１６日掌午前１０時から
■内父の日を記念して、粗品を進呈
■対プールまたはトレーニングルームを
利用する男性

■定１００人（当日先着順）
着衣水泳体験会
■時６月１６日掌午後６時～７時
■内服を着たままプールへ入り、服の重
さを体験し、水難事故を防ぐ技術と
知識を学ぶ

■対小学３年生までの子とその保護者
■定３０組（先着順）
■￥施設利用料
■持水着・濡れてもいい服・タオル（い
ずれも洗濯済みのもの）

■申６月５日昌午前１０時から直接または
電話でマーメイドパレスへ

フットセラピー体験会
■時６月２６日昌午前１０時３０分～１１時３０分
■対１８歳以上
■定１５人（先着順）
■￥５００円
■持運動のできる服装、バスタオル・
フェイスタオル各２枚

■申６月５日昌午前１０時から直接または
電話でマーメイドパレスへ

託児あり！トレーニングジム利用会
■時６月２７日昭午前１０時３０分～正午
■内子どもが託児ルームで遊んでいる間
にトレーニングジムを利用できます

■対生後６ヶ月～未就園児とその保護者
■定５人（先着順）
■￥施設利用料
■申６月５日昌午前１０時から直接または
電話でマーメイドパレスへ

■時■場６月１１日昇～７月５日晶 市教育
センター施午前９時～午後８時（松

掌を除く） 中央図書館施午前９時
～午後７時（捷・６月２８日晶を除く。
松掌は午後５時まで）

■問市教育センター（緯〈７５〉１０１０）

科書展示会教

史博物館の催し歴
■場■問歴史博物館（緯〈７７〉６６５５）
入門講座 安城の歴史
■時６月２２日松午後２時～３時３０分
■内江戸時代の村と庶民
映画会 松本清張シリーズ韻

■時６月２３日掌午前１０時
■内「眼の壁」（１９５８年作品） 出演閣佐田
啓二
けい じ

、鳳八千代、朝
や ち よ

丘雪路
ゆき じ

種防火管理新規講習甲

山苑ジャズコンサート丈
■時６月２２日松午後２時～３時
■内出演施森谷ワカ（ボーカル・ピアノ）、

もり や

名古路一也（ベース）、青木弦六（ギタ
な こ じ かず や げんろく

ー）
■￥入苑料１００円
（中学生以下
無料）

■場■問丈山苑（緯

〈９２〉７７８０）

■時７月１１日昭・１２日晶午前９時４５分～
午後４時（全２回）

■場刈谷市産業振興センター
■定１５６人（先着順）
■￥３５００円
■申６月１７日捷～２１日晶午前８時３０分～
午後５時に、申込書と証明写真（縦
４尺×横３尺で３カ月以内に撮影）
を持って安城消防署（緯〈７５〉２４５８）へ
※申込書は同署・衣浦東部広域連合
ウェブサイトで配布。

森森谷ワ森谷ワカカ

ーメイドパレスの講座マ
■場■問マーメイドパレス（緯〈９２〉７３５１）
水中講座
■時６月１２日昌午前１１時～正午
■内■定初級水泳「クロールから始めま

しょう」施２０人 体験アクアビクス
施４０人（いずれも先着順）

■対１８歳以上
■￥施設利用料
■他託児あり（生後６カ月～未就園児／
先着５人）

■申６月５日昌午前１０時から直接または
電話でマーメイドパレスへ
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お 命講習会救

ンパークの展示会デ

広報あんじょう 2013.6.1

障害者委託訓練県
自転車購入費補助金交付申請に必要
な講習会です。補助金の詳細は、本紙
４月１日号をご覧ください。
■時６月１５日松、７月２０日松午前１０時～
１１時３０分
■場市民会館
■持筆記用具（講習会直後に補助金申請
をする人は、必要書類・印鑑・通帳）

■申各講習日の３日前までに都市計画課
（緯〈７１〉２２４３）へ

転車安全利用講習会自

安城・碧南・刈谷・知立・高浜市在
住、在勤、在学の人はどの会場でも受
講可能。
■定各２０人（先着順）
■問衣浦東部広域連合消防局消防課（緯

〈６３〉０１３５）
普通救命講習Ⅲ
■時６月１５日松午前９時～正午
■場安城消防署
■内小児・乳児・新生児の心肺蘇生法、
ひきつけ、のどに異物が詰まった時
の処置
■申６月５日昌午前９時から同署救急係
（緯〈７５〉２４９４）へ
普通救命講習Ⅰ
■時６月１６日掌午前９時～正午
■場知立消防署
■内心肺蘇生法（気道確保、人工呼吸、
胸骨圧迫）、ＡＥＤ使用法、止血法な
ど
■申６月５日昌午前９時から同署救急係
（緯〈８１〉４１４４）へ
上級救命講習
■時６月２２日松午前９時～午後６時
■場刈谷消防署
■内心肺蘇生法（気道確保、人工呼吸、
胸骨圧迫）、ＡＥＤ使用法、止血法、
搬送法、外傷の手当てなど
■申６月５日昌午前９時から同署救急係
（緯〈２３〉１２９９）へ

■時■場６月２６日昌、７月２４日昌、８月２８
日昌、９月２５日昌、１０月２３日昌、１１
月２７日昌午前１０時～１１時３０分（全６
回）

■場安祥閣
■講川角美都理氏（生田流宮城派師範）

み ど り

■対箏の経験が多少ある人
■定１５人程度（先着順）
■￥１回１０００円
■他箏レンタル有り（有料）
■申６月５日昌午前９時から（捷を除く）
電話で安祥閣（緯〈７４〉３３３３）へ

ビジネスコミュニケーション／Ｗｅ
ｂ制作基礎隠

■時８月２０日昇～１１月１８日捷の捷～晶午
前１０時～午後３時

■場各訓練生の自宅
■内ビジネスコミュニケーション、ＨＴ
ＭＬとＣＳＳの記述・画像編集スキ
ルを習得。在宅での作成が可能に

■対移動が困難な身体障害があり、自宅
にインターネット設備を持ち、メー
ル・オフィスソフトの操作ができる人
■定５人（面接で選考）
■申７月２３日昇までにハローワーク刈谷へ
■場ハローワーク刈谷（緯〈２１〉５００１）、愛
知障害者職業能力開発校（緯０５３３〈９３〉
２１０２）、市障害福祉課（緯〈７１〉２２２５）

■時６月５日昌～１７日捷

■内青木元子氏染花と手づくり盆栽「四
季の花々」展。表情豊かに創作した
アートフラワー作品を約７０点展示し
ます

■￥入園料
■場■問デンパーク（緯〈９２〉７１１１）

■財政状況の公表（５月公表分）
３月３１日現在の平成２４年度予算執行状況をお知らせします。

■問総務課（緯〈６３〉０１３１）

◆◆◆衣浦東部広域連合からのお知らせ◆◆◆

■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。

■６月２日掌～８日松は危険物安全
週間 標語獅「あなたこそ 無事故
を担う 司令塔」
油類の保管場所・貯蔵容器・取り
扱いを今一度確認してください。
ガソリンや軽油の危険性
暫ガソリンは気化しやすく、小さな
火源でも爆発的に燃焼します

暫ガソリンの蒸気は空気より重く、
くぼみなどに溜まり、静電気など
によって引火する危険があります

暫軽油はいったん火災が発生すると、
大火災になる危険があります
ガソリンや軽油を入れる容器
容器は、材質
により容量が制
限されています。
灯油用ポリ容器
にガソリンを入
れるのは非常に
危険です。
■問予防課（緯〈６３〉０１３７）

所有財産
（土地） ２８５．９８㎡
（建物）２０，１８８．１１㎡

単位：千円■歳出
執行率（％）構成比（％）支出済額予算現額科目
７９．９０．０１，６９７２，１２４議会費
８８．９３．７１６２，０９４１８２，３２３総務費
９１．６９６．１４，２６１，８７１４，６５４，８７１消防費
９５．７０．２１１，０７１１１，５７４公債費
０．００．００２０，０００予備費
９１．１１００．０４，４３６，７３３４，８７０，８９２計

■財政状況の公表（５月公表分）
３月３１日現在の平成２４年度予算執行状況をお知らせします。

■問総務課（緯〈６３〉０１３３）
広域連合債の現在高（消防債）

単位：千円
構成比（％）現在高区分
１００．０７０，２０９計

市

別

３９．３２７，６１２安城市分
０．００碧南市分
４４．８３１，４４０刈谷市分
０．００知立市分
１５．９１１，１５７高浜市分
１００．０７０，２０９計

借
入
先
別

８４．１５９，０５２
愛知県都
市職員共
済組合

１５．９１１，１５７
愛知県
中央信用
組合

平成２４年度一般会計予算執行状況
単位：千円■歳入
収入率（％）構成比（％）収入済額予算現額科目
１００．０９５．７４，６６７，００４４，６６７，００５分担金及

び負担金
１３３．６０．４１８，４４９１３，８０８使用料及

び手数料
１００．００．３１６，５６３１６，５６４国庫支出金
０．００．００２県支出金

１５，７００．００．０１５７１財産収入
１０２．４０．４２１，５００２１，０００寄付金
１００．０２．９１４１，７４６１４１，７４５繰越金
１３５．８０．３１４，６１７１０，７６７諸収入
１００．２１００．０４，８８０，０３６４，８７０，８９２計


