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俄広報あんじょう 2013.9.15

■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１０月２０日掌午後１時３０分～３時３０分
■場刈谷市産業振興センター
■内乳がん専門医の講演・乳がん治療経
験者・看護師などによる意見交換

■定３００人（定員を超えた場合は抽選）
■申１０月１０日昭までに郵便番号・住所・
氏名・年齢・性別・電話番号・参加
人数を、ハガキ・ファクス・Ｅメー
ルで県健康対策課（〒４６０－８５０１住所
記載不要／胃０５２〈９５４〉６９１７／kenk
otaisaku@pref.aichi.lg.jp）へ

■問県健康対策課（緯０５２〈９５４〉６３２６）、市
保健センター（緯〈７６〉１１３３）

ンクリボンフォーラムあ
いち

ピ

■時９月２１日松午後１時～４時、２２日掌

午前９時３０分～午後３時３０分
■場中部公民館
■内「見直そう！日々の暮らし」をテーマ
に展示・体験コーナー・発表など
■問商工課（緯〈７１〉２２３５）

費生活展消

業支援セミナー創
■時１０月１２日松午後１時３０分～４時
■場安城商工会議所
■内創業の基礎知識とビジネスプランの
立て方、計画的な資金調達
■講天野卓男氏（税理士）、愛知県信用保

たく お

証協会講師
■対創業予定または、創業・経営に興味
がある人
■定２０人（定員を超えた場合は抽選）
■申１０月９日昌までの午前９時～午後５
時（松掌抄を除く）に電話か申込書を
ファクスで市商工課（緯〈７１〉２２３５／
胃〈７６〉００６６）または商工会議所（緯〈７
６〉５１７５／胃〈７６〉４３２２）へ
※申込書は同課・市公式ウェブサイ
ト・同会議所ウェブサイトで配布。

内公園の催し堀
■場■問堀内公園（緯〈９９〉５９４７）
ビンゴ大会
■時９月２１日松午後１時・３時（雨天時
は２２日掌に順延）

■内ビンゴになると遊具利用券を進呈
■対小学生以下
■定各５０人（当日先着順）
■他開始１０分前から、参加する本人のみ
にビンゴカードを配布します
じゃんけん大会
■時９月２３日抄午後２時・３時（雨天中
止）
■内じゃんけんに勝つと遊具利用券を進
呈
■対小学生以下
■定各５０人（当日先着順）
作ってみよう！「万華鏡づくり」
■時９月２８日松午前１０時～午後３時（雨
天時は２９日掌に順延）

■対小学生以下
■定５０人（当日先着順）
作ってみよう！「ストローコプタ―」
■時１０月５日松午前１０時～午後３時（雨
天時は６日掌に順延）

■内ストローで竹とんぼを作成
■定５０人（当日先着順）
南吉スタンプラリー
■時１０月５日松・６日掌・１２日松～１４日
抄・１９日松・２０日掌・２６日松・２７日
掌

■内クイズ形式のスタンプラリー。スタ
ンプを集めた人に参加賞を進呈
■対小学生以下
■他１日につき台紙1人１枚

■時１日昇～４日晶・６日掌・８日昇～
１２日松・１４日抄・１６日昌～１９日松・
２２日昇～２５日晶・２９日昇～３１日昭午
後１時～４時（６日は午前１０時から、
いずれも受け付けは
午後２時まで）

■対小学生以上（小学１・
２年生は保護者同伴）
■場■問埋蔵文化財センタ
ー（緯〈７７〉４４９０）

月の土器づくり教室１０

月の産直市今
■時９月２８日松午前９時から（商品がな
くなり次第終了）

■場碧海信用金庫
本店前（御幸
本町）
■内地元産野菜の
販売・調理の
アドバイス

■問農務課（緯〈７１〉
２２３３）

■時９月１９日昭午前１０時～午後４時３０分
■場西尾信用金庫安城支店（相生町）
■他刈谷市・岡崎市の献血ルームでは、
毎日献血ができます（晶、年末年始
を除く）

■問市保健センター（緯〈７６〉１１３３）

血にご協力ください献

新新鮮な野菜を販新鮮な野菜を販売売

■時１０月９日昌午後２時～５時
■場文化センター
■内講演「認知症を正しく理解しよう」
「実父母・義父母、４人の介護から」
など。医師・保健師・医療ソーシャ
ルワーカーなどによる個別相談会も
あり

■講川畑信也氏（八千代病院神経内科部
のぶ や

長・認知症疾患医療センター長）、大
脇妙子氏（公益社団法人認知症の人

たえ こ

と家族の会愛知県支部世話人）など
■定５００人（当日先着順）
■問市介護保険課（緯〈７１〉２２２６）、八千代
病院認知症疾患医療センター（緯〈３３〉
５５５６）

知症を知る講演会「気になり
ませんか？物忘れと認知症」

認

■時１１月５日昇午後１時３０分～３時１５分
■場教育センター
■内私が「母」「家族」を語るなら～家族の
大切さ、母の存在とは～

■講佐野有美氏（車いすのアーティスト）
あ み

■定２１０人（先着順）
■申１０月１日昇～４日晶午前９時～午後
５時に電話で教育センター（緯〈７５〉
１０１０）へ

れあい講演会ふ

土土器づく土器づくりり おぞら歴史教室「三河一
向一揆の舞台をめぐる」

あ

■時１０月２６日松午前９時～午後４時３０分
■場本
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■講天野暢保氏（文化財
のぶ やす

保護委員長）
■対市内在住・在勤・在学の人
■定２０人（定員を超えた場合は抽選）
■￥２０００円（昼食代含む）
■持筆記用具・水筒・雨具
■申１０月４日晶まで（必着）に、住所・氏
名・年齢・電話番号を郵送・ファク
ス・Ｅメールで歴史博物館「第２回
あおぞら歴史教室」係（〒４４６－００２６
安城町城堀３０／胃〈７７〉６６００／bunka
zai@city.anjo.aichi.jp／緯〈７７〉４４７
７）へ

本本證寺などを本證寺などを見見学学
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家庭の日ポスターを募集

■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
広報あんじょう 2013.9.15峨

今、自治体には、中長期的な課題を
あらかじめ発見し、組織横断的な意思
決定ができる専門的な組織が必要です。
そこで、来年４月に自治体シンクタ
ンク「（仮称）安城市みらい創造研究所」
を設立するため、準備室を１０月に設置
します。これは、市役所内部に設置す
るものとしては、県下で初めてとなり
ます。
この研究所は、情報の分析と政策の
研究をし、今後の本市に必要な政策の
立案や事業の実現を目指していきます。
■問企画政策課（緯〈７１〉２２０４）

下初！自治体シンクタン
クを設立

県

毎月第３掌は「家庭の日」です。
■内親子・家族がそろった生活の様子など「家庭の
日」を表現し、作品に「家庭の日」の言葉を入れ
たもの サイズ・画材獅自由

■対市内在住の小・中学生
■他優秀作品には賞状と賞品、全員に参加賞を進呈。
優秀作品は来年のカレンダーに掲載します

■申１０月２７日掌までの午前８時３０分～午後５時１５分
（休館日を除く）に、作品を持って青少年の家
（緯〈７６〉３４３２）へ 家家庭の日カレンダ家庭の日カレンダーー

■時１２月２日捷までの午前８時３０分～午
後５時１５分（松掌抄を除く）
■内大規模小売店舗を設置する者の名称
および代表者の変更など 店舗名称
獅アピタ安城南店（桜井町）
■場■問県商業流通課（緯０５２〈９５４〉６３３８）、
市商工課（緯〈７１〉２２３５）

規模小売店舗立地法に係
る届出書の縦覧

大

■問市保健センター（緯〈７６〉１１３３）
９月２０日晶～２６日昭は動物愛護週間
ペットは命ある生き物です。家族の
一員として責任を持って飼いましょう。
繁殖を希望しないのであれば、去勢や
避妊手術をしましょう。
ふんの放置、リードをつけずに散歩
することはマナー違反です。他人に迷
惑をかけない飼育をしましょう。
９月２８日松は「世界狂犬病デー」
人への感染防止には、犬への狂犬病
予防接種が最も有効です。
犬を飼ったら必ず登録をし、狂犬病
の予防接種を毎年受けさせてください。
世界では、１０分間に１人が狂犬病で亡
くなり、多くは犬にかまれることが感
染原因です。

と動物が共生するまちを
目指そう

人

祉への善意
ありがとうございます

福

７月分／受け付け順／敬称略
市社会福祉協議会 善意銀行
北部福祉センター利用者、のぞみ会、
㈱エイ・ダブリュ・サービス、杉浦広
志、総合福祉センター利用者、ほほえ
みダンス、東端の老人、若田貞男、作
野トータル、匿名
市役所関係
愛知県中央信用組合、田中雅子

■内小規模多機能型居宅介護諮事業者獅

医療法人愛生館 予定地獅福釜町地
あい せい かん

内（安城西中学校区） 事業開始時期
獅来年４月予定
■問介護保険課（緯〈７１〉２２２６）

護保険地域密着型サービ
ス事業者を決定

介

宅・土地統計調査にご協
力を

住

１０月１日昇現在の住宅・土地統計調
査を実施します。これは、住生活に関
する重要な調査で、全国約３５０万世帯
を対象とした調査です。統計調査員が
調査世帯を訪問しますので、調査票へ
の記入やインターネットでの回答をお
願いします。統計法に基づき、調査内
容の秘密は厳守されます。
■問経営管理課（緯〈７１〉２２０５）

８月１０日に西尾市で開催された県消
防操法大会に、本市代表の桜井北部分
団がポンプ車の部にて、５位入賞を果
たしました。
■問防災危機管理課（緯〈７１〉２２２０）

井北部分団が入賞桜

換水清掃・施設点検のため、プール・
トレーニングルームを休館します。
■時プール獅１０月１日昇～１８日晶 トレ
ーニングルーム獅１０月７日捷・１４日
抄～１８日晶

■問マーメイドパレス（緯〈９２〉７３５１）

ーメイドパレスの休館マ

■時運動期間獅

９月２１日松

～３０日捷

■問市民安全課
（緯〈７１〉２２１
９）

の交通安全市民運動秋

桜桜井北部分団の皆さ桜井北部分団の皆さんん

市公式ウェブサイト内「青少年の家」
ページで予約状況が閲覧できます。予
約はできません。予約は直接または電
話で受け付けますので、実際の予約状
況とウェブサイトの情報とが異なる場
合があります。ご注意ください。
■時開始日時獅１１月１日晶午前９時
■問青少年の家（緯〈７６〉３４３２）

少年の家の予約状況がイン
ターネットで見られます

青

三河都市計画生産緑地地
区変更案の縦覧

西

西三河都市計画生産緑地地区変更案
を見ることができます。この案に意見
のある人は期間中、市へ意見書を提出
することができます。
■時９月２７日晶～１０月１１日晶午前８時３０
分～午後５時１５分（松掌は除く）

■内西三河都市計画生産緑地地区の変更
■場■問都市計画課（緯〈７１〉２２４３）

安安全運転を心がけ安全運転を心がけてて


