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解広報あんじょう 2014.4.1

■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。

■場■問市スポーツセンター（緯〈７５〉３５４５）
アクアビクス体験会
■時４月１０日昭・１７日昭・２４日昭午後１
時～２時（いずれか１日のみ）

■対１８歳以上
■定各５人（先着順）
■￥施設利用料
■持水着・水泳帽子
■申開催日当日の午前９時～開始時間に
同センターへ
親子水泳教室（初心者向け）
■時５月１１日掌～６月１５日掌の毎週掌

陰午前１０時～１１時 隠午前１１時～正
午（全６回）

■対陰獅４～６歳児とその保護者 隠獅

小学１～３年生とその保護者
■定各１５組（先着順）
■￥３５００円
■持水着・水泳帽子・必要な人はゴーグ
ル
■申４月６日掌～２０日掌の午前９時～午
後８時（捷を除く）に同センターへ
ウォーキング基本教室
■時５月１３日昇・２０日昇・２７日昇、６月
３日昇午前１０時３０分～１１時３０分（全
４回）

■対６０歳以上で運動制限のない人
■定１０人程度（先着順）
■￥施設利用料
■持運動のできる服装・室内シューズ・
タオル・飲み物（ペットボトル）・帽
子

■他天候により屋内または屋外を歩きま
す
■申４月６日掌～開催日前日の午前９時
～午後８時（捷を除く）に同センター
へ
体力しらべ会
■時５月１５日昭午前１０時～正午
■内６種目を測定し、体力レベルを算出
■対６５～７９歳で運動制限のない人
■定１５人程度（先着順）
■持運動のできる服装・室内シューズ・
タオル・飲み物（ペットボトル）
■申４月６日掌～開催日前日の午前９時
～午後８時（捷を除く）に同センター
へ

ンパーク花・暮らしの講
座

デデデデデデデデデデデンパーククラブハウスの
体験教室

デデデデデデデデデデデ

■他入園料別途。都合により日程変更の
場合あり
■場■問同クラブハウス（緯〈９２〉７１１２）
愛知県産の米粉を使った「クッキー
ファクトリー」

■時４月５日松～７日捷・１２日松～１４日
捷・１９日松～２１日捷午前１０時～午後
３時３０分
■￥７５０円
■申時間内に同クラブハウスへ
デニッシュパンと動物あんパンづくり
■時４月５日松・６日掌・１２日松・１３日
掌・１９日松午後１時・２時３０分

■定各１８人（先着順）
■￥５５０円
■申当日午前９時３０分から同クラブハウ
スへ

木工ペイント教室
■時４月１２日松・１３日掌午前１０時から
■内ネームプレートやスイングバードな
どを作成
■定各５０人（当日先着順）
■￥５００円から
３Ｄカードクラフト教室
■時４月１９日松・
２０日掌午前１０
時～午後３時
■講吉田譲氏（デ

ゆずる

コグラフ工房）
■定各５０人（当日
先着順）
■￥４００円

種防火管理新規講習甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲
■時５月２２日昭・２３日晶午前９時４５分～
午後４時（全２回）

■場市民会館
■定１６２人（先着順）
■￥４０００円
※受講料は当日お支払いください。

■申４月２１日捷～２５日晶午前８時３０分～
午後５時に申込書と写真（縦４㎝×
横３㎝で３カ月以内に撮影）を持っ
て、直接安城消防署（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。

■場同クラブハウス
■申特に記載のない講座は、４月５日松

午前９時３０分から同クラブハウス
（緯〈９２〉７１１２）へ
押し花講座
■時５月８日昭・２２日昭、６月５日昭・
１９日昭、７月３日昭・１７日昭午前１０
時（全６回）

■講長谷川はる子氏
■定３０人（先着順）
■￥６０００円、別途材料費（新規の人獅６０００
円 継続の人獅実費）
■他期間中の入園パスポート付き
フラワーアレンジメント講座
■時５月８日昭・２２日昭、６月５日昭・
１９日昭、７月３日昭・１７日昭午後１
時３０分（全６回）
■講山口秋子氏

あき こ

■定３０人（先着順）
■￥６０００円、別途材料費（１回２０００円）
■他期間中の入園パスポート付き
寄せ植え講座「長く楽しめる寄せ植え」
■時５月９日晶午前１０時
■講野正美保子氏（ＲＨＳＪコンテナガーデ

の まさ み ほ こ

ニングマスター）
■定２０人（先着順）
■￥４０００円、別途入園料
■持薄手袋・はさみ・エプロン（ガーデ
ニング用）

■申４月５日松～２５日晶午前９時３０分～
午後５時（昇を除く）に同クラブハウ
スへ
ペーパークイリング講座
■時５月２１日昌、６月１８日昌、７月１６日
昌、９月１７日昌、１０月１５日昌、１１月
１９日昌午前１０時～午後０時３０分（全
６回）
■講磯貝裕子氏（ボ

ゆう こ

タニカルクイリ
ングジャパン認
定講師）
■定１６人（先着順）
■￥６０００円、別途材
料費（１回２０００
～３０００円）、入園料
ハーブと雑貨のある暮らし講座～初め
てさんのガーデニング編～
■時５月２３日晶、６月２７日晶、９月１９日
晶、１０月２４日晶、１１月２８日晶午前１０
時（全５回）
■講杉浦なお壬氏（ガーデンデザイナー）

み

■定１６人（先着順）
■￥５０００円、別途材料費（１回５００～１０００
円）、入園料

ペペーパークイリンペーパークイリンググ

３Ｄカー３Ｄカードド

イースターのクッキーを作りまイースターのクッキーを作りますす

市スポーツセンタ市スポーツセンターー

スポーツセンターの催し市市市市市市市市市市市
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■場■問マーメイドパレス（緯〈９２〉７３５１）
造波プールで「ジャンケン大会」
■時４月２０日掌午後２時
■内ジャンケンに勝った人に施設利用券
を進呈

■対当日プールを利用した人
■￥施設利用料
水中講座
■時４月１６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（６カ月～未就園児、先着
５人）

■申４月８日昇午前１０時からマーメイド
パレスへ

フットセラピー体験会
■時４月２３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
■持動きやすい服装、バスタオル・フェ
イスタオル各２枚

■申４月８日昇午前１０時からマーメイド
パレスへ

託児あり！トレーニングジム利用会
■時４月２５日晶午前１０時３０分～正午
■内初めての人は講習会もあり
■対６カ月～未就園児とその保護者
■定５組（先着順）
■持運動のできる服装・室内シューズ
■申４月８日昇午前１０時からマーメイド
パレスへ

ーメイドパレスの講座マママママママママママ

エエココキキッッズズススククーールルエコキッズスクール
■時■内右表のとおり
■対市内在住の小
学１～６年生

■定２０人（定員を
超えた場合は
抽選）

■￥１０００円
■申４月２日昌～
１４日捷午前１０
時～午後４時（松掌を除く）に、住
所・氏名・学校名・学年・電話番
号・ファクス番号・Ｅメールアド
レスを、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＠ｅｃｏｎｅｔａｎｊｏ．ｏ
ｒｇ）へ

内容とき
開講式、ゲームで体験
「市のごみ分別」４月２７日掌

花植え体験６月７日松

じゃがいも収穫と大豆の
植え付け６月２２日掌

「ペットボトル工場」施設
見学７月２１日抄

半場川で魚と遊ぼう８月予定
七夕の竹で炭焼き体験１０月２６日掌

エコ工作１１月２３日抄

地元の大豆で豆腐作り１２月２１日掌

環境学習、閉講式来年１月２５
日掌

※時間は午前１０時～１１時３０分（変更の
場合あり）

■場■問丈山苑（緯〈９２〉７７８０）
週末春の宵開苑
■時４月２６日松・２７日掌

■内午後７時まで開苑（入苑は午後６時
３０分まで）
■￥入苑料１００円（中学生以下は無料）、呈
茶料３００円
丈山苑あじさいコンサート
■時６月７日松午後６時～７時
■内尺八を中心とした演奏 演奏施岩田
卓也氏
たく や

■定１００人（先着順）
■￥１０００円（入苑料・呈茶料込み。中学
生以下は９００円）
■申４月８日昇午前９時から電話で丈山
苑へ

山苑の催し丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈

■時５月１１日掌～６月２９日掌の毎週掌午
前１０時～１１時３０分（全８回）

■場市民会館
■内学校や日常生活で必要な日本語学習
■対市内小学校に通う外国籍児童または
外国にルーツのある児童

■定１５人（定員を超えた場合は抽選）
■￥４００円
■他会場まで保護者が送迎してください。
なお、子どもに日本語を教えるボラ
ンティアも募集しています

■申４月４日晶～２５日晶午前８時３０分～
午後５時１５分（松掌を除く）に国際交
流協会（市民協働課内／緯〈７１〉２２６０）
へ

期子ども日本語教室春春春春春春春春春春春

血にご協力ください献献献献献献献献献献献
■場■時安城碧海看護専門学校（安城町）獅
４月８日昇午後１時３０分～４時３０分
市役所獅４月１３日掌午前１０時～午後
３時３０分

■他上記以外でも刈谷・岡崎の献血ルー
ムでは、松～昭（年末年始を除く）に
献血ができます

■問市保健センター（緯〈７６〉１１３３）

■時４月２７日掌～６月２９日掌の毎週掌

（全１０回） 陰クラス１施午前９時～
１１時 隠クラス２施午前９時～１０時
２０分 韻クラス３施午前１０時３０分～
１１時５０分
■場市民会館
■内初歩的な日本語の会話・文法（レベ
ルに応じクラス１～３に分かれます）
■対市内在住・在勤の１６歳以上で、日本
語の会話が初心者レベルの外国人
■定陰獅３０人 隠韻獅各１５人（いずれも
先着順）
■￥各１０００円
■他４月２０日掌にクラス分けの面接あり
■申４月７日捷からの午前８時３０分～午
後５時１５分（松掌を除く）に市民協働
課（緯〈７１〉２２１８）へ

本語教室日日日日日日日日日日日

トトレーニングジトレーニングジムム

丁寧に日本語を教えま丁寧に日本語を教えますす

収穫体験などしま収穫体験などしますす
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塊広報あんじょう 2014.4.1

■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。

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４月１９日松午前９時～正午
■場刈谷消防署
■内小児・乳児・新生児の心肺蘇生法、

そ せい

ひきつけ、のどに異物が詰まった時
の処置
■申４月５日松午前９時から刈谷消防署
（緯〈２３〉１２９９）へ
普通救命講習Ⅰ
■時４月２０日掌午前９時～正午
■場碧南消防署
■内心肺蘇生法、ＡＥＤ使用法、止血法
■申４月５日松午前９時から碧南消防署
（緯〈４１〉２６２５）へ

命講習会救救救救救救救救救救救

育て支援センターの講習
会

子子子子子子子子子子子

■場子育て支援センター（あんぱ～く内）
■他１人１講習まで
■申４月１７日昭午前９時から電話で子育
て支援センター（緯〈７２〉２３１７）へ

親子遊び講習会
■時４月２５日晶午前１０時～１１時３０分
■内親子で楽しもう！キッドビクス
■講元田久美子氏

もと だ く み こ

■対１歳～未就園児とその保護者
■定３０組（先着順）
子育て何でも相談広場
■時５月１６日晶午前１０時～１１時３０分
■内歯のお手入れのポイント
■講歯科衛生士
■対乳幼児とその保護者
■定２０組（先着順）
育児講習会
■時５月２７日昇午前１０時～１１時３０分
■内子どもの足と靴について
■講石原裕久氏

ひろ ひさ

■対乳幼児の保護者
※別室託児あり。
■定３０人（先着順）

パ講座パパパパパパパパパパパ

■時５月３１日松午前１０時～１１時３０分
■場子育て支援センター（あんぱ～く内）
■内パパと遊ぼう！
■講市育メン保育士
■対乳幼児とその父親
■定３０組（先着順）
■申４月１８日晶午前９時から電話で子育
て支援センター（緯〈７２〉２３１７）へ

■場■問歴史博物館（緯〈７７〉６６５５）
常設展ガイド（初心者向け）
■時４月１２日松午前１０時～正午、午後１
時～３時（随時受け付け）

■内館内の展示を解説（３０分・６０分コー
スから選択）
■￥２００円（中学生以下は無料）
企画展記念講演会
■時４月１２日松午後２時～３時３０分
■内「蓮如期三河真宗寺院の本尊～本證

れん にょ

寺・上
じょう

宮寺を中心に～」
ぐう じ

■講小山
お やま

正
しょう

文氏（同朋大学佛教文化研究
ぶん

所研究顧問）
体験講座「かしわもちをつくろう」
■時４月２０日掌午前１０時～正午
■講大久保里香氏

さと か

■定１５組（先着順）
※１組５人まで。１人での参加可。

■￥８００円
■申４月５日松午前９時から電話で同館
へ

史博物館の催し歴歴歴歴歴歴歴歴歴歴歴

ポーツセンターの教室ススススススススススス
■場市スポーツセンター
■持運動のできる服装・室内シューズ・
タオル・飲み物（ペットボトル）
■申４月６日掌～３０日昌の午前９時～午
後８時（捷を除く）に市スポーツセン
ター（緯〈７５〉３５４５）へ
高齢者マシン教室
■時５月９日晶～７月１１日晶の毎週晶午
後１時３０分～３時（全１０回）
■内簡単な運動とマシントレーニング
■対６０歳以上の人
■定１０人程度（先着順）
■￥４５００円
ＺＵＭＢＡ（ズンバ）
■時５月９日晶～７月１１日晶の毎週晶午
後１時３０分～２時３０分（全１０回）
■内ラテン系のリズムに合わせたエクサ
サイズ
■対１８歳以上
■定２０人程度（先着順）
■￥３８００円

■時■内春の夜空は動物がいっぱい施４月
５日松・６日掌・１２日松・１３日掌午
後１時３０分・３時（１３日は午後１時
３０分のみ） 絵画に見た星空施４月
１９日松・２０日掌・２６日松・２７日掌・
２９日抄午後１時３０分・３時
■￥５０円（中学生以下は無料）
■場■問文化センター（緯〈７６〉１５１５）

ラネタリウムの生解説プププププププププププ 子子どもとの触れ合いを楽しも子どもとの触れ合いを楽しもうう

子育てのアドバイスなどをしま子育てのアドバイスなどをしますす

ＺＵＭＢＡを一緒に踊ろＺＵＭＢＡを一緒に踊ろうう

かしわもちを楽しく作ろかしわもちを楽しく作ろうう

情
報
Ｂ
Ｏ
Ｘ

■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 2014.4.1壊

２次健康日本２１安城計画
を策定

第第第第第第第第第第第

■内基本方針施生活習慣を見直そう、病
気を予防しよう、健康を社会で支え
よう 計画の期間獅今年度～平成３５
年度（１０年間）
■他計画の詳細については、市保健セン
ター・市政情報コーナー・中央図書
館、市公式ウェブサイトで閲覧でき
ます。概要は、本紙の折り込みチラ
シをご覧ください
■問市保健センター（緯〈７６〉１１３３）

３次安城市地域福祉計画
を策定

第第第第第第第第第第第

■内基本目標施地域まるごと支え合いの
仕組みを創ろう、地域福祉の取り組

つく

みを支援する施策を充実させよう、
暮らしを支える多様なサービスを充
実させよう 計画の期間獅今年度～
平成３０年度（５年間）

■他計画の詳細は、社会福祉課・市政情
報コーナー・中央図書館、市公式ウ
ェブサイトで閲覧できます
■問社会福祉課（緯〈７１〉２２２３）

城市多文化共生プランを
策定

安安安安安安安安安安安

■内スローガン施多文化が花ひらくまち
安城～一人ひとりのルーツを認め、
つながり、輝く～ プランの期間獅

今年度～平成３０年度（５年間）
■他プランの詳細は、市民協働課・市民
課・市政情報コーナー・市国際交流
協会・各地区公民館・市民交流セン
ター・スポーツセンター・青少年の
家・中央図書館・社会福祉会館、市
公式ウェブサイトで閲覧できます

■問市民協働課（緯〈７１〉２２１８）

■問国保年金課（緯〈７１〉２２３２）
保険料仮徴収（年金天引き）の開始
対象者へ４月中旬に通知します。

■他納付を口座振替に変更する人は、振
り替え口座の通帳、通帳の届出印、
健康保険証を持って、国保年金課へ
※変更は申請から３・４カ月後です。

平成２６年度の保険料など
後期高齢者医療保険料などは２年ご
とに見直されます。平成２６・２７年度の
所得割率などは下表のとおりです。

※均等割額の５割軽減・２割軽減の対
象を拡大しました。

保養所の利用助成
■内来年３月３１日昇までの下記保養所の
宿泊料に対し、１泊１０００円（上限４
泊）を助成

■対後期高齢者医療制度被保険者
■申保養所へ同制度被保険者であること
を伝え、宿泊時に保養所窓口で健康
保険証と利用カード（初回利用時に
交付）を提示

電話番号対象保養所

緯０５６８〈６７〉３８１１レイクサイド入鹿
（犬山市）（※）

緯０５９４〈４２〉３３３０
名古屋市休養温泉
ホーム松ヶ島（三重
県桑名市）

緯０５６２〈８２〉０２３５あいち健康の森プラ
ザホテル（東浦町）

緯０５３１〈３５〉１１５１シーサイド伊良湖
（田原市）（※）

緯０５３３〈６８〉４６９６サンヒルズ三河湾
（蒲郡市）（※）

緯０５６５〈６２〉０１００百年草（豊田市）
※市民保養事業対象施設（詳しくは本
紙１５ページ参照）。

期高齢者医療制度後後後後後後後後後後後

平成２４・２５
年度

平成２６・２７
年度

４万３５１０円４万５７６１円均等割額
８.５５％９.００％所得割率
５５万円５７万円賦課限度額

道料金・下水道使用料消
費税相当額を変更

水水水水水水水水水水水

２月２８日までに市社会福祉協議会に
寄せられた義援金は９８９７万６１４４円です。
■問市社会福祉協議会総務課（緯〈７７〉２９４１）
２月１日～２８日受け付け分／敬称略
日浦耕一、募金箱への多数の寄付者

日本大震災義援金
ありがとうございます

東東東東東東東東東東東

の募金にご協力を緑緑緑緑緑緑緑緑緑緑緑
町内会・学校・企業などで募金活動
をします。また、公共施設に緑の募金
箱を設置しますので、ご協力をお願い
します。募金の一部は各町内の緑化事
業に活用されます。
■時４月１日昇～５月３１日松

■問公園緑地課（緯〈７１〉２２４４）

■内３月３１日以前から使用している水道
諮ＪＲ東海道本線より北（二本木町・
緑町を含む）獅４月検針分は５％、
６月検針分から８％ その他獅５月
検針分は５％、７月検針分から８％
４月１日昇以降に使用開始する水道
諮最初の検針分から８％
■問水道業務課（緯〈７１〉２２４９）

生保護サポートセンター
の開設時間を変更

更更更更更更更更更更更

４月１日昇から変更します。
■時開設時間獅捷～晶午前９時～正午、
午後１時～４時
※開催日・ところ・内容については
変更ありません。

■問更生保護サポートセンター（緯〈７２〉７
０１０）、社会福祉課（緯〈７１〉２２２３）

更更生保護サポートセンタ更生保護サポートセンターー

水道料金などが変わりま水道料金などが変わりますす

気軽に更生保護の相談をしてくださ気軽に更生保護の相談をしてくださいい

家の新築などで新しく水道を設置す
るとき、土地の前面道路に配水管がな
い場合、一定の要件を満たせば、申込
者が工事業者を選定し、工事すること
ができます。市の指定工事業者へ相談・
依頼してください。
※要件・指定業者などは、水道工務課
へ問い合わせてください。

■問水道工務課（緯〈７１〉２２５０）

道工事の申込方法の一部
を変更

水水水水水水水水水水水


