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■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。

■赤ちゃん読み聞かせ「このゆび
と～まれの汲にこにこ会泣」
■時５月１６日晶・３０日晶、６月６日晶・
１３日晶午前１０時３０分～１１時（全３
回）
■対全ての回に参加できる１０カ月まで
の赤ちゃんとその保護者
■定１５組（先着順）
■申４月２３日昌午前９時から電話で中
央図書館へ

１２日捷・１９日捷・２３日晶・２６日捷

中央図書館の携帯電話
用ウェブサイトへ葛葛

おはなし会

５月の休館日

中央図書館（緯〈７６〉６１１１）

催し・お知らせ

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

５月１日昭午前
１０時３０分

おはなしゆりかご
（０～２歳）

５月２日晶午前
１０時３０分

おはなしポッケ（０
～２歳）

５月３日抄午後
３時

おはなしレストラン
（小学生以上）

５月１０日松午後
２時

おはなしどんどん
（幼児～小学校３年
生）

５月１３日昇・２０
日昇午前１０時３０
分

えほんとわらべうた
の会（０～２歳）

５月１４日昌午前
１０時３０分

おはなしたまてばこ
（１～５歳）

５月１５日昭午前
１０時３０分

いないいないばあ
（１～５歳）

５月１８日掌午後
２時

かみしばいの会（幼
児～小学校３年生）

５月２４日松午前
１１時

大人のための絵本朗
読会（一般）

５月２８日昌午前
１０時３０分

おはなしまあだ（１
～５歳）
絵本好き集まれ！お
すすめ絵本紹介

５月２９日昭午前
１０時３０分

おはなしの森（１～
５歳）
※対象年齢は目安です。

■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
石けんデコパージュ教室
■時４月２６日松・２７日掌午前１０時から
■講杉浦なお壬氏

み

■定各５０人（当日先着順）
■￥５００円から
愛知県産の米粉をつかった「クッキー
ファクトリー」
■時４月２６日松～２９日抄、５月３日抄～
６日承・１０日松～１２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作り
■時４月２６日松・２７日掌・２９日抄、５月
３日抄～６日承・１１日掌午後１時・
２時３０分・４時
■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
ガラス細工＆とんぼ玉教室
■時５月３日抄午前１０時～午後３時
■講杉浦英津子氏（がらすあそび KERY

え つ こ

主宰）
■定５０人（当日先着順）
■￥１５００円から
押し花教室
■時５月４日抄午前１０時～午後３時
■講長谷川はる子氏（ふしぎな花倶楽部

こ

インストラクター）
■定５０人（当日先着順）
■￥５００円から
３Ｄカードクラフト教室
■時５月５日抄・１０日松・１１日掌午前１０
時～午後３時
■講吉田譲氏（デコグラフ工房）

ゆずる

■定各５０人（当日先着順）
■￥４００円
シルバーアクセサリー教室
■時５月６日承午前１０時～午後３時
■講近藤祐子氏（日本ジュエリーデザイ

ゆう こ

ナー協会正会員）
■定５０人（当日先着順）
■￥１５００円から
はじめてのカメラ講座
■時５月１６日晶・３０日晶、６月１３日晶午
前１０時～正午（全３回）
■講岡田巳吉氏

み よし

■定１６人（先着順）
■￥３０００円
■申４月２０日掌午前９時３０分から同クラ
ブハウスへ

■￥入園料別途
■場■問デンパーク（緯〈９２〉７１１１）
ＪＲ安城駅から無料シャトルバスを運
行します
■時４月２６日松・２７日掌・２９日抄、５月
３日抄～６日承

■場発着獅ＪＲ安城駅①番バスのりば
グルメ＆クラフトビールフェア
■時４月２６日松・２７日掌

■内浜松餃
ぎょう

子・桑名のしぐれ肉巻きおに
ざ

ぎり・豊川いなり・瀬戸焼きそばや
県下の地ビールが楽しめます

ＣＢＣラジオ公開録音イベント
■時４月２６日松・２７日掌午前１１時、午後
２時３０分

みんなであそぼ！おもしろ水族館
■時４月２６日松～５月６日承

■内サメやウーパールーパー・タカアシ
ガニなどに触れることができます
■￥４００円（３歳未満は無料）

■対■時■場乳幼児諮７日昌・１４日昌獅東部
公民館 ９日晶・２３日晶獅高棚町公
民館 １３日昇・２７日昇獅南部公民館
いずれも午前１０時～１１時
■問子育て支援センター（緯〈７２〉２３１７）

月の移動児童館５５５５５５５５５５５

ンパークフラワーフェス
ティバル

デデデデデデデデデデデ

■時１日昭・２日晶・５日抄～１０日松・
１３日昇～１６日晶・２０日昇～２４日松・
２７日昇～３１日松午後１時～４時（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５５５５５５５５５５５

絵本の読み聞かせをしま絵本の読み聞かせをしますす

デデンパーデンパークク

いろいろな料理をお楽しみくださいろいろな料理をお楽しみくださいい

■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
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安城市民憲章実践者の推薦募集

■対中学生以上
■持帽子・飲み物
■他参加者に記念品を進呈
■申当日、直接各集合場所へ
■問文化振興課（緯〈７７〉４４７７）
安祥城址と古戦場
■時４月２７日掌午前９時～正午（小雨決
行）
■内■場徳川家康につながる安城松平家が
あった安祥城址と、その周辺の古戦
場などを見て回ります 集合場所獅

歴史博物館
本證寺
■時４月２９日抄午前９時～正午（小雨決
行）
■内■場本證寺の歴史的建造物や堀・土塁
などの遺構を見学後、外堀の周囲を

い こう

一周して城
じょう

郭寺院の広さを体感 集
かく

合場所獅本證寺本堂前（野寺町）

活動が市民憲章（本紙１９ページ）の精神に基づくもので、市民の模範である
と認められる人を表彰します。
●対象 安城市民で、次の①～⑥のような功労・善行を継続的（※）に実践し
ている個人および団体（公職者としての行為や町内会などの活動は対象外）
①人命救助、奉仕活動など
②交通道徳、公共物愛護精神、その他公徳心の実践普及
③環境美化活動
④青少年の健全育成、非行防止など
⑤文化・スポーツの高揚
⑥子育て・家庭教育など
※「継続的」の目安となる実践頻度諮週１～2回程度獅５年以上継続 月１～
2回程度獅１０年以上継続 年１～６回程度獅１５年以上継続 人命救助獅過
去１年以内のもの
●その他 選考結果は書面で通知します。６月の安城市民憲章推進協議会総
会で表彰状を授与します
●申し込み ４月１７日昭～３０日昌午前９時～午後５時（２１日捷・２８日捷を除
く）に、推薦書を持って文化センター（緯〈７６〉１５１５）へ
※推薦書は、同センター・市公式ウェブサイトで配布。

■時５月１１日掌午前１０時（雨天中止）
■内無

む

量
りょう

寿寺・八橋かきつばた園（知立
じゅ じ やつ はし

市）まで往復約７灼 集合・解散獅

北部公民館駐車場
■持昼食・水筒・雨具・敷物など
■他乗り合わせか公共交通機関でお越し
ください。希望者は、在原寺・根上

ざい げん じ ね あが

りの松・業平塚も巡ります
なり ひら づか

■問市体育館（緯〈７５〉３５３５）

キツバタ歩け運動カカカカカカカカカカカ

の歴史ウォーク春春春春春春春春春春春

山苑の催し丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈
■場■問丈山苑（緯〈９２〉７７８０）
週末春の宵開苑
■時５月３日抄・４日抄・１０日松・１１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１１日掌午前１０時～午後３時
■他晴天時は野点あり

の だて

■￥入苑料１００円（中学生以下は無料）、呈
茶料３００円
詩吟（しぎん）大会
■時５月２４日松午後１時～３時
■定２０人（当日先着順）
■￥入苑料１００円（中学生以下は無料）
■申当日正午から直接丈山苑へ

■場■問歴史博物館（緯〈７７〉６６５５）

講座「安城の歴史・考古」
■時４月１９日松午後２時～３時３０分
■内安城の弥生土器について
常設展ガイド
■時４月２６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）
■￥観覧料２００円（中学生以下無料）
上映会
■時４月２７日掌午前１０時～１１時
■内幕末編①「騎兵隊決起せよ！～高杉
晋作挙兵の時～」

体験講座「鎧（よろい）の試着会」
■時５月５日抄午前１０時～午後３時

史博物館の催し歴歴歴歴歴歴歴歴歴歴歴

鎧鎧を着てみません鎧を着てみませんかか

野点がありま野点がありますす

歩け運動に参加しません歩け運動に参加しませんかか

本證本證寺寺

歴史博物歴史博物館館
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■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。

内公園の催し堀堀堀堀堀堀堀堀堀堀堀
■場■問堀内公園（緯〈９９〉５９４７）
体験！昔あそび
■時５月３日抄～６日承午前１０時～午後
３時
■内竹馬・けん玉遊び
作ってみよう！「折り紙DEかぶとづ
くり」
■時５月３日抄午前１０時～午後３時
■内折り紙でかぶと作り、バルーンアー
トで剣作り
※材料が無くなり次第終了。

こどもの日記念「遊具こども無料開放」
■時５月５日抄午前９時～午後４時３０分
■内サイクルモノレール・メリーゴーラ
ンド・汽車・観覧車を無料開放
■対小学生以下
※未就学児は１８歳以上の保護者同伴。

ノルディックウォーキング＆棒ビクス
体験会
両方に参加できます。
■時５月１０日松 陰ノルディックウォー
キング獅午前９時３０分～１０時３０分
隠棒ビクス獅午前１１時～正午
■内陰獅ポールの使い方・歩き方 隠獅

肩こり・腰痛予防体操
■対１８歳以上
■定陰獅４０人 隠獅２０人（いずれも先着順）
■￥器具レンタル代各５００円。器具を両
方レンタルする人は８００円、持参す
る人は無料
※費用は当日お支払いください。
■申４月２０日掌～５月９日晶午前９時～
午後４時３０分（昇、５月７日昌・８
日昭を除く）に堀内公園へ

大人向け講座「フラエクササイズ」
■時５月１４日昌午前１０時～１０時５０分
■内フラダンスを使ったエクササイズ運動
■対１８歳以上
■定２０人（先着順）
■持運動のできる服装・タオル
■申４月２０日掌～５月１２日捷午前９時～
午後４時３０分（昇、５月７日昌・８
日昭を除く）に堀内公園へ
大人向け講座「花の小物作り」
■時５月１６日晶午前１０時～正午
■内デコクレイ粘土で花しょうぶの小物
を作成
■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４月２０日掌～５月１５日昭午前９時～
午後４時３０分（昇、５月７日昌・８
日昭を除く）に堀内公園へ

■時５月１０日松午前１０時～正午
■場勤労福祉会館
■内お花を使ったジュエリーボックスを
作成
■講奥川美枝子氏（サロン・ド・ＭＩＫ

み え こ

ＫＯ）
■定３０人（先着順）
■￥１０００円
■申４月２１日捷～５月７日昌午前９時～
午後９時（４月２９日抄、５月３日抄

～６日承を除く）に勤労福祉会館（緯

〈７６〉２９０２）へ
■問商工課（緯〈７１〉２２３５）

ュエリーボックス教室ジジジジジジジジジジジ

民ガーデニング研修会市市市市市市市市市市市
花や緑化の基礎知識を学びませんか。
■時５月２１日昌午前９時～午後４時
■場西尾いきものふれあいの里(西尾
市）、安城農林高等学校 集合・解散
獅市役所西会館
※往復とも市のバスで移動。
■対市内在住の人
■定２５人（定員を超えた場合は抽選）
■持昼食・お茶・筆記用具など
■申４月１６日昌～２５日晶午前１０時～午後
４時（松掌を除く）に、郵便番号・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／inf
o@econetanjo.org）へ

・水・田んぼＤｅいきも
のみっけプロジェクト

冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬

月のホコ天きーぼー市今今今今今今今今今今今
碧海信用金庫本店前会場（御幸本町）
■時４月２６日松午前９時から（商品が無
くなり次第終了）
■内地元産野菜の販売・調理法のアドバ
イス
■問農務課（緯〈７１〉２２３３）
ＪＲ安城駅南側ホコ天会場（御幸本町）
■時４月２６日松午前１０時～午後２時
■内手作り品や地元産野菜・特産物の販
売、グルメ移動販売車、限定きーぼ
ーグッズが買えるきーぼーショップ
ミニ。安城商店街アイドル「看板娘。」
ステージのほか、きーぼーにも会え
ます
■問叙安城スタイル（緯〈７３〉９５１１）、商工
課（緯〈７１〉２２３５）

あんくるバス乗車券をプレゼント
各会場で買い物をした人に、当日お
よび５月のホコ天きーぼー市開催日に
利用できるあんくるバス乗車券を進呈
します。
■問都市計画課（緯〈７１〉２２４３）

田田んぼで生き物の観察をしま田んぼで生き物の観察をしますす

田んぼでいきものを見つけて、環境
を学びます。
■時■内■場下表のとおり
■対市内在住の小・中学生（小学３年生
以下は保護者同伴）
■申４月２０日掌～５月１日昭に、住所・
氏名・年齢・電話番号を直接または
電話・ファクスで環境学習センター
エコきち（緯・胃〈７６〉７１４８）へ

会会会会会会会会会会会場場場場場場場場場場場内内内内内内内内内内内容容容容容容容容容容容とととととととととととききききききききききき

環境学習セ
ンターエコ
きち

冬・水・田ん
ぼ講習会、バ
ケツ田植え体
験

５月１０日松
午前１０時～
１１時３０分

デンパーク
西の田んぼ

いきものみっ
け～冬・水・
田んぼで生き
物を観察～

６月２８日松、
７月２６日松
午前１０時～
１１時３０分

環境学習セ
ンターエコ
きち

田んぼの生き
物観察記録発
表会

８月１０日掌

■時４月１５日昇～３０日昌午前８時３０分～午後５時１５分（松掌抄を除く）
■内農地の貸し手と借り手の賃貸借の申し出をまとめたもの 利用権設定面積
獅１６４ヘクタール
■場■問農務課（緯〈７１〉２２３４）

農用地利用集積計画の縦覧

■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 2014.4.15蛾

川・猿
さ

渡川流域の流域水
わたり

害対策計画を策定
境境境境境境境境境境境

県と本市を含む流域内の１０市２町が
共同して、「流域水害対策計画」を策定
しました。
今後、浸水被害軽減のために河川や

下水道などと連携させながら整備を進
めることや今ある調整池の保全をする
ことで、流域全体の安全性を向上させ
るよう取り組んでいきます。
計画の詳細は、土木課・市公式ウェ
ブサイトで閲覧できます。
■問土木課（緯〈７１〉２２３９）

麦病害防除を実施
ぼうじょ

小小小小小小小小小小小
住宅・公共施設・隣接作物などの周
辺は緩衝区を設け、十分に注意して農
薬を散布します。また、強風時は散布
しません。散布作業中は危険ですので、
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）
■内散布方法獅乗用管理機および無人ヘ
リコプター 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）

祉への善意
ありがとうございます

福福福福福福福福福福福

２月分／受け付け順／敬称略
市社会福祉協議会 善意銀行
株式会社カミヤコーポレーション、桜
井福祉センター利用者、デンソーハー
トフルクラブ安城、シルバーカレッジ
１３期生ＯＢ会、作野トータル、西部福
祉センター利用者、匿名
市役所関係
鈴木茂、清水ＦＣ粂和宏、ＮＰＯ法人
幸せな家庭環境をつくる会安城支部、
匿名

４月の口座振替分から、金融機関に
よっては、引き落とし後の振替種目の
通帳に印字される表記の変更があります。
変更内容の一例は下表のとおりです。

ふう

■問会計課（緯〈７１〉２２５１）

税などの口座振替の通帳
印字が変更

市市市市市市市市市市市

変更後変更前
自動車税安城市振替軽自税安城市
市町民税安城市振替市県民安城市

防犯カメラを有効に利用した、安全・
安心な地域社会の実現と市民の権利利
益の保護を図るため、市・指定管理者・
町内会・商店街振興組合が市内の公共
の場所に防犯カメラを設置運用する場
合の、市長への届出や画像データの適
正な取り扱いなどの義務規定を定めた
条例を施行します。市民の皆さんも、
条例に沿った、適正な防犯カメラの設
置運用にご協力をお願いします。
■時施行日獅６月１日掌

■問市民安全課（緯〈７１〉２２１９）

城市防犯カメラの設置及び
運用に関する条例を施行

安安安安安安安安安安安

規模小売店舗立地法に係
る届出書の縦覧

大大大大大大大大大大大

県に提出された大規模小売店舗立地
法に係る届出書を見ることができます。
■時６月２５日昌まで
■内大規模小売店舗を設置する者の氏名
変更など 店舗名称獅カーランドバ
ーデン安城店・ヤマダ電機テックラ
ンド安城店（尾崎町）
■場■問県商業流通課（緯０５２〈９５４〉６３３８）、
市商工課（緯〈７１〉２２３５）

城若者サポートステーシ
ョンの開所日を変更

安安安安安安安安安安安

「働きたいけど、どうすればいいか
わからない」「人間関係がうまくいかな
い」「自分に自信がない」など、悩みや
不安を抱えた若者やその家族に対し、
就労に関するサポートをする施設です。
■場南町１５－２６
■内開所日時獅昇～松午前１０時～午後５
時３０分（抄、年末年始、お盆休みを
除く）
■問安城若者サポートステーション（緯

〈９５〉３１３７）、市商工課（緯〈７１〉２２３５）

■時４月２０日掌午前９時３０分（悪天候
の場合は中止）
■場小川天神川原緑地（小川町）
■内自分で作った凧で凧揚げ
（家族・友人との共同制作
を含む）。優秀者に、賞状を
進呈、参加賞あり
※１８０尺四方より大きいも
のは、事前に連絡してくだ
さい。
■他豚汁・甘酒のふるまいあり
■申当日午前９時から直接会場
へ

■問桜井凧保存会都築秀行さん（緯０９０
ひで ゆき

〈２３４０〉４６１２）、桜井公民館（緯〈９９〉
３３１３）

凧凧あげに参加しません凧あげに参加しませんかか

度処理型合併処理浄化槽
の設置を補助

高高高高高高高高高高高

家庭からの生活排水による公共用水
域の水質汚濁防止のため、専用住宅な
どに高度処理型合併処理浄化槽を設置
する場合に、補助金を交付します。
■内補助金額獅下表のとおり

■対次の対象地域で、専用住宅または居
宅部分の床面積が延べ床面積の２分
の１以上ある併用住宅に浄化槽を設
置する人 対象地域獅公共下水道認
可区域（当該年度内に認可が見込ま
れる区域を含む）以外の地域。農業
集落排水処理区域以外の地域
※市税の滞納がある人は不可。
■他必ず工事前に補助金申請の手続きを
してください。これ以外にも詳細な
要件があります。必ず事前に問い合
わせてください。予算の範囲内で先
着順に受け付け
■申捷～晶午前８時３０分～午後５時１５分
（抄を除く）に環境首都推進課（緯〈７１〉
２２０６）へ

窒素燐除去
型浄化槽

窒素除去型
浄化槽人槽

５２万５０００円２５万５０００円５人槽
６９万円２８万５０００円６～７人槽
９６万円３４万５０００円８～１０人槽

１６６万５０００円６０万円１１人槽以上


