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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。

経済センサス基礎調査・商
業統計調査にご協力を
６月中旬より、調査員が各事業所を
訪問し、調査票の配布・回収に伺いま
す。ご協力をお願いします。
※調査票を配布・回収する調査員は必
ず「調査員証」を携帯しています。

■対すべての事業所・企業
■問経営管理課（緯〈７１〉２２０５）

南明治第二土地区画整理審
議会委員の選挙人名簿縦覧
■時６月２７日晶～７月１０日昭午前８時３０
分～午後５時１５分

■場南明治都市整備事務所（末広町）
■内８月１７日掌に実施される西三河都市
計画事業安城南明治第二土地区画整
理審議会委員選挙の選挙人名簿を見
ることができます

■他記載事項に異議がある場合は、縦覧
期間中に市へ申出書を提出できます

■問南明治都市整備事務所（緯〈７１〉３７５１）

福祉への善意・寄付ありが
とうございます
４月分／受け付け順／敬称略
市社会福祉協議会善意銀行
ふれあいダンス、石川雅人、三重銀行
安城支店、株式会社ニッセイ、ほほえ
みダンス、山本義昭、おふくろの味か
ずちゃん、日本モウルド工業株式会社、
安城赤十字奉仕団、草莽安城、安城の
歴史を学ぶ会、愛唱会、森本俊英、総
合福祉センター利用者、匿名
市役所関係
（故）胡桃二二子

■手作りかみしばい教室
■時７月１９日松～２１日抄午前１０時～正
午（全３回）

■対小学生以下で３回とも出席できる
人

■定２０人（先着順）
■申６月２６日昭午前９時から（休館日
を除く）直接中央図書館へ

■読書感想文書き方講座
■時８月１日晶午前１０時～正午
■内１冊の本を読んで感想を書き、指
導を受ける

■対小学３～６年生
■定２０人（先着順）
■申７月１０日昭午前９時から（休館日
を除く）電話で中央図書館へ

７日捷・１４日捷・２５日晶・２８日捷

中央図書館（緯〈７６〉６１１１）

７月の休館日

中央図書館の携帯電話
用ウェブサイトへ葛葛

お知らせ

新美南吉ゆかりの地として交流が
深まる安城市と半田市。暮れゆく運
河の雰囲気と星空を楽しみながら、
新しい出会いを見つけませんか。
■時７月６日掌午後４時～９時（受け
付けは午後３時３０分）

■場魚太郎・蔵のまち（半田市中村町）、
半田運河周辺

■内半田運河などの散策、星空観察、
立食パーティー
※同日に開催の「はんだ蔵のまち
七夕の節句（物産市）」にも参加可。

■対２０～４０代の未婚の男女
■定男女各１０人（先着順）
■￥３５００円（アルコール代は別途必要）

■他当日、安城市役所西会館からバス
送迎あり

■申６月２０日晶～３０日捷までに、申込
用紙をファクスまたはEメールで
半田市観光協会（胃０５６９〈２２〉４３２１
／info@handa-kankou.com）へ
※申込用紙は同協会ウェブサイト
で配布。

■問半田市観光協会（緯０５６９〈３２〉３２６４）、
市商工課（緯〈７１〉２２３５）

半半田運半田運河河

改正「石綿障害予防規則」が
施行されました
建築物の解体などでの石綿の除去や、
封じ込め・囲い込みの作業をする事業
主・発注者は、改正規則に基づき、労
働者のばく露防止に向けた対策をして
ください。詳しくは、問い合わせか厚
生労働省ウェブサイトをご覧ください。
■問商工課（緯〈７１〉２２３５）

住宅用火災警報器・家具転
倒防止器具の取り付け
■問社会福祉課（緯〈７１〉２２２３）、障害福祉
課（緯〈７１〉２２２５）

住宅用火災警報器の設置
■内寝室、台所、階段（２階以上に寝室
がある場合）に火災警報器を無料で
取り付け 設置個数獅３個以内

■対①６５歳以上のひとり暮らし高齢者
（認定者） ②身体障害者手帳１級・
２級か療育手帳Ａ判定の交付を受け
ている人
※同居者に手帳の交付を受けていな
い１８歳以上６５歳未満の人がいる世帯
を除く。
家具転倒防止器具の設置
■内寝室、居間、台所などの家具に転倒
防止器具を無料で取り付け
※器具代は自己負担。

■対①６５歳以上のひとり暮らし高齢者
（認定者） ②６５歳以上の人のみの世
帯 ③身体障害者手帳・療育手帳ま
たは精神障害者保健福祉手帳の交付
を受けている人
※同居者に手帳の交付を受けていな
い１８歳以上６５歳未満の人がいる世帯
を除く。

７月１日昇・
１５日昇午前１０
時３０分

えほんとわらべうたの
会（０～２歳）

７月３日昭午
前１０時３０分

おはなしゆりかご（０
～２歳）

７月４日晶午
前１０時３０分

おはなしポッケ（０～
２歳）

７月５日松午
後３時

おはなしレストラン
（小学生以上）

７月９日昌午
前１０時３０分

おはなしたまてばこ
（１～５歳）

７月１２日松午
後２時

おはなしどんどん（幼
児～小学３年生）

７月１７日昭午
前１０時３０分

いないいないばあ（１
～５歳）

７月２０日掌午
後２時

かみしばいの会（幼児
～小学３年生）

７月２３日昌午
前１０時３０分

おはなしまあだ（１～
５歳）

７月２６日松午
前１１時

大人のための絵本朗読
会（一般）

７月３０日昌午
前１０時３０分

絵本好き集まれ！おす
すめ絵本紹介

７月３１日昭午
前１０時３０分

おはなしの森（１～５
歳）

おはなし会

※対象年齢は目安です。
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全国一斉「子どもの人権１１０
番」強化週間
■時６月２３日捷～２７日晶午前８時３０分～
午後７時、６月２８日松・２９日掌午前
１０時～午後５時

■内いじめ・虐待など、子どもの人権に
関する悩みごと、心配ごとなどの相
談に応じます 子どもの人権１１０番
相談専用電話獅緯０１２０〈００７〉１１０

■問名古屋法務局人権擁護部（緯０５２〈９５２〉
８１１１）、市市民課（緯〈７１〉２２２１）

犯罪や非行の防止と、罪を犯した人
たちの更生への理解を深め、みんなで
力を合わせて犯罪や非行のない明るい
社会を目指しましょう。強調月間獅７
月１日昇～３１日昭

街頭啓発活動
■時７月１日昇午前８時３０分～午後６時
■場市内各スーパー、駅など
■問社会福祉課（緯〈７１〉２２２３）

社会を明るくする運動

姉妹都市のハンチントンビーチ市（米国）とホブソンズベイ市（豪州）へ派遣する
交換学生・引率教諭が決まりました。いずれもホームステイをして、各種交流行
事に参加。友好を深めながら、異文化を体験します。
派遣される交換学生と引率教諭は次の皆さんです。 〈敬称略〉

ハンチントンビーチ市（派遣期間６月２５日昌～７月９日昌）獅写真前列左から、山
内勇人（安城北中３年）、岩井春樹

はや と はる き

（安城西中３年）、杉浦来実（東山中３年）、鍵山
くる み かぎ やま

萌
もえ

佳（篠目中３年）、加藤真
か ま

紀（里町小学校教諭）
き

ホブソンズベイ市（派遣期間６月２４日昇～７月８日昇）獅写真後列左から、早水有
う

美
み

（安城南中３年）、疋田真由（明祥中３年）、杉山ふみ佳（桜井中３年）、磯村映奈（安
ひき だ ま ゆ か え な

祥中３年）、新田紋子（安祥中学校教諭）
にっ た あや こ

■問市国際交流協会（市民協働課内／緯〈７１〉２２６０）

派派遣される皆さ派遣される皆さんん

農業委員は、農地などの利用調整や
農地問題に対する総合的な解決に向け
た活動などをしています。任期は３年
です。
■時７月６日掌

■内選挙による委員獅２６人 議会選任な
どの委員獅７人 選挙区／定数諮第
１区獅６人 第２区獅５人 第３区
獅５人 第４区獅５人 第５区獅５
人

■申６月２９日掌午前８時３０分～午後５時
に、自薦・推薦いずれも文書を持っ
て市選挙管理委員会（行政課内／緯

〈７１〉２２０８）へ

農業委員会委員一般選挙

姉妹都市への交換学生を決定

中小企業最低賃金引き上げ
支援対策費補助金
■内就業規則の作成・改正、賃金制度の
整備、労働能率の増進のための設備・
器具の導入などにかかる費用の一部
を助成（交付決定前に支出した費用
は対象外）

■対時間給８００円未満（時間換算額）の労
働者がおり、最も低い時間給の労働
者の賃金を４０円以上引き上げた中小
企業

■申交付申請書・事業実施計画書を持っ
て、直接愛知労働局労働基準部賃金
課（名古屋市中区三の丸２－５－１
／緯０５２〈９７２〉０２５７）へ
※交付申請書は同局・同局ウェブサ
イトで配布。

■問市商工課（緯〈７１〉２２３５）
■時６月２８日松午前１０時～正午
■場自衛隊安城地域事務所（三河安城町）
■内自衛隊の概要、採用試験について
■問自衛隊愛知地方協力本部安城地域事
務所（緯〈７４〉６８９４）、市行政課（緯〈７１〉
２２０８）

自衛官採用試験説明会

国道２４７号・４１９号の夜間交
通規制
■時７月１日昇～平成２８年１２月末（予定）
の午後９時～翌朝午前６時

■場衣浦大橋東交差点付近（高浜市碧海
町周辺）の南北方向の道路

■内工事に伴う車線の減少など
■問県知立建設事務所道路整備課（緯〈８２〉
６４５１）、市土木課（緯〈７１〉２２３９）

身の回りのことが自分でできる人で、
独立して生活することに不安があると
認められる場合に利用できます。
■内利用期間獅最大６カ月
■対次の①～③のいずれかに該当する市
内在住のおおむね６０歳以上で、介護
保険認定審査で自立または要支援１・
２、要介護１の認定を受けた人
①ひとり暮らしの人 ②夫婦のみの
世帯の人 ③家族の援助を受けるこ
とが困難な人

■￥利用料は収入に応じて計算 上限獅

月額５万円
※水道光熱費などは別途必要。

■問社会福祉課（緯〈７１〉２２２３）

生活支援ハウスあんのん館
をご利用ください
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自治基本条例検証会議のメ
ンバー
自治基本条例は、まちづくりの基本
理念やルールを定めた、市民全体に関
わる条例です。この条例について広く
意見を聴くため、検証会議のメンバー
を募集します。
■内活動内容獅条例についての意見交換
任期獅来年３月３１日昇まで

■対市内在住・在勤・在学または、市内
で活動している人
※詳細は募集要項をご覧ください。

■定７人（応募多数の場合は公開抽選）
■申７月３日昭までに、応募用紙を持参
か郵送（必着）・ファクス・Ｅメール
で企画政策課（〒４４６－８５０１住所記載
不要／胃〈７６〉１１１２／kikaku@city.a
njo.aichi.jp／緯〈７１〉２２０４）へ
※応募用紙・募集要項は同課・市公
式ウェブサイトで配付。

■内職務内容獅植栽管理 採用期間獅７
月中旬より１年２ヵ月間

■対次の全てに該当する人
暫昭和５６年４月２日～平成６年４月
１日生まれ
暫パソコンの基本操作ができ、植物
の育成に関する知識と普通自動車免
許（ＡＴ車限定不可）を有する

■定１人
■他賃金の詳細は、デンパークウェブサ
イトをご覧いただくか問い合わせて
ください

■申６月１５日掌～３０日捷午前９時３０分～
午後５時（昇を除く）に、申込書を持
参か郵送（必着）でデンパーク（〒４４６
－００４６赤松町梶１／緯〈９２〉７１１１）へ

デンパーク緑地係任期付職
員

■内職務内容獅空き缶・空きびん、粗大
ごみ、ペットボトルの回収など 雇
用期間獅７月１日昇～９月３０日昇

勤務日時獅捷～晶午前８時３０分～午
後５時（抄を含む）のうち、雇用期間
中に２０日以上 賃金獅時給１２４０円、
通勤割増１日２００円 選考獅面接（６
月２５日昌）

■対健康で体力に自信のある人
■定５人程度
■他面接日に顔写真付きの履歴書を持参
してください

■申６月１６日捷～２３日捷午前８時３０分～
午後５時１５分に電話で清掃事業所
（緯〈７６〉３０５３）へ

清掃事業所夏期臨時職員

「あんてな」は市が年４回、各号約６万９０００部を発行し、公民館講座や市のイベ
ント情報などを掲載しています。
■内募集広告数獅２０１４秋号・２０１４冬号・２０１５春号の裏表紙各２枠 掲載規格獅１枠
の大きさは縦１３１勺×横１８９勺、色は２色、枠内の右上に広告と示すロゴを表示
※枠内を分割して、複数の広告を掲載することも可。

■対安城市税および料金などの滞納がない企業・広告代理店など
■￥一括購入（※１）獅最低提示額３１万５０００円、個別購入（※２）獅最低提示額１２万円
（いずれも消費税などを含む）
※１：２０１４秋号・２０１４冬号・２０１５春号の各１枠、計３回分を購入。
※２：２０１４秋号・２０１４冬号・２０１５春号のいずれか１枠を購入。

■申６月１５日掌～２７日晶午前
８時３０分～午後５時１５分
（捷を除く）に、申込書・
会社概要（パンフレット
など）を持参か郵送（必着）
で文化センター（〒４４６－
００４１桜町１７－１１／緯〈７６〉
１５１５）へ
※申込書・募集要項は同
センター・市公式ウェブ
サイトで配布。

ここが広告枠と
なります

広告

ここが広告枠と
なります

広告

■問歴史博物館（緯〈７７〉６６５５）
歴史・民俗資料の整理
■内雇用期間獅７月１５日昇～９月３０日昇

（１０月以降も更新の場合あり） 勤務
日時獅昇～掌午前９時～午後３時３０
分のうち、週３日程度 賃金獅時給
９００円、通勤割増１日２００円 選考獅

面接
■対パソコン操作（ワード・エクセル）が
できる人

■定２人
■申７月１日昇までの午前９時～午後５
時（捷を除く）に、臨時職員登録申込
書を持って直接歴史博物館へ
※臨時職員登録申込書は同館・市公
式ウェブサイトで配布。
施設管理・事務補助・受付・案内
■内雇用期間獅８月１日晶～来年３月３１
日昇（４月以降も更新の場合あり）
勤務日時獅昇～掌午前８時３０分～午
後５時１５分のうち、週３日程度 賃
金獅時給９２０円、通勤割増１日２００円
選考獅面接

■対パソコン操作（ワード・エクセル）が
できる人

■定２人程度
■申７月１日昇までの午前９時～午後５
時（捷を除く）に、臨時職員登録申込
書を持って直接歴史博物館へ
※臨時職員登録申込書は同館・市公
式ウェブサイトで配布。

歴史博物館臨時職員

収収集車に乗って回収作業をしま収集車に乗って回収作業をしますす

植物の管理などをしま植物の管理などをしますす

生涯学習情報誌「あんてな」広告掲載者

■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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■場■問マーメイドパレス（緯〈９２〉７３５１）
■申６月２４日昇午前１０時から、直接か電
話でマーメイドパレスへ
はじめてのお灸～夏バテ予防にお灸を
しよう～
■時７月１０日昭午前１０時３０分～正午
■内夏バテによる食欲不振やだるさなど
に効くツボを見つけてお灸をしよう

■講高橋裕子氏（鍼灸マッサージ師）
ひろ こ

■対１８歳以上の女性
■定５人（先着順）
■￥１５００円
■持肘・膝を出せる服装（スカート不可）
ベビーマッサージ
■時７月１１日晶午前１０時３０分～正午
■内赤ちゃんとママの肌と肌のふれあい
で、いろいろな悩みを解消しよう

■講竹本まどか氏（ロイヤルセラピスト
協会認定講師）

■対２カ月～１歳頃の子とその保護者
■定８組（先着順）
■￥１５００円
※保護者が２人の場合は２０００円。

■持大きめのバスタオル、赤ちゃん用の
飲み物

デンパーククラブハウスの
体験教室
■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
合あり。詳細は問い合わせてくださ
い

木工ペイント教室
■時６月２８日松・２９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
どを作ります

■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６月２８日松～３０日捷、７月５日松～
７日捷午前１０時～午後３時３０分

■内いろいろな形に型抜きして、クッキ
ー作りを楽しみます

■￥７５０円
■申時間内に同クラブハウスへ
手作りパン教室「デニッシュパン＆動
物あんパン」
■時６月２９日掌、７月５日松・６日掌午
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、
直接か電話
で同クラブ
ハウスへ

■対■時■場乳幼児諮９日昌・３０日昌獅東部
公民館 １１日晶・２５日晶獅高棚町公
民館 １５日昇・２９日昇獅南部公民館
いずれも午前１０時～１１時
※２９日は夏のイベントのため、小学
生も参加可。

■問子育て支援センター（緯〈７２〉２３１７）

７月の移動児童館

県介護支援専門員実務研修
受講試験
■時試験日獅１０月２６日掌 願書配布期間
獅６月２４日昇～７月３１日昭

■申７月１日昇～３１日昭に、願書を郵送
（当日消印有効）で県社会福祉協議会
（〒４６０－０００２名古屋市中区丸の内２
－４－７）へ
※願書は県社会福祉協議会・県高齢
福祉課・西三河福祉相談センター・
西三河県民生活プラザ・市介護保険
課・市社会福祉協議会で配布。

■問県社会福祉協議会（緯０５２〈２３１〉３２２４）、
市介護保険課（緯〈７１〉２２２６）

ママーメイドパレマーメイドパレスス

マーメイドパレスの催し

■時８月９日松・３０日松午前１０時～午後
１時

■場文化センター
■内子どもと父や祖父で仲良く食事を作
りながら、男女共同参画の視点や食
育について考える 献立獅カップず
し、ヨーグルトサラダ、ぶどうゼリ
ーのパンチ

■講ヘルスメイト（市健康づくり食生活
改善協議会会員）

■対市内在住の小学生とその父または祖
父

■定各８組（先着順）
※１組３人まで。

■￥１人３００円
■持エプロン・三角巾・筆記用具・子ど
も用上履き・飲み物

■申６月２３日捷～７月１０日昭午前８時３０
分～午後５時１５分（松掌を除く）に、
直接か電話で市民協働課（緯〈７１〉２２１
８）へ
※定員に達しない場合は、各開催日
の１０日前まで受け付けます。

パパと作ろう！カップずし

市民活動センタースキルア
ップ講座
■時７月４日晶午後７時～８時３０分・５
日松午前１０時～１１時３０分

■場市民交流センター
■内市民活動における保険加入の必要性
を理解し、今後の活動に生かせる保
険を学ぶ

■対市内で活動する市民団体
■定１団体２人まで
■申６月１５日掌～２９日掌午前９時～午後
９時（捷を除く）に、直接市民交流セ
ンターへ

■問市民交流センター（緯〈７１〉０６０１）、市
民協働課（緯〈７１〉２２１８）

ボタニカルアート展～植物
に癒しを感じて～
■時７月２日昌～２１日抄午前９時３０分～
午後５時（入園は午後４時３０分まで）

■場デンパーク
■内加古川利彦氏による草花の細密画約

とし ひこ

３５点を展示
■問デンパーク（緯〈９２〉７１１１）

■時７月５日松午前１０時～１１時、午後２
時～３時

■場丈山苑
■対小学生以上
■定各２０名（先着順）
■￥１００円（中学生以
下無料）

■申６月２４日昇～２８
日松午前９時～午後５時に、電話で
丈山苑（緯〈９２〉７７８０）へ

丈山苑いけばな体験
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■場環境学習センターエコきち
■申６月２０日晶午前９時から（昌を除く）
講座名・住所・氏名・年齢・電話番
号・参加人数を電話かファクスで環
境学習センターエコきち（緯・胃〈７６〉
７１４８）へ
牛乳パックで花びんをつくろう
■時７月１日昇・１２日松午前１０時～１１時
３０分

■対４歳以上の人（未就学児は保護者同
伴）

■定各１０人（先着順）
■持牛乳パック２個
牛乳パックで暑中見舞いはがきをつく
ろう！
■時７月５日松午後１時３０分～３時
■対４歳以上の人（未就学児は保護者同
伴）

■定１０人（先着順）
■持牛乳パック２個
自作できる雨水利用の方法
■時７月６日掌午後１時３０分～３時
■内雨どいと水がめを使った雨水の利用
方法を学びます

■定２０人（先着順）
秋葉公園自然教室
■時７月１３日掌午前１０時～１１時３０分
■内秋葉公園で木の葉の色や形・枝・幹
などを観察します

■講稲垣英夫氏
ひで お

■対４歳以上の人（未就学児は保護者同
伴）

■定１０人（先着順）

エコきちで自然と遊ぼう

■時６月２８日松午前９時～正午
■場市体育館
■講丸山洋生氏（県ラジオ体操連盟理事

ひろ お

長）ほか
■対市内在住・在勤・在学の人
■持運動のできる服装・体育館シューズ・
タオル・飲み物・筆記用具

■申６月２２日掌午後５時まで（捷を除く）
に、住所・氏名・年齢・所属団体・
電話番号を電話かファクス・郵送
（必着）・Ｅメールで市体育館（緯〈７５〉
３５３５／胃〈７７〉９２９３／〒４４６－００６１新
田町新定山４１－８／my-sports-
anjo@city.anjo.lg.jp）へ

ラジオ体操実技講習会

■問堀内公園（緯〈９９〉５９４７）
回数券の販売
■時７月２日昌～３１日昭午前９時～午後
４時３０分（昇を除く）

■内１０００円分の回数券を購入すると、有
料遊具利用券２枚を進呈

大人向け講座「季節の小物作り」
■時７月４日晶午前１０時～正午
■内デコクレイ粘土で季節の小物作り
■講飯田恵美氏（デコクレイアカデミー

めぐ み

講師）
■対１８歳以上の人
■定１０人（先着順）
■￥５００円
■申６月２０日晶～７月３日昭午前９時～
午後４時３０分（昇を除く）に、直接か
電話で堀内公園へ
作ってみよう！「ペットボトルで作る
魚の仕掛け作り」
■時７月５日松・６日掌午前１０時～午後
３時

■対小学生以下
■定５０人（当日先着順）
大人向け講座「フラエクササイズ」
■時７月７日捷午前１０時～１０時５０分
■内フラダンスを取り入れたエクササイ
ズ運動

■対１８歳以上の人
■定２０人（先着順）
■持運動のできる服装・タオル
■申６月２０日晶～７月６日掌午前９時～
午後４時３０分（昇を除く）に、直接か
電話で堀内公園へ
ノルディックウォーキング＆棒ビクス
体験会
■時７月１２日松①ノルディックウォーキ
ング獅午前９時３０分～１０時３０分
②棒ビクス獅午前１１時～正午

■内①獅ポールの使い方、歩き方 ②獅

肩こり・腰痛予防体操
■対１８歳以上の人
■￥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
※料金は当日支払い。

■持運動しやすい服装・靴、飲み物
■申６月２０日晶～７月１１日晶午前９時～
午後４時３０分（昇を除く）に、直接か
電話で堀内公園へ

堀内公園の催し

堀堀内公堀内公園園

市民ギャラリー陶芸講座
「親子でろくろ」
■時７月２６日松午前９時～正午
■場市民ギャラリー
■内ろくろと手びねりによる陶芸作品を
親子で作ります

■講加藤克也氏（陶芸家）
かつ や

■対小学生とその保護者
■定４０人（定員を超えた場合は抽選）
■￥１３００円
■申６月３０日捷までに、代表者の住所・
氏名・年齢・電話番号・参加人数・
参加者全員の氏名を記載したはがき
を郵送（必着）で市民ギャラリー陶芸
講座「親子でろくろ」係（〒４４６－００２６
安城町城堀３０）へ
※はがき１枚で３人まで応募可。

■問市民ギャラリー（緯〈７７〉６８５３）

子どもコック大集合！子ど
もの料理教室
■時７月２４日昭・２９日昇、８月６日昌午
前１０時～午後１時３０分（受け付けは
午前９時３０分から）

■場文化センター
■内調理実習を通して料理の楽しさやバ
ランスの良い食事について学びます
献立獅カップずし、ヨーグルトサラ
ダ、ぶどうゼリーのパンチ

■講ヘルスメイト（市健康づくり食生活
改善協議会会員）

■対市内在住の小学生
■定各２０人（先着順）
■￥３００円
■持エプロン・三角巾・筆記用具・上履
き・飲み物

■他当日は、会場まで保護者が送迎して
ください

■申６月２３日捷～７月４日晶午前８時３０
分～午後５時（松掌を除く）に、電話
で市保健センター（緯〈７６〉１１３３）へ
※定員に達しない場合は、各開催日
の１０日前まで受け付けます。

調調理実習を通して食について学ぼ調理実習を通して食について学ぼうう

自自然に触れて遊ぶ子どもた自然に触れて遊ぶ子どもたちち

■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。
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女子男子部門

５０ｍ自・平・背５年
小学生 ６年

２００ｍリレー５・６年
１００ｍ自・平・背・
４００ｍリレー中学生

５０ｍバタ１００ｍバタ

１００ｍ自・平・背・バ
タ・４００ｍリレー

１６歳以上
（高校生・大学
生含む）

５０ｍ自・平・背・
２００ｍリレー

２０歳以上
（大学生含む）

５０ｍ自・平・背３０歳以上

５０ｍ自・平４０歳以上
５０歳以上

２５ｍ自・平６０歳以上

安城選手権大会夏季水泳競
技会

■時８月３日掌午前９時１０分～午後３時
■場市スポーツセンター
■対■内小学５年生以上で市内在住・在勤・
在学のアマチュア競技者 種目獅下
表のとおり

■￥１００円（市内小・中学校在学者は無料）
■他公共交通機関または乗り合わせでお
越しください。観覧席の確保は、１
人２席まで

■申６月２４日昇～７月１０日昭午前９時～
午後５時（捷を除く）に、申込書を持
って市体育協会（市体育館内／（緯〈７
５〉５１８２）へ
※申込書は同協会・同協会ウェブサ
イト・スポーツセンター・マーメイ
ドパレスで配布。

■問市体育館（緯〈７５〉３５３５）

県市町村対抗駅伝競走大会
代表選考大会
■時■内①７月５日松午後６時（ナイター
陸上競技会）獅３０００m（一般女子）、
５０００ｍ（一般男子・女子、４０歳以上
男子、５０歳以上男子） ②１０月４日
松（安城選手権秋季大会）獅小・中学
生、一般男子・女子

■対市内在住・在学・在勤の人
■他選考方法などは、市体育館へ問い合
わせてください

■申①獅当日、参加費３００円を持参し、
市総合運動公園芝生広場へ ②獅詳
細は後日掲載します

■問市体育館（緯〈７５〉３５３５）

碧海信用金庫本店前会場（御幸本町）
■時６月２８日松午前９時から（商品がな
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６月２８日松午前１０時～午後２時
■内縁日コーナー、牛乳パックのめんこ
づくり、地元産野菜・特産物・手作
り品などの販売。商店街アイドル
「看板娘。」のステージやお楽しみ抽
選会を開催。きーぼーにも会えます。
きーぼーショップミニでは限定きー
ぼーグッズを販売

■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
■内各会場で買い物をした人に、当日と
７月のホコ天きーぼー市開催日に利
用できる乗車券を各１枚進呈

■問都市計画課（緯〈７１〉２２４３）

今月のホコ天きーぼー市

消防車・船舶・ヘリコプターが参加
して、海上で発生した災害を想定した
訓練を実施します。
■時７月３日昭午前１０時（少雨決行）
■場衣浦港中央ふ頭東２号・３号岸壁お
よびその周辺海域（碧南市玉津浦町）

たま つ うら

■問衣浦東部広域連合消防局消防課（緯

〈６３〉０１１９）

衣浦港消防防災訓練

意見を募集する計画（案）
安城市新型インフルエンザ等対策

行動計画（案）獅新型インフルエンザ
等の発生に備え、市全体の態勢を整
備するため策定します。
計画（案）の閲覧
■時６月１８日昌～７月１７日昭午前８時
３０分～午後５時１５分（閉庁・休館
日を除く）

■場市保健センター、市政情報コーナ
ー、文化センター、各地区公民館、
青少年の家、中央図書館

意見の提出
閲覧期間中に、住所・氏名（団体・

法人はその名称と代表者住所・氏名）
と意見を持参か郵送・ファクス・E
メールで市保健センター（〒４４６－
００４５横山町下毛賀知１０６－１／胃〈７７〉
１１０３／kenko@city.anjo.aichi.jp
／緯〈７６〉１１３３）へ。
※電話による意見提出は不可。個別
に回答はしません。

ウェブサイトも利用できます
市公式ウェブサイト内「パブリッ

クコメント」のページからも、計画
（案）の閲覧・意見の提出をすること
ができます。

大大会の様大会の様子子

たくさんの店が並びまたくさんの店が並びますす

市の代表となっ市の代表となってて
タスキをつなぎませんタスキをつなぎませんかか

■時７月１日昇～４日晶・８日昇～１２日
松・１５日昇～１８日晶・２１日抄～２６日
松・２９日昇～３１日昭午後１時～４時
（受け付けは午後２時まで）

■場埋蔵文化財センター
■対小学生以上（小学１・２年生は保護
者同伴）

■他土器の焼き上がりについては、同セ
ンター・市公式ウェブサイトで確認
してください

■問埋蔵文化財センター（緯〈７７〉４４９０）

７月の土器づくり教室

■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


