
俄広報あんじょう 2014.8.15

■からくりＢＯＯＫＳ体験会
■時８月２０日昌～３１日掌午前１０時～午
後３時（２２日晶・２５日捷を除く）

■内絵が動いたり音が鳴ったりする、
楽しみながら学べる電子絵本「都
築弥厚物語」を体験

■ひとり読み語りしばい『父と暮
せば』
■時８月３０日松午後２時～３時３０分
（開場は午後１時３０分）

■内原爆投下から３年後のヒロシマを
舞台に、涙と笑いでつづる父と娘
の物語

■講語り手獅天のたつし氏
あま

（松風の会）
まつ かぜ

■定１００人（当日先着順）
■他未就学児は保護者同伴

１日捷・８日捷・２２日捷・２６日晶・
２９日捷

中央図書館（緯〈７６〉６１１１）

９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

９月２日昇・
１６日昇午前１０
時３０分

えほんとわらべうたの
会（０～２歳）

９月４日昭午
前１０時３０分

おはなしゆりかご（０
～２歳）

９月５日晶午
前１０時３０分

おはなしポッケ（０～
２歳）

９月６日松午
後３時

おはなしレストラン
（小学生以上）

９月１０日昌午
前１０時３０分

おはなしたまてばこ
（１～５歳）

９月１３日松午
後２時

おはなしどんどん（３
歳～小学３年生）

９月１８日昭午
前１０時３０分

いないいないばあ（１
～５歳）

９月２１日掌午
後２時

かみしばいの会（３歳
～小学３年生）

９月２４日昌午
前１０時３０分

おはなしまあだ（１～
５歳）

９月２７日松午
前１１時

大人のための絵本朗読
会（一般）

９月３０日昇午
前１０時３０分

絵本好き集まれ！おす
すめ絵本紹介

おはなし会
■時８月３０日松午前９時４５分から
■場三河安城ツインパーク（三河安城南
町）

■内にっぽんど真ん中祭りイベント、地
元小学校・保育園の催し、親子で楽
しめる催しがたくさんのこどもひろ
ば

■問三河安城商店街振興組合・内藤（緯

０９０〈３５５２〉５２６４）、市商工課（緯〈７１〉２２
３５）

三河安城フェスタ２０１４

もっと米を食べよう講座
「免疫力を高める」
■時９月２０日松午前９時～正午
■場市民交流センター
■内免疫力を高めるための食材・料理の
紹介、調理実習 献立獅えびと青じ
そのスティック春巻き、にんじんの
カレーマリネ

■定３０人（先着順）
■￥３００円
■持エプロン・三角巾・手拭き
■他小学３年生以下は保護者同伴
■申８月２０日昌～９月１０日昌午前９時～
午後５時に、電話でグリーンそう古
居敬子さん（緯０８０〈５２９５〉７７８２）へ

けい こ

■場■問デンパーク（緯〈９２〉７１１１）
ハワイアンサンセットフェス
■時８月２３日松・２４日掌午後１時～８時
■内フラダンスのステージやハワイアン
ミュージックの演奏、ハワイアング
ッズやフードの販売など
パラグアイオニバスの葉に乗ろう
■時８月２９日晶～３１日掌午前９時３０分
（雨天中止、葉の生育状況により変
更・中止の場合あり）

■対体重２０手以下の子
■定各１００人（先着順）
■他整理券を午前９時３０分から配布

デンパークの催し

ごご飯が進む料理を作りまご飯が進む料理を作りますす

大きな葉っぱの上で記念撮大きな葉っぱの上で記念撮影影

■時９月７日掌午前１０時３０分～１１時
■場中央図書館
■内ストレッチでリフレッシュ
■講健康づくりリーダー
■定３０人（先着順）
■申８月１９日昇からの午前８時３０分～午
後５時１５分（松掌を除く）に、直接か
電話で市保健センター（緯〈７６〉１１３３）
へ

健康支援講座

上手な自転車の乗り方を練習します。
■時９月２３日抄①午後０時３０分～２時
②午後３時～４時３０分

■場中心市街地交流広場
■内■対①補助輪バイバイコース獅補助輪
がないと自転車に乗れない小学生以
下 ②スキルアップコース獅自転車
に乗れる小学生（いずれも保護者同
伴）

■定各５０人（定員を超えた場合は抽選）
■持自転車・ヘルメット
■他指導スタッフも募集しています。８
月２９日晶までに、電話で都市計画課
（緯〈７１〉２２４３）へ

■申８月２２日晶までに、直接・電話獅午
前８時３０分～午後５時１５分（松掌を
除く）に都市計画課へ 電子申請獅

市公式ウェブサイト内「ウィーラー
スクールジャパンの開催について」
のページから必要事項を申請してく
ださい

子ども向け自転車教室

■時９月２４日昌午前８時２０分～午後４時
２０分

■場三重大学（三重県津市） 集合・解散
獅市役所西駐車場

■内施設見学や講座を通して、花や緑化
の基礎について学ぶ

■対市内在住の人
■定２４人（先着順）
■持筆記用具・昼食・飲み物
■申８月２０日昌～２９日晶に、郵便番号・
住所・氏名・電話番号をファクスで
エコネットあんじょう（緯・胃〈５５〉
１３１５）へ

■問環境首都推進課（緯〈７１〉２２０６）

市民ガーデニング研修会

※対象年齢は目安です。

■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。

峨 広報あんじょう 2014.8.15

■時９月２日昇～５日晶・９日昇～１３日
松・１５日抄～２０日松・２３日抄～２７日
松・３０日昇午後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）

９月の土器づくり教室

■時９月３日昌午前１０時３０分～１１時４５分
■場昭林公民館
■内出演獅飯田陽子

よう こ

（声楽）、平岩雅子（フ
まさ こ

ルート）、森藤さちよ（ピアノ） いず
れも安城音楽協会所属

■定１５９人
※８月２０日昌午前９時から同館で整
理券を配布。未就学児は入場不可。

■他託児あり。事前に電話で同館へ（１
人につき３００円、先着６人）

■問昭林公民館（緯〈７７〉６６８８）

県内全域で、大規模地震を想定した
「あいちシェイクアウト訓練」を実施し
ます。
■時９月１日捷正午から１分間
※都合の良い日時に行うことも可。

■内時報などを合図に、その場で「しせ
いをひくく あたまをまもり じっ
とする」の基本行動をします

■他参加表明をする場合は、８月３１日掌

までに、あいちシェイクアウトウェ
ブサイト（http://www.aichi０９０１.j
p）から必要事項を申請してください

■問危機管理課（緯〈７１〉２２２０）

■場■問マーメイドパレス（緯〈９２〉７３５１）
マーメイドちゃん・マーメイド王子を
探せ
■時８月２９日晶午前１０時から
■内プール内に隠れているクイズを探し、
正解者には施設利用券を進呈

■対小学生以下
■定１００人（当日先着順）
■￥施設利用料
休館のお知らせ
プールの清掃・施設点検のため休館
します。
■時９月１日捷～２２日捷

マーメイドパレスの催し

地地震から身を守る訓練をしま地震から身を守る訓練をしますす

■時①９月２４日昌、１０月８日昌・２２日昌 ②１０月３１日晶、１１月１２日昌・２６日昌

いずれも午前１０時～午後１時（全３回）
■場①獅文化センター ②獅東部公民館
■内料理初心者の男性向け調理実習です。料理の基本やバランスの良い食事に
ついて学びます

■講ヘルスメイト（市健康づくり食生活改善協議会会員）
■対市内在住の料理初心者の男性
で、３回とも出席できる人

■定①獅２０人 ②獅１６人 いずれ
も先着順

■￥９００円
■持エプロン・三角巾・筆記用具
■申８月２６日昇～９月９日昇午前
８時３０分～午後５時１５分（松

掌を除く）に、電話で市保健
センター（緯〈７６〉１１３３）へ

マーメイドパレマーメイドパレスス
料理の基本から学びましょ料理の基本から学びましょうう

弥生時代と同じ作り方を体験しま弥生時代と同じ作り方を体験しますす

あいちシェイクアウト訓練

■場■問衣浦東部保健所（刈谷市／緯〈２１〉
４７７８）
膠原（こうげん）系難病患者・家族教室
■時１０月８日昌午後２時～４時
■内専門医による相談会、交流会
■講吉田秀雄氏（安城更生病院膠原病内

ひで お

科医師）
■対膠原系難病患者とその家族
■申８月２９日晶までの午前８時４５分～午
後５時３０分（松掌を除く）に、電話で
衣浦東部保健所へ
エイズ検査・肝炎検査
■時毎週昇午前９時～１１時（抄を除く）
■他エイズ検査のみ第１・３捷午後６時
～７時もあり

衣浦東部保健所の相談・検
査

ダンボールコンポスト講習
会

■内■時基礎講習会獅９月２７日松午後１時
３０分～３時 フォローアップ講習会
獅１１月１５日松午後３時１５分～４時１５
分（全２回）

■場リサイクルプラザ
■講市消費生活学校会員
■対市内在住の１８歳以上
■定１５人（先着順）
■￥７００円
■申８月２５日捷からの午前９時～午後５
時（松掌抄を除く）に、電話で清掃事
業所（緯〈７６〉３０５３）へ

昭林モーニングコンサート

■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



スポーツ観戦「トップアス
リートの技を観よう」
Ｖ・プレミアリーグに所属する女子
バレーボールチーム「デンソーエアリ
ービーズ」の公開練習や市内中学校バ
レーボール部との交流試合などを見る
ことができます。
■時９月２０日松午後１時～４時３０分
■場市体育館
■問市体育協会（緯〈７５〉５１８２）、市体育館
（緯〈７５〉３５３５）

あおぞら歴史教室「西尾の
古墳などをめぐる」
■時９月１３日松午前９時～午後４時
■場集合・解散獅市民ギャラリー
■内西尾城跡や正

しょう

法寺古墳など西尾市の
ぼう じ

文化財をバスで巡ります
■講川﨑みどり氏（市文化財保護委員）
■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）
■￥１６００円（昼食代を含む）
■持歩きやすい服装・靴、筆記用具、傘、
水筒、帽子、懐中電灯、虫除けなど

■申８月２９日晶までに、住所・氏名・年
齢・電話番号をはがき（必着）かファ
クス・Ｅメールで文化振興課第１回
あおぞら歴史教室係（〒４４６－００２６安
城町城堀３０／胃〈７７〉６６００／bunkas
hinko@city.anjo.aichi.jp／緯〈７７〉
４４７７）へ
※２人まで同時に申し込み可。

我広報あんじょう 2014.8.15

■時９月１３日松午後２時～４時３０分
■場安城商工会議所
■内創業の基礎を学びます
■対創業を考えている人
■申９月１２日晶までに、電話獅午前８時
３０分～午後５時３０分（松掌を除く）に
安城商工会議所（緯〈７６〉５１７５）へ 電
子申請獅同会議所ウェブサイトから
必要事項を申請してください

■問市商工課（緯〈７１〉２２３５）

創業スタートアップセミナー

古古墳の石室などを見学できま古墳の石室などを見学できますす

■場■問丈山苑（緯〈９２〉７７８０）
■￥特に記載のないものは１００円（中学生
以下無料）

観月コンサート
■時９月６日松午後６時～７時
■内尺八・箏・三味線の演奏 出演獅楽

がく

友会
ゆう かい

夜間開苑
■時９月７日掌

■内午後９時まで開苑（入苑は午後８時
３０分まで）
秋月コンサート
■時１０月１１日松午後６時～７時３０分
■内出演獅王侃（二胡演奏家）

わん かん

■定２５０人（先着順）
※雨天の場合は１３０人。

■￥１０００円（中学生以下９００円）
※呈茶料含む。

■申８月２０日昌午前９時から、電話で丈
山苑へ

丈山苑の催し

楽楽友楽友会会

地域福祉関係者の出会いと交流の場
です。
■時９月７日掌午後１時３０分～４時
■場市体育館
■対市内で活動している地域住民・福祉
事業者・ボランティア

■申８月２０日昌までの午前９時～午後５
時（掌捷を除く）に、申込書を直接か
郵送（消印有効）・ファクス・Ｅメー
ルで市社会福祉協議会（〒４４６－００４６
赤松町大北７８－４／胃〈７３〉０４３７／sy
akyo@city.anjo.aichi.jp／緯〈７７〉
２９４１）へ
※申込書は同協議会・同協議会ウェ
ブサイトで配布。Ｅメールの場合は
件名を「地域福祉マッチング交流会
参加申込」としてください。

■問社会福祉課（緯〈７１〉２２２３）

地域福祉マッチング交流会

交交流の場としてご活用くださ交流の場としてご活用くださいい

■時９月１３日松・２０日松、１０月４日松・
１８日松、１１月１日松・１５日松・２９日
松、１２月１３日松（全８回）

■場アグリライフ支援センター
■内３釈程度の畑でジャガイモ・ニンジ
ンなど５種類の野菜の植え付け・管
理・収穫をします

■対市内在住の人
■定２０人（定員を超えた場合は抽選）
■￥１５００円（種子・苗・保険代を含む）
■他器具・資材などは貸し出します
■申８月１９日昇～２６日昇午前８時３０分～
午後５時１５分（２５日捷を除く）に、住
所・氏名・連絡先を電話かファクス・
郵送（必着）・Ｅメールでアグリライ
フ支援センター（緯〈９２〉６２００／胃〈９２〉
６１２２／〒４４４－１２０１石井町辻原１３１－
２／agrilife@city.anjo.aichi.jp）へ

一坪農園で野菜栽培

ＪＲ安城駅南側ホコ天会場（御幸本町）
■時８月２３日松午前１０時～午後２時
■内縁日コーナー、謎解きラリー、手作
り品・地元産野菜・特産物の販売。
商店街アイドル「看板娘。」ステージ、
きーぼーのお楽しみ抽選会を開催。
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
９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

■場■問歴史博物館（緯〈７７〉６６５５）
講座安城の歴史・近代
■時８月２３日松午後２時～３時３０分
■内安城に残された近代化遺産
上映会「シリーズ証言記録兵士たちの
戦争②」
■時８月２４日掌午前１０時～１１時
■内満蒙国境知らされなかった終戦～青

まん もう

森県・陸軍第１０７師団～

歴史博物館の催し

歴歴史博物歴史博物館館

■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。

手作りパン教室
■時①８月２３日松・３０日松・３１日掌

②９月６日松 いずれも午後１時・
２時３０分

■内メニュー諮①獅かぶとむしパン・
ミニソーセージロール ②獅デニ
ッシュパン・動物あんパン

■定各１８人（先着順）
■￥各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

ガラス細工＆とんぼ玉教室
■時８月３０日松・３１日掌午前１０時～午
後３時

■内ストラップやネックレスを作製
■講杉浦英津子氏（がらすあそびKERY）

え つ こ

■定各５０人（当日先着順）
■￥１５００円から
３Ｄカードクラフト教室
■時９月６日松・７日掌午前１０時～午
後３時

■内動物柄などの立体カードを作製
■講吉田譲氏（デコグラフ工房）

ゆずる

■定５０人（当日先着順）
■￥各４００円

■対■時■場乳幼児親子諮９月２日昇・１６日
昇獅南部公民館 １０日昌・２４日昌獅

東部公民館 １２日晶・２６日晶獅高棚
町公民館 いずれも午前１０時～１１時

■問子育て支援センター（緯〈７２〉２３１７）

９月の移動児童館

法人市民税法人税割の税率
を改正
地域間の財政力格差を是正するため、
法人市民税法人税割の一部が国税化さ
れます。これに伴い、本市の法人市民
税法人税割の税率が変更されます。
法人市民税法人税割の税率改正
■内９月３０日昇までに開始する事業年度
の税率獅１２．３％ １０月１日昌以後に
開始する事業年度の税率獅９．７％

初年度の中間（予定）申告についての経
過措置
■内１０月１日昌以後に開始する最初の事
業年度または連結事業年度の予定申
告額獅前事業年度分の法人税割額×
４．７÷前事業年度の月数

■問市民税課（緯〈７１〉２２１４）

愛知県産の米粉をつかった「クッキ
ーファクトリー」
■時９月６日松～８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

地元の野菜を使ってつくるヘルシー
料理教室
■時９月１９日晶午前１０時～午後０時３０
分

■内ゆでナスの冷菜、油揚げを使った
簡単どんぶりご飯ほか４品

■定１０人（先着順）
■￥１５００円
■持エプロン・手拭きタオル・箸
■申８月２０日昌午前９時３０分から、直
接か電話で同クラブハウスへ

■場■問デンパーククラブハウス（緯〈９２〉７１１２）
■他入園料別途。都合により変更あり、詳細は問い合わせてください

親親子で楽しい時間を過ごしましょ親子で楽しい時間を過ごしましょうう

いろいろな形のクッキーを作れまいろいろな形のクッキーを作れますす

牙 広報あんじょう 2014.8.15

全国消費実態調査にご協力
を
この調査は、９月～１１月の３カ月間、

家計の収支などを調べ、国民生活の実
態を明らかにするものです。全国で約
５万６０００世帯が対象となります。
８月中旬から、調査員が対象の世帯
を訪問し、調査票を配布・回収に伺い
ます。ご協力をお願いします。
※調査員は必ず「調査員証」を携帯して
います。

■問経営管理課（緯〈７１〉２２０５）

遊休農地と違反転用農地を解消する
ため、農業委員会は市内の農地をパト
ロールしています。調査へのご理解を
お願いします。
■時８月下旬～１１月３０日掌

■問農務課（緯〈７１〉２２３４）

農地パトロール

住宅用太陽光発電システム
設置費補助（第２期）

昨年度は新築住宅の約３割が補助を
受けて設置しています。（昨年度補助実
績獅新築２８２件、既築３３６件）
■内補助金額獅２万円×太陽電池モジ
ュールの最大出力値（千円未満切り
捨て） 予算額獅２２００万円
※最大出力値は、小数点以下第３位
を切り捨て、上限４キロワット。

■対９月１５日抄～来年３月３１日昇に、自
らが居住する市内の住宅にシステム
を設置、またはシステム付き建て売
り住宅を購入する人
※補助金交付決定前に工事着手した
ものは対象外。

■申９月１日捷～来年２月２７日晶午前９
時～午後５時１５分（松掌抄・年末年
始を除く）に、直接環境首都推進課
（緯〈７１〉２２０６）へ
※第１期の申し込みは８月２２日晶ま
で。住宅用太陽熱高度利用システム・
温水器設置費補助は、引き続き受け
付けています。

太太陽光発電システ太陽光発電システムム

■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


