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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。

■大人のためのおはなし会
■時４月１０日晶午前９時３０分～１１時
■内絵本などを使わずに、言葉だけで
「三びきの子ブタ」「ラプンツェル」
などのおはなしを語ります 語り
手獅おはなしレストラン

■デジタル資料の閲覧サービス
■内国立国会図書館のデジタル資料を
中央図書館で閲覧できます
■持中央図書館利用者カード
■他上記資料のうち本市にゆかりの情
報は、中央図書館ウェブサイト内
「安城市デジタルライブラリー」ペ
ージに掲載しています

６日捷・１３日捷・２０日捷・２４日晶・
２７日捷

中央図書館（緯〈７６〉６１１１）

４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

※対象年齢は目安です。

４月２日昭午前
１０時３０分

おはなしゆりかご
（０～２歳）

４月４日松午後
３時

おはなしレストラン
（小学生以上）

４月７日昇・２１
日昇午前１０時３０
分

えほんとわらべうた
の会（０～２歳）

４月８日昌午前
１０時３０分

おはなしたまてばこ
（１～５歳）

４月１１日松午後
２時

おはなしえがお（３
歳～小学３年生）

４月１６日昭午前
１０時３０分

いないいないばあ
（１～５歳）

４月１７日晶午前
１０時３０分

このゆびと～まれ
（０～２歳）

４月１８日松午前
１０時３０分

ででむし会～新美南
吉作品朗読会～（小
学生以上）

４月１９日掌午後
２時

かみしばいの会（３
歳～小学３年生）

４月２２日昌午前
１０時３０分

おはなしまあだ（１
～５歳）

４月２３日昭午前
１０時３０分

絵本好き集まれ！お
すすめ絵本紹介

４月２５日松午前
１１時

大人のための絵本朗
読会（一般）

４月３０日昭午前
１０時３０分

おはなしの森（１～
５歳）

おはなし会

福祉への善意・寄付ありが
とうございます
１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、沓名厚志、二本木公
民館利用者、日本モウルド工業株式会
社、株式会社イノアックコーポレーシ
ョン桜井事業所、イノアック労働組合
桜井支部、デンソーハートフルクラブ
安城、草莽安城、鹿乗福祉委員会、ユ
ニー株式会社ピアゴ安城店、中村富士
子、桜井福祉センター利用者、太田勉、
匿名
市役所関係
竹内實、市民交流センター来館者、福
祉まつり来場者有志、市川雅美、水野
いち子、山口ミサコ、愛知県グラウン
ド・ゴルフ協会、匿名

子育て支援センターに利用
者支援窓口を開設
子育て支援アドバイザーが子育てに
関する悩みや疑問を伺い、あなたに合
った子育て支援サービスを提案します。
■時開設日獅４月１日昌 開設日時獅昇

～晶午前９時～午後５時（抄、年末
年始を除く）
■場子育て支援センター（あんぱ～く内）
■申事前に、電話で子育て支援センター
（緯〈７２〉２３１７）へ

■時３月３１日昇から
■場浜屋町、別郷町、高木町、大岡町、
山崎町、上条町、御幸本町、末広町、
花ノ木町、和泉町、桜井町、姫小川
町および浜富町の一部
■他公共下水道の使える区域は、市全体
で２,２３８ヘクタールとなります
■問下水道管理課（緯〈７１〉２２４７）、下水道
建設課（緯〈７１〉２２４８）

新たな使用可能区域の縦覧
■時３月１７日昇～３１日昇午前８時３０分～
午後５時１５分（松掌抄を除く）
■場下水道管理課
１日も早く下水道への接続を
川や海を汚す最大の原因は、家庭か
らの生活排水です。下水道が使用可能
になったら、１日も早く接続をお願い
します。
敷地内の排水管・排水ますは、個人
負担で施工することになります。工事
の際は、市が指定する「安城市排水設
備工事指定工事店」へ直接申し込んで
ください。

公共下水道の使える区域が
広がります

■内障害者の通院・外出に係るタクシー
料金助成利用券を１人１冊交付しま
す
■対次の陰～韻のいずれかを持っている
人 陰身体障害者手帳１～３級
隠療育手帳A・B判定 韻精神障害
者保健福祉手帳１・２級
※自動車税・軽自動車税の減免を受
けている人、市高齢者タクシー料金
助成利用券の交付を受けている人を
除く。
■申３月２４日昇からの午前８時３０分～午
後５時１５分（松掌抄を除く）に、陰～
韻のいずれかを持って障害福祉課
（緯〈７１〉２２２５）へ

来年度障害者福祉タクシー
料金助成利用券を交付

新新鮮な野菜を買うことができま新鮮な野菜を買うことができますす

碧海信用金庫本店前会場（御幸本町）
■時３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３月２８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。きーぼーショップミニではき
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
各会場で買い物をした人に、当日
と４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）

■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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■内職務内容獅入退場の管理など 勤務
日時獅①松掌

抄を含む午前
９時～午後５
時のうち、指
定する時間
②松掌抄の午
前９時～午後
５時のうち、指定する時間 賃金獅

時給８００円（松掌抄は１００円増）、通勤
割増１日２００円 休日獅応相談
■定①獅１人 ②獅２人
■他面接時に写真付きの履歴書を持参
■申３月３０日捷までの午前９時３０分～午
後５時（休園日を除く）に、電話でデ
ンパーク（緯〈９２〉７１１１）へ
※期限までに申し込みがない場合は、
期限後も受け付け。

デンパークのゲートスタッ
フ

安城市のまちづくり会社
「叙安城スタイル」社員
まちづくりに情熱を燃やせる人を募
集します。一緒にまちを元気にしませ
んか。
■内職務内容獅観光協会に関する業務、
イベントの企画運営 採用日獅４月
１日昌以降 勤務日時獅松掌抄を含
む午前８時～午後６時のうち１日６
～８時間で週４・５日 勤務場所獅

ギャラリー＆カフェ南吉館（御幸本
町） 給与獅月額１０～１８万円 その
他獅社会保険などあり 選考獅面接
（日程は申し込み時に調整）
■対平成７年４月１日以前生まれで、普
通自動車免許を持っている人
■定２人程度
■他面接時に写真付きの履歴書を持参
■申３月１５日掌～３１日昇午前９時～午後
５時に、電話で㈱安城スタイル（緯

〈７３〉９５１１）へ
■問商工課（緯〈７１〉２２３５）

インターネットを利用した
犯罪にご注意を
インターネットには、犯罪につなが
る危険な情報が氾濫しています。携帯
電話やパソコンを使うときには、次の
ことに注意しましょう。
暫身に覚えのない請求メールは無視し、
送信元に問い合わせをしない

暫ネットオークションは、安全性の高
いものを利用する

暫名前や住所などの個人情報をメール
などで安易に答えない

暫不測の事態に備え、受信メールは証
拠として保存する

暫個人情報を掲載された場合は、サイ
ト管理者などに削除を要請する
■問市市民安全課（緯〈７１〉２２１９）、安城警
察署（緯〈７６〉０１１０）

安全安心に役立つ情報をお
届けします
■問市市民安全課（緯〈７１〉２２１９）、安城警
察署（緯〈７６〉０１１０）

安全安心メール
■内市内の不審者・犯罪・気象・火災情
報を市から配信します
■申 subscribe@a-ansin.jpに空メール
を送信し、その後に届く登録確認メ
ールの案内に従い、手続きしてくだ
さい
※右のＱＲコードを
読み取り、メールを
送信することもでき
ます。
パトネットあいち
■内市内と知立市で発生した事件・事故・
不審者情報を警察から配信します
■申m.patnet@cep.jpに空メールを送
信し、その後に届く登録確認メール
の案内に従い、手続きしてください
※右のＱＲコードを
読み取り、メールを
送信することもでき
ます。

ガーデニングなどのコンテ
スト作品
①ガーデニング、②みどりのカーテ

ン、③オープンガーデンの各部門への
作品を募集します。
■対①獅個人が管理
している花壇・
プランター・鉢
植えなど ②獅

窓の外側に這わ
せた植物によるみどりのカーテン
③獅個人が管理している、見学可能
なオープンガーデン
■他参加賞あり。応募作品の写真は、１１
月下旬～１２月下旬に堀内公園で展示

■申４月１日昌～９月２５日晶に、住所・
氏名・電話番号・作品の写真（ネガ
またはデータ）を、郵送かＥメール
でエコネットあんじょう（〒４４６－
００４６赤松町梶６３－１／info@econet
anjo.org／緯〈５５〉１３１５）へ
■問公園緑地課（緯〈７１〉２２４４）

デンパークガーデニングコ
ンテスト出展作品
■他作品は５月１９日昇にデンパークへ搬
入。２０日昌に審査し、各賞を決定し
ます（賞金・副賞あり）

■申４月１３日捷までに、住所・氏名・電
話番号・ファクス番号・希望する部
門と部、マスター資格の有無を郵送
（必着）かファクスでデンパーク（〒
４４６－００４６赤松町梶１／胃〈９２〉７１１８／
緯〈９２〉７１１１）へ
※両部門の複数出展も可。ただし、
各部門１人１点まで。
※ビギナーの部は、植物の種類は５
品種まで。また、ガーデニング歴が
概ね１年未満であり、他のコンテス
トでの受賞経験がない人が対象。
ハンギングバスケット部門
■内■対部・規格獅マスター・一般・ビギ
ナーの３部で
募集。規格は
はいずれも壁
掛け式の寄せ
植えで、壁面
装飾を含め７０
尺×７０尺以内

コンテナガーデン部門
■内部・規格諮一般の部獅８０尺×８０尺の
中でコンテナを中心とした展示 ビ
ギナーの部獅６０尺×４０尺以内のコン
テナ作品 ファミリーの部獅８０尺
×８０尺の中に２鉢以上のコンテナを
使用し、小学生以下の子と保護者で
制作したもの いずれも高さの制限
はありません

昨昨年の最優秀作昨年の最優秀作品品
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施設めぐり参加者
■時①個人獅５月１５日晶 ②団体獅５月
１３日昌・２１日昭・２６日昇・２９日晶

■場■内見学施設獅市議会議場、北部浄水
場、丈山苑、アグリライフ支援セン
ター、総合リサイクルステーション
（エコらんど）、防災倉庫など（変更の
場合あり） 集合・解散場所諮①獅

市役所西会館 ②獅応相談
■対①獅市内在住の人 ②獅市内在住者
１０人以上の団体 いずれも乳幼児の
同伴・市外在住者は不可
■定①獅２０人（定員を超えた場合は過去
に参加していない人を優先した上で
抽選、申し込みが１０人以下の場合は
中止） ②獅各１団体（希望日が重な
った場合は抽選、１団体２０人まで参
加可）

■￥昼食代、施設入場料
■申①獅３月２０日晶～４月３日晶午前９
時～午後５時（松掌抄を除く）に、電
話で秘書課広報広聴係（緯〈７１〉２２０２）
へ ②獅４月２日昭（必着）までに、
希望日（第１希望・第２希望）、団体
名、代表者の住所・氏名・電話番号、
見学希望施設名を電話で同係へ

油ヶ淵流域水環境モニタリ
ング参加団体
■内油ヶ淵流域内の河川や農業用排水路
などで毎月１回水質を調査し、報告
する
■対油ヶ淵流域内で環境保全活動ボラン
ティアをしている団体
■他詳しくは、県公式ウェブサイト油ヶ
淵電子図書館の「水環境モニタリン
グ」ページをご覧ください
■申捷～晶午前８時４５分～午後５時３０分
（抄を除く）に、電話で県水地盤環境
課（緯０５２〈９５４〉６２１９）へ
■問市環境首都推進課（緯〈７１〉２２０６）

介護認定調査員
■内職務内容獅介護保険の要介護認定の
ための訪問調査 採用日獅４月１３日
捷 勤務日時獅捷～晶午前９時～午
後５時３０分のうち指定する時間（時
間外勤務の場合あり）で、週３日～
５日 賃金獅時給１４００円、通勤割増
１日２００円 選考獅面接（４月６日捷）
■対次の①②いずれにも該当する人
①保健師・看護師・准看護師・歯科
衛生士・理学療法士・作業療法士・
介護福祉士・社会福祉士・言語聴覚
士のいずれかの資格があり、実務経
験が３年以上あるまたは、介護保険
法に規定する介護支援専門員の資格
を持っている人
②パソコン（ワード）の操作ができる
人
■申３月１６日捷～２７日晶午前８時３０分～
午後５時１５分（松掌抄を除く）に、申
込書・各資格免許証の写し、実務研
修受講試験の合格を証明する書類の
写し（介護支援専門員のみ）を介護保
険課（緯〈７１〉２２５７）へ
※申込書は市公式ウェブサイトで配
布。

■問衣浦東部広域連合総務課（緯〈６３〉０１３１）

平成２７年第１回衣浦東部広域連合議会定例会が２月１０日に開催されました。
議会では、衣浦東部広域連合情報公開条例および衣浦東部広域連合個人情報保護条例の一部を改正する条例の制定を
はじめ４件の条例制定、９９０万７０００円を増額する平成２６年度一般会計補正予算（第２号）、総額４９億９５００万円の平成２７年度
衣浦東部広域連合一般会計予算など７件を原案どおり可決、成立されました。

■平成２７年度衣浦東部広域連合一般会計予算
歳入歳出総額は４９億９５００万円で、主に消防救急デジタル無線システム整備に係る経費の減額により、前年度より１億

６７００万円、約３．２％の減額です。複雑多様化する消防業務や大規模災害に対応するため、体制や消防施設・車両などを
計画的に整備し、広域的な消防活動の充実を図ります。

※１：総務費の主な内訳
事務所経費、事務職員人件費、電算
システム経費獅１億５４１２万１０００円
人事管理経費、職員福利厚生経費獅

３９８６万９０００円
※２：消防費の主な内訳
消防職員人件費獅３６億５７１２万２０００円
消防車両などの更新経費獅２億９５０２
万円 消防施設改修費、消防設備費、
水利関係経費獅２億７３４２万４０００円
消防庁舎・設備・車両の維持経費、
消防・救急・救助活動費獅２億５５３３
万９０００円 消防団の報酬・旅費など
獅１億６６１９万４０００円

＜歳入＞
内容金額（千円）科目

関係５市からの負
担金４，９４９，３８３分担金・

負 担 金
消防施設の目的外
使用料、消防関係
許可などの手数料

１４，９２１使用料・
手 数 料

権限移譲事務交付
金６０県支出金

物品売払い収入１財産収入
寄附金１寄 附 金
前年度剰余金２０，０００繰 越 金
防火管理講習料な
ど１０，６３４諸 収 入

４，９９５，０００合 計

＜歳出＞
内容金額（千円）科目

広域連合の議会運
営費用２，３４２議会費

事務所の維持管理、
人事管理などの総
務関係費用

１９８，８９８総務費
（※１）

消防署、消防車両、
消防団、消防水利
の費用

４，７６３，４９６消防費
（※２）

消防施設・設備整
備の借入金償還費
用

１０，２６４公債費

２０，０００予備費

４，９９５，０００合 計

■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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歴史博物館の催し
■場歴史博物館
■申各申込開始日の午前９時から、電話
で歴史博物館（緯〈７７〉６６５５）へ

連続講座「古文書手ほどき」
■時４月１１日松・２５日松、５月９日松・
２３日松、６月１３日松・２７日松、７月
１１日松・２５日松午前１０時～正午（全
８回）
■内古文書の読み方を学びます
■対全日程に参加できる人
■定１５人（先着順）
■￥１０００円
■申申込開始日獅３月２１日抄

歴博講座「安城の歴史入門」
■時４月１８日松、５月１６日松、６月２０日
松、７月１８日松、９月１９日松午後２
時～３時３０分（全５回）

■内安城の原始から現代までの歴史を紹
介

■対全日程に参加できる人
■定２０人（先着順）
■申申込開始日獅３月２８日松

体験講座「かぶとをつくろう」
■時４月２６日掌午前１０時～１１時３０分
■内大きな折り紙を使ったかぶと作り、
甲
かっ

冑の解説もあり
ちゅう

■講加藤征男氏（社団法人日本甲冑武具
ゆき お

研究保存会）
■他小学３年生以下は保護者同伴
■定２０人（先着順）
■￥１００円
■申申込開始日獅４月４日松

■場■問デンパーククラブハウス（緯〈９２〉
７１１２）
■他入園料別途。都合により変更の場合
あり。詳細は問い合わせてください
ロザフィ教室
■時３月２１日抄・２２日掌午前１０時～午後
３時
■内紙を使ったバラのアクセサリー・小
物作り

■講GoldMarry中根氏（ロザフィ認定講
師）
■定各５０人（当日先着順）
■￥７００円から
ペタペタ焼き体験
■時３月２１日抄・２２日掌午前１０時～午後
３時３０分

■内窓や冷蔵庫にくっつく不思議なシー
ル作り
■￥７００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３月２１日抄・２２日掌・２５日昌～３０日
捷午後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
愛知県産の米粉をつかった「クッキー
ファクトリー」
■時３月２１日抄～４月６日捷午前１０時～
午後３時３０分
■内イースターにちなんだ型抜きでクッ
キー作り

■￥７５０円
■申時間内に同クラブハウスへ
ガラス細工＆とんぼ玉教室
■時３月２８日松午後１時～３時、２９日掌

午前１０時～午後３時
■内バーナーを使ったガラスビーズやと
んぼ玉作り。ネックレスも作れます
■講杉浦英津子氏（がらすあそびKERY主

え つ こ

宰）
■￥１５００円から
■申時間内に同クラブハウスへ

デンパーククラブハウスの
体験教室

■場■問マーメイドパレス（緯〈９２〉７３５１）
運試しイベント
■時３月２４日昇～２９日掌・３１日昇

■内■対券売機で購入した利用券に当たり
が付いていた人に、施設利用券やオ
リジナルグッズなどを進呈

■￥利用券購入費
チビッコ抽選会
■時３月２８日松午前１０時
■内抽選でお菓子の詰め合わせなどを進
呈

■対プールを利用した小学生以下
■定５０人（先着順）
■￥施設使用料
水中宝探し
■時３月２９日掌午前１０時
■内プール内に隠されたカプセルを見つ
けた人に景品を進呈

■対プールを利用している小学生以下
■定５０人（当日先着順）
■￥施設使用料
高齢者のためのお手軽エクササイズ
～転倒予防運動～
■時４月３日晶午前１０時３０分～１１時３０分
■内下半身の筋力を鍛える簡単なエクサ
サイズを、健康運動指導士が指導

■対６０歳以上の女性
■定１０人（先着順）
■￥５００円
■持運動のできる服装・タオル・飲み物
（ペットボトル）
■申３月２４日昇午前１０時から、電話でマ
ーメイドパレスへ

女性のためのお手軽エクササイズ
■時４月１７日晶午後１時３０分～２時３０分
■内ボールを使ったストレッチや、全身
運動を取り入れたお手軽エクササイ
ズを、健康運動指導士が指導

■対運動を始めようと思っている中高年
の女性
■定１０人（先着順）
■￥５００円
■持運動のできる服装・タオル・飲み物
（ペットボトル）
■申３月２４日昇午前１０時から、電話でマ
ーメイドパレスへ

マーメイドパレスの催し

■時４月１１日松午前１０時～午後４時
■場市民会館
■内不動産鑑定士が不動産に関する相談
に応じます
■問（公社）県不動産鑑定士協会（緯０５２
〈２４１〉６６３６）、市資産税課（緯〈７１〉２２５６）

不動産の無料相談会

４月の移動児童館
■対■時■場乳幼児親子諮７日昇・２１日昇獅

南部公民館
８日昌・２２日
昌獅東部公民
館 １０日晶・
１７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）


