
マーメイドパレスの講座

■時７月１５日昌午前１１時～正午
■内■定①初級水泳「クロールから始めま
しょう」獅２０人 ②体験アクアビク
ス獅４０人 いずれも先着順

■対１８歳以上
■他６カ月～未就園児の託児あり（先着
５人）

■申７月８日昌午前１０時から、直接か電
話でマーメイドパレス（緯〈９２〉７３５１）
へ

■時７月１８日松午後６時３０分
■内日本のロックシーンを永年にわたり支えてきた鮫島秀樹氏（元ツイスト、

ひで き

HOUNDDOG）とロジャー高橋氏（元X－RAY）、そして安城市を拠点に地
元で活躍しているバンドthet－ragによるセッション。８０年代のヒット
曲からビートルズなどバラエティに富んだ選曲のライブです

■定１５９人
※未就学児の入場はご遠慮ください。

■他７月４日松午前９時から昭林公民館で
整理券を配布

■場■問昭林公民館（緯〈７７〉６６８８）

夏休み親子エコ・クッキン
グ
■時８月６日昭午前１０時３０分～午後１時
３０分

■場文化センター
■内地元産の食材を使用して、環境にや
さしい調理方法を勉強しながら、み
んなで楽しく食べよう！

■対市内在住の小学生とその保護者
■定１２組２４人（定員を超えた場合は抽選）
■￥１人５００円
■持エプロン・筆記用具・ふきん・手拭
用タオル・不要な広告紙（ゴミ箱作
成用）

■申７月２１日昇までの午前９時～午後５
時（松掌抄を除く）に、住所・氏名・
学年・電話番号を電話かファクス・
Ｅメールで環境首都推進課（緯〈７１〉２
２０６／胃〈７６〉１１１２／kankyo@city.
anjo.aichi.jp）へ
※参加の可否は７月中に連絡。

おおいしく楽しくエコしよおいしく楽しくエコしようう

七夕まつりの公式キャラクター「き
ーぼー」は７月７日昇に誕生日を迎え、
その記念すべき日に誕生祭を開催しま
す。七夕親善大使も参加します。
■場安城七夕神社（桜町、安城神社に隣
接）

■問株式会社安城スタイル（緯〈７３〉９５１１）、
商工課（緯〈７１〉２２３５）

きーぼー出会いの儀
■時７月７日昇午後５時・７時
■内安城七夕神社に２匹のきーぼーが出
現し、仲間と出会い、互いの生命を
確認し合います。来場者はこの2匹
のきーぼーと記念撮影をすることが
できます
七夕笹飾り納め式
■時７月７日昇午
後５時～７時
３０分

■内保育園・幼稚
園、学校、町
内会、会社、
個人などで飾
った笹飾りを
会場に持参し
てください。
笹飾りは当日
安城七夕神社
に納めます

きーぼー誕生祭
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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。

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
手作りアイスクリーム教室
■時７月１１日松・
１２日掌・１８
日松～２０日
抄午前１０時
３０分・１１時
３０分・午後
１時・２時・３時

■内アイスクリームにいちじくジャムや
チョコレートなど好きな味のソース
をかけて食べましょう

■定各１５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

手作りパン教室
■時７月１８日松～２０日抄午後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

フォトマスターEXによる写真講座
■時８月７日晶・２１日晶午前１０時（全２
回）

■内シャッター速度と作品効果
■講鶴田郁夫氏（フォトマスターEX（エ

いく お

キスパート））
■定２０人（先着順）
■￥２３００円
■申７月５日掌午前９時３０分から、直接
か電話で同クラブハウスへ

■対安城・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

■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７月１８日松午前９時～正午
■場安城消防署
■内小児・乳児・新生児の心肺蘇生法、
ひきつけ・のどに異物が詰まった時
の処置

■定２０人（先着順）
■申７月５日掌午前９時から安城消防署
救急係（緯〈７５〉２４９４）へ

普通救命講習Ⅰ
■時７月１９日掌午前９時～正午
■場碧南消防署
■内心肺蘇生法（気道確保、人工呼吸、
胸骨圧迫）、ＡＥＤの使用法、止血法

■定２０人（先着順）
■申７月５日掌午前９時から碧南消防署
救急係（緯〈４１〉２６２５）へ

救命講習会

■時■場①８月４日昇獅文化センター
②８月１１日昇獅作野公民館 いずれ
も午前１０時～午後１時（受け付けは
午前９時３０分から）

■内人気の給食メニューを楽しく作りま
しょう。調理員がおいしく作るコツ
を伝授 献立獅ビビンバ、スープ

■対市内在住の小学生とその保護者
■定①獅１０組 ②獅８組 いずれも先着
順

■￥１人３００円
■持エプロン・三角巾（バンダナ）・筆記
用具・子ども用上履き・水分補給用
の飲み物・手拭き用タオル

■申７月６日捷～１７日晶午後１時～５時
（松掌を除く）に、電話で北部調理場
（緯〈７６〉４７００）へ

■問（一財）安城市学校給食協会（緯〈７５〉
２３２２）

親子給食調理教室

■時８月２４日捷～３０日掌までの間で訓練
科ごとに定めた日時 午前の部獅午
前９時１０分から 午後の部獅午後１
時４０分から いずれも実習時間は２
時間１０分程度

■場春日台職業訓練校（春日井市神屋町）
■内機械科獅キーホルダーの製作 縫製
科獅ミニバッグの製作 木工科獅木
製小椅子の製作 陶磁器科獅湯呑み
の製作 紙器製造科獅楽しい箱の製
作
※申し込みは１人１コース。

■対１２歳以上の知的障害のある人で、保
護者が付き添える人

■定各コース５人
※中学・高校に在学中の人は３年生
を優先。

■申７月２４日晶までに申込書を郵送（必
着）かファクス・Eメールで春日台
職業訓練校（〒４８０－０３９２春日井市神
屋町７１３－８／胃０５６８〈８８〉０９４８／ku
nrenkou@pref.aichi.lg.jp）へ

■問春日台職業訓練校（緯０５６８〈８８〉０８１１）、
市障害福祉課（緯〈７１〉２２２５）

春日台職業訓練校体験実習

■場■問市スポーツセンター（緯〈７５〉３５４５）
プール夏休み期間営業時間変更
■時７月２１日昇～８月３０日掌（捷を除く）
■内上記期間中は利用時間を午前１０時～
午後９時に変更

アクアビクス＆筋力トレーニング体験
会
■時８月６日昭・１３日昭・２０日昭・２７日
昭午後１時～２時

■対１８歳以上
■定各３０人（先着順）
■￥施設利用料
■持水着・水泳帽子
■申７月５日掌から各開催日前日までの
午前９時～午後８時（休館日を除く）
に、直接か電話で同センターへ 神経系難病患者・家族教室

■時７月２４日晶午後２時～４時
■場安城更生病院
■内医師講話獅自分らしい療養生活を続
けるために～生活のコツと最新の情
報～
※交流会もあります。

■講杉浦真氏（安城更生病院神経内科在
まこと

宅診療部長）
■対神経系難病患者とその家族等
■申７月１７日晶までに電話で衣浦東部保
健所健康支援課地域保健グループ
（緯〈２１〉９３３８）へ

■時８月２９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）
■内パパとパワフルに運動遊び
■講相川優一氏（ポッキー先生）

ゆう いち

■対乳幼児とその父親
■定３０組（先着順）
■申７月１５日昌午前９時から電話で子育
て支援センター（緯〈７２〉２３１７）へ

ぼぼくたちが見つけられるかなぼくたちが見つけられるかな？？

市内の自然環境を考えるための調査
です。
■時調査期間獅７月１日昌～８月３１日捷

■内市内の公園や神社などで、セミのぬ
けがらを集めて提出

■他ぬけがらの個数に応じて景品と交換
できます

■申調査期間中の午前９時～午後９時
（昌を除く）に、ぬけがらを持って環
境学習センターエコきち（緯〈７６〉７１４
８）へ

■問環境首都推進課（緯〈７１〉２２０６）

ぬけがらを集めてお宝をゲ
ット！セミのぬけがら調査

■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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心心肺蘇生心肺蘇生法法

パパと遊ぼパパと遊ぼうう

パパ講座市スポーツセンターへ行こう
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■場子育て支援センター（あんぱ～く内）
■申７月２９日昌午前９時から、電話で子
育て支援センター（緯〈７２〉２３１７）へ
※１人１講習まで。

親子遊び講習会
■時８月２８日晶午前１０時～１１時３０分
■内ベビーマッサージ＆エクササイズ
■講水越智穂子氏

ち ほ こ

■対２カ月～１歳未満の子とその保護者
■定３０組（先着順）

子育て何でも相談広場
■時９月１日昇午前１０時～１１時３０分
■内入園を控えての子育て
■対乳幼児とその保護者
■定２０組（先着順）
育児講習会
■時９月１６日昌午前１０時～１１時３０分
■内子どもの写真を撮るコツ
■講細井哲雄氏

てつ お

■対乳幼児の保護者
■定２５人（先着順）
■持デジカメ（スマートフォン不可）、今
まで撮った子どもの写真５・６枚

■他別室託児あり

あんぱ～くの講習会

親親子遊親子遊びび

■時７月３０日昭午前１０時～正午
■場市民交流センター
■内ポスターや読書感想画、工作など夏
休みの宿題を先生のアドバイスのも
とに完成させよう！

■講鬼頭茂雄氏
しげ お

■対幼児～小学生（幼児は保護者同伴）
■定２０人（先着順）
■持宿題の画用紙・絵具・筆・鉛筆・ク
レヨンなどの画材・粘土などの工作
用具

■申７月７日昇からの午前９時～午後８
時（捷を除く）に、直接か電話で市民
交流センター（緯〈７１〉０６０１）へ

親子de（で）アート広場

■時７月１８日松・２５日松午前１０時～１１時
３０分

■場安祥閣
■内浴衣の着付を学びます
■講富田智子氏（中部きもの研究会おお

とも こ

ぎ和装学院）
■対女性
■￥各５００円
■持浴衣・半幅帯など（申込時に案内）
■申７月１５日昌午後４時までに、直接か
電話で住所・氏名・電話番号・参加
人数を安祥閣（緯〈７４〉３３３３）へ

浴衣着付講座

■場■問堀内公園（緯〈９９〉５９４７）

すいか割り体験会と試食会
■時７月１１日松午前１１時（受付開始午前
１０時５０分）
※雨天の場合、１２日掌に順延。

■定１５人（先着順）
堀内公園「夏まつり」
■時７月１８日松～２０日抄午前１０時～午後
３時

■内輪投げ等の模擬店
※景品が無くなり次第終了。

■￥各１００円
水遊び企画「うち水大作戦」
■時７月２２日昌・２４日晶・２７日捷・２９日
昌・３１日晶午後３時～４時

■内バケツ・ジョロ・水鉄砲を使ってう
ち水をしよう

■対小学生以下
■持濡れても良い服装・着替え・タオル
※バケツ・ジョロ・水鉄砲の持参可。
作ってみよう！「割り箸鉄砲作り」
■時７月２５日松・２６日掌午前１０時～午後
３時

■内割り箸鉄砲を作ってみよう
■対小学生以下
■定各５０人（当日先着順）

■時７月２５日松・２６日掌午前１０時３０分～
午後５時（２６日は午前１０時から）

■場市民交流センター
■内植物や動物など、さまざまな生き物
について学びます。手で触れて、目
で見て興味を持てるような体験や講
座です

■講西三河野生生物研究会会員
■対小・中学生
■他事前申し込みが必要又は、定員を設
けている講座もあり。詳細は市民交
流センター（緯〈７１〉０６０１）へ問い合わ
せてください

夏休み親子学習会２０１５

和和装に親しみましょ和装に親しみましょうう

堀内公園の催し

■場■問歴史博物館（緯〈７７〉６６５５）
歴博小劇場 継承～日本伝統芸能の心
～其の十四 「語り」
■時７月２５日松午後２時
■内戦時中、旧明治村（現在の東端町周
辺）にあった明治航空基地を題材に
した朗読劇「７０年前、この空の下で
…」を上演 出演獅上田定行（俳優・

さだ ゆき

ナレーター）ほか
歴博講座
■時８月８日松午後２時
■内演題獅戦時下の子どもたち
■講本館学芸員
体験講座「すいとんを食べてみよう！」
■時８月８日松午後３時３０分
■内戦時中、米の代用食であったすいと
んを試食します

歴史博物館で平和を考えよ
う

服部正志の衝撃３Ｄアート 魔法の絵
画展 第２弾
■時７月１８日松～１１月３日抄

■内カメラで撮影すると、まるで作品の
中に入り込んだような不思議な写真
ができます

■￥大人５００円、小・中学生４００円、３歳
～小学生未満３００円（入園料別途必要）

■問デンパーク（緯〈９２〉７１１１）

デンパークの催し

■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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丈山苑漢詩勉強会
■時７月１９日掌午後２時～４時
■内漢詩を通じ石川丈山の遺徳をしのぶ
■講三島徹氏（東洋文化振興会会長）

とおる

■￥１００円（中学生以下は無料）
■場■問丈山苑（緯〈９２〉７７８０）

■申申し込みの必要なものは各申込開始
日の午前１０時から、電話でマーメイ
ドパレス（緯〈９２〉７３５１）へ

スイカの種飛ばし大会
■時７月１２日掌午前１１時獅種飛ばし大会
正午獅試食会

■対■定小学生未満の部獅２０人 小学生低
学年の部獅２０人 小学生高学年の部
獅２０人 一般の部（中学生以上）獅男
女各１０人 いずれも先着順

※当日午前１０時５０分より屋外プールサ
イドで受け付け。

■￥施設利用料
アロマテラピー体験会
■時７月１４日昇午前１０時３０分～１１時３０分
■内虫除けスプレー作りほか
■定１０人（先着順）
■￥１３００円
■申申込開始日獅７月７日昇

「マーメイドちゃんイラスト」大募集
■時用紙配布獅７月１４日昇～３１日晶（無
くなり次第終了） 用紙受付獅８月
１日松～９日掌

■内プール利用者（希望者）に配布する画
用紙に、マーメイドちゃんの似顔絵
または塗り絵を描いて持参した当日
は、プール利用料が無料

■対似顔絵の部獅小学生 塗り絵の部獅

未就学児
■定各１００人（先着順）
■他１人１枚まで。作品は９月１日昇～
３０日昌にマーメイドパレスに掲示
はじめてのお灸～むくみをとって脚す
っきり
■時７月１６日昭午前１０時３０分～正午
■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）
■申申込開始日獅７月７日昇

ベビーマッサージ
■時７月１７日晶午前１０時３０分～正午
■対２カ月～１歳の子とその保護者
■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・子ども用飲み
物等

■申申込開始日獅７月９日昭

ちびっこデー
■時７月２１日昇～２３日昭

■内未就学児は、プール利用料が無料。
幼児プールにボールを開放

■他オムツ着用の子は、利用不可。小学
３年生以下は保護者同伴（保護者１
人につき２人まで）

マーメイドパレスへ行こう

■場■問歴史博物館（緯〈７７〉６６５５）
夏休み自由研究相談会
■時７月３０日昭～８月１日松午前１０時～
正午、午後１時～３時

■内歴史関係の自由研究について、題材
や調べ方を助言。親子での参加も可

■対小学３年生～中学生
■申７月１０日晶午前９時から（休館日を
除く）、希望日・時間・調べたいテー
マを電話で歴史博物館へ（当日申し
込みも可）

夏休み子ども歴博探検隊
■時８月５日昌午後２時
■内展示資料が保管されている収蔵庫や
資料整理スペースなど、普段見られ
ない博物館の裏側を見学

■対小学４年生～中学生
■定１０人（先着順）
■申７月１７日晶午前９時から（休館日を
除く）、電話で歴史博物館へ

歴史博物館の催し

三三島三島氏氏

移動児童館のイベント
■対■時■場乳幼児親子・小学生諮８月５日
昌獅東部公民館 ８月７日晶獅高棚
町公民館 いずれも午前１０時～１１時

■内人形劇団「ぐ・ちょき・ぱ」の公演
■問子育て支援センター（緯〈７２〉２３１７）

今月の再生家具入札販売
■時７月１２日掌午前９時～正午
■場リサイクルプラザ
■問清掃事業所（緯〈７６〉３０５３）、当日の問
い合わせ（緯０９０〈９８９２〉２９３３）

ままだまだ使えままだまだ使えますす

市教育センター開所記念講
演会
■時７月２３日昭午後１時３０分～３時１５分
■場市教育センター
■内演題獅災害・事件・事故発生後の子
どもの心のケアについて 講師獅坂
井誠氏（中京大学心理学部教授）

まこと

■申７月１０日晶までの午前８時３０分～午
後５時１５分（松掌を除く）に、直接か
電話で市教育センター（緯〈７５〉１０１０）
へ

ひとり親家庭バス旅行
■時８月２３日掌午前８時１０分
■場トヨタ産業技術記念館（名古屋市）ほ
か 集合獅市役所西駐車場

■対市内在住のひとり親家庭の子とその
保護者

■定４０人（先着順）
■￥１人１４００円（３歳以下は無料。ただ
し、弁当代は必要）

■申７月１２日掌～２６日掌に、住所・氏名・
電話番号をファクスで母子福祉会成

なり

島清美さん（緯・胃〈９９〉６５５４）へ
しま きよ み

※７月１２日掌午前８時～正午のみ電話
でも受け付け。

■問子育て支援課（緯〈７１〉２２２９）

自自由研究のテーマを掘り下げよ自由研究のテーマを掘り下げようう
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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。

■時運動期間獅７月１１日松～２０日抄

■内重点運動獅子どもと高齢者を交通事
故から守ろう。すべての座席でシー
トベルトとチャイルドシートを正し
く着用しよう。飲酒運転を根絶しよ
う。歩道は歩行者優先！自転車は安
全速度で走ろう！

■問市民安全課（緯〈７１〉２２１９）

夏の交通安全市民運動
市では、愛知労働局からの働きかけ
を受け、「愛知『働き方改革』に向けた共
同宣言」に賛同しています。
「働き方改革」のひとつとして、朝早
く出勤し、夜間の時間外労働を行わな
い「朝型勤務」や、「フレックスタイム制」
を使った朝の時間帯にシフトした勤務
をするなどの「夏の生活スタイル変革」
を政府では推奨しています。
※詳細は、愛知労働局ウェブサイト参
照。

■問市商工課（緯〈７１〉２２３５）

愛知の「働き方改革」

放置自転車リサイクル販売
保管期限が過ぎた放置自転車の中か
ら、再利用できるものを整備し、市放
置自転車リサイクル事業取り扱い店
（下表参照）で各店２・３台を販売しま
す。
■時７月１６日昭から
■他まちの美観、歩行者等の通行の妨げ
となる放置自転車をなくし、きれい
なまちを作りましょう

■問維持管理課（緯〈７１〉２２３７）

電話番号取り扱い店

緯〈７６〉８７０３山本自転車店（別郷町）

緯〈７６〉３３８７ソウリンサイクル商会
（明治本町）

緯〈７６〉２０２４サイクルショップ二藤
（御幸本町）

緯〈７２〉１７７６サイクルアシストオオ
バ（安城町）

■時■内７月４日松・５日掌諮午前１０時～
正午獅防衛大学校・防衛医科大学校・
航空学生 午後２時～４時獅一般曹
候補生・自衛官候補生

■場自衛隊安城地域事務所（三河安城町）
■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）

自衛隊入試制度説明会

今年度の国民健康保険税納税通知書
及び特別徴収額通知書を７月１５日昌に
発送します。
制度の内容等は本号折込チラシ参照。

■問国保年金課（緯〈７１〉２２３０）

国民健康保険税納税通知書
等の発送

県に提出された大規模小売店舗立地
法に係る届出書を縦覧します。
■時９月２４日昭まで
■内大規模小売店舗の施設の配置に関す
る事項など 店舗名称獅バロー安城
日の出ショッピングセンター

■場■問県商業流通課（緯０５２〈９５４〉６３３８）、
市商工課（緯〈７１〉２２３５）

大規模小売店舗立地法に係
る届出書の縦覧

厚生労働省では、労働条件の悩みに、
平日夜間・土日に無料で相談できる電
話相談窓口を開設しています。
■時捷昇昭晶午後５時～１０時、松掌午前
１０時～午後５時（年末年始を除く）

■内相談専用電話獅緯０１２０〈８１１〉６１０
■問市商工課（緯〈７１〉２２３５）

労働条件相談ほっとライン

虐待かもと思ったら、１８９（いちはや
く）番へ電話してください。近くの児
童相談所につながります。
※従来の緯０５７０〈０６４〉０００も使用可。
■問県刈谷児童相談センター（緯〈２２〉７１１
１）、市子育て支援課（緯〈７１〉２２２９）

７月から児童相談所ダイヤ
ルが３桁番号になります

◆◆◆衣浦東部広域連合ＮＥＷＳ◆◆◆

夏休みを迎え、マリンレジャーに伴
う事故の発生が心配されます。
海で遊ぶときは次の事項を守りまし
ょう。
暫子供からは絶対に目を離さないでく
ださい！

暫ボートに乗るとき、防波堤で魚釣り
をするときは、大人も子どももライ
フジャケットを着用しましょう！

暫海が荒れているときは、海に近付か
ない！

暫連絡手段の確保！防水パック等に入
れた携帯電話を持ちましょう！

暫海の事故は１１８番に電話速報！
■問名古屋海上保安部（緯０５２〈６６１〉１６１５）

海で安全に楽しく遊ぶため
のお願い

本年第１回衣浦東部広域連合議会臨時会を、５月２６日に広域連合議場（刈
谷市役所）にて開催。今議会は、碧南市選出議員の辞職、安城市及び高浜市
選出議員の任期満了により３市議会において後任の広域連合議会議員が選出
されたことに伴うものです。
議会では正副議長の選挙が行われ、議長に坂部隆志議員が、副議長に小野

たか し

田由紀子議員が選出されました。引き続き、監査委員（議会選出）の人事案件
ゆ き こ

の同意並びに火災予防条例の一部を改正する条例の制定が可決されました。
また、救助工作車、高規格救急自動車及び高度救命処置用資機材購入に伴
う財産の取得の３議案が可決されました。 〈以下敬称略〉
●今回選出の衣浦東部広域連合議会議員（議席番号順）
碧南市選出獅加藤厚雄、永坂直義、新美交陽

あつ お なお よし こう よう

安城市選出獅小川浩二郎、石川孝文、野場慶徳、坂部隆志、白山松美
こう じ ろう たか ふみ よし のり まつ み

高浜市選出獅柴田耕一、小野田由紀子
こう いち

●正副議長
議長獅坂部隆志（安城市）
副議長獅小野田由紀子（高浜市）
●同意された人事
監査委員（議選）獅鈴木絹男（刈谷市）

きぬ お

■問総務課（緯〈６３〉０１３１） 坂部議長 小野田副議長

■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

会 広報あんじょう 2015.7.1

■問高齢福祉課（緯〈７１〉２２２６）
介護保険負担限度額の認定申請を受け
付け
認定されると、施設利用時の食費・
居住費の負担額が軽減されます。
■他現在の認定証の有効期限は７月３１日
晶です。引き続き必要な人は６月に
発送した申請書を提出してください
負担割合証の送付
８月以降の介護保険利用者負担割合
を表示した「負担割合証」を７月初旬に
送付します。サービス利用時には、介
護保険証と併せて提示してください。
高額介護サービス費の負担限度額の見
直し
８月以降の高額介護サービス費の利
用者負担段階区分に「現役並み所得者」
が新設されることに伴い、これに該当
するかを判定するため、７月初旬に
「介護保険基準収入額適用申請書」を送
付します。
■対世帯内に課税所得１４５万円以上の６５
歳以上の人がおり、かつ、世帯内に
要介護（要支援）認定を受けている人
がいる世帯

介護保険のお知らせ

デンパークのスタッフ
■他面接時に顔写真付きの履歴書を持参
■申７月１５日昌までの午前９時３０分～午
後５時（昇を除く）に、電話でデンパ
ーク（緯〈９２〉７１１１）へ

講座スタッフ
■内職務内容獅体験教室の指導・補助

勤務日時獅松掌抄を含む午前９時～
午後５時のうち指定する時間 賃金
獅時給８００円から（松掌抄は１００円増）、
通勤割増１日２００円 休日獅要相談

■定１人（学生の夏休み期間のみも可、
高校生不可）
植栽スタッフ
■内職務内容獅植物の管理など 勤務日
時獅①午前８時～正午 ②午後１時
～５時 いずれも松掌抄を含む 賃
金獅時給８００円から（松掌抄は１００円
増）、通勤割増１日２００円 休日獅要
相談

■定①獅４人 ②獅３人 いずれも高校
生不可

■問（一財）安城市学校給食協会（緯〈７５〉
２３２２）

■場①北部調理場（池浦町） ②中部調理
場（福釜町） ③南部調理場（和泉町）

■時採用日獅①③９月上旬 ②８月上旬
■内勤務内容獅①食器の洗浄 ②③給食
の調理 勤務日時諮捷～晶（抄を除
く。北部・南部調理場は夏休みなど
学校給食がない日も除く） ①獅午
後１時～４時３０分 ②獅午前８時１５
分～正午 ③獅午前８時３０分～正午
賃金獅時給９３０円、通勤割増１日２００
円 選考獅面接

■定各１人程度
■申７月３日晶～１７日晶午前９時～午後
５時（松掌を除く）に、申込書を持っ
て市学校給食協会へ
※申込書は同協会または市公式ウェ
ブサイトで配布。

臨時給食調理職員

市内の小中学校、幼稚園・保育園の
給食を調理する、（一財）安城市学校給
食協会のイメージキャラクター。
■内賞諮特選(１点)獅２万円 入選(３
点 )獅５０００円 各金額相当の商品券
等 規格閣A４サイズ（縦横は任意）
※採用作品の諸権利は協会に帰属。

■申７月１５日昌～９月４日晶午前８時３０
分～午後５時（松掌抄を除く）に、応
募用紙に住所・氏名・年齢・職業
（学校名）・作品の説明（２００字以内）を
記入し、持参か郵送（必着）で市学校
給食協会（〒４４６－００４１桜町１８－２）へ
※各調理場でも持参のみ受け付け。
※団体での応募も可。
※応募用紙は同協会または市公式
ウェブサイトで配布。

■問（一財）安城市学校給食協会（緯〈７５〉
２３２２）

（一財）安城市学校給食協会
のイメージキャラクター

■時開講式獅８月２５日昇 研修期間獅８
月２７日昭～来年１月２９日晶

■内秋冬野菜の栽培実習、農業関連施設
の視察など

■対市内在住で畑の
管理作業などが
できる健康な人

■定３０人（定員を超
えた場合は抽選）

■￥１万５０００円（苗・肥料・保険を含む）
■申７月２日昭～２２日昌午前８時３０分～
午後５時１５分（捷を除く）に、受講申
込書に必要事項を記入し、持参か郵
送（必着）でアグリライフ支援センタ
ー（〒４４４－１２０１石井町辻原１３１－２）へ
※受講申込書は同センター・農務課・
文化センター・各地区公民館・市公
式ウェブサイトで配布。

■場■問アグリライフ支援センター（緯〈９２〉
６２００）

野菜づくり入門コース受講
生

市民課等の窓口で使用する
封筒提供事業者
市民課等の窓口で使用する、広告を
掲載した封筒の提供事業者を募集しま
す。詳細は、市公式ウェブサイト内「市
民課等の窓口で使用する封筒提供事業
者募集」のページ参照。
■申７月１日昌～８月１４日晶午前８時３０
分～午後５時１５分（松掌抄を除く）に、
申込書・会社概要（パンフレットな
ど）・封筒の見本または案を持参か郵
送（必着）で市民課（〒４４６－８５０１住所
記載不要／緯〈７１〉２２２１）へ

６月７日に開催した消防団消防操法
競練会の結果は以下のとおりです。
■内小型ポンプの部諮優勝獅西尾分団
準優勝獅新田分団 ３位獅二本木分
団 ４位獅三別分団 ５位獅南明分
団 ６位獅東尾分団 ７位獅志貴分
団 ８位獅今村分団
ポンプ車の部諮優勝獅小川分団 準
優勝獅桜井分団

■問危機管理課（緯〈７１〉２２２０）

消防団消防操法競練会結果



（ ）内は前月比

〈平成27年6月1日現在〉
総 人 口
男 性
女 性

世 帯 数

18万5304人（＋39）
9万4919人（＋22）
9万385人（＋17）

7万1867世帯（＋55）

火 災
救 急

（年間累計／前年対比）

刑 法 犯
交通事故
負 傷 者
死 者

134件（ 734件／－63）
574件（2948件／－ 5）
101人（ 488人／－33）
0人（ 3人／＋ 1）

人口・世帯

5月の火災・救急

5月の犯罪・事故

6件（うち建物 4件）
574件（うち急病388件）
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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。

碧南市最大の市民参加型イベントで
す。メインの総踊りをはじめ、出店や
ステージ発表、復興応援グッズの販売
などイベントが盛りだくさんです。
■時７月２５日松午後２時～８時４５分
※荒天などで中止の場合は、２６日掌

に順延します。
■場碧南市役所前道路およびその周辺
■問碧南市地域協働課（緯〈４１〉３３１１）

総踊総踊りり

元気ッス！へきなん 碧
南

県無形民俗文化財に指定され、２３０
年以上の歴史がある伝統的な祭りです。
武者人形をかたどった約６０手の「万燈」
を若衆が一人で担ぎ、笛と太鼓のお囃

はや

子に合わせて勇壮に舞います。
し

初日の「新楽」では若衆たちが万燈を
担いで市内を練り歩き、２日目の「本
楽」では秋葉社の境内で舞が奉納され
ます。
■時７月２５日松・２６日掌

■場秋葉社周辺（刈谷市銀座／名鉄刈谷
市駅またはＪＲ・名鉄刈谷駅下車）
※会場周辺に駐車場はありません。

■問刈谷市観光協会（緯〈２３〉４１００）

若若衆が勇壮に舞いま若衆が勇壮に舞いますす

天下の奇祭「万燈祭（まんど
まつり）」

刈
谷

来年４月から次の施設の管理運営を
行う指定管理者を募集します。詳細は
各施設担当課へ問い合わせるか、募集
要項を確認してください。
■内施設名／担当課獅堀内公園／公園緑
地課（緯〈７１〉２２４４） レジャープール
（マーメイドパレス）／スポーツ課
（新田町新定山４１－８市体育館内／
緯〈７５〉３５３５） 歴史博物館・埋蔵文
化財センター・市民ギャラリー・安
祥城址公園／文化振興課（安城町城
堀３０歴史博物館内／緯〈７７〉６６５５）
業務内容獅施設の利用に関する業務、
施設及び設備の維持管理に関する業
務

■他募集要項等配布期間獅７月１日昌～
１５日昌午前８時３０分～午後５時１５分
（閉庁日・休館日を除く）に各施設の
担当課・市公式ウェブサイトで配布

■申８月２１日晶～２８日晶午前８時３０分～
午後５時１５分（閉庁日・休館日を除
く）に各施設の担当課へ必要書類を
持参

■問経営管理課（緯〈７１〉２２０５）

市施設の指定管理者

三河湾浄化の日７月２２日昌

三河湾浄化週間７月２２日～２８日昇三
河湾流域の市町村などで構成する｢三
河湾浄化推進協議会｣は、多くの人に
浄化意識を高めてもらうよう、海に親
しむ機会が多い毎年７月の第４水曜日
を｢三河湾浄化の日｣、その日から一週
間を｢三河湾浄化週間｣と定め、生活排
水対策の呼びかけなどの活動を行って
います。
いいね！三河湾美SEA(うつくしい)
フォトコンテスト作品募集
三河湾や三河湾沿岸で、自然風景や
海と人とのふれあいの風景を題材に撮
影した写真を募集します。
■内賞諮金賞(１人)獅２万円 銀賞(１
人 )獅１万円 銅賞（１人）獅５０００円
美SEA賞（７人）獅３０００円 いずれも
各金額相当の商品 審査獅作品展示
見学者による投票

■対作品規格閣白黒・カラーともに四つ
切・四つ切ワイド・A４のいずれか
※自作で未発表の作品に限る。加工・
編集写真は不可。肖像権は応募者で
処理。

■申７月１日昌～９月２５日晶に、プリン
トした写真の裏面に画題・撮影日時・
撮影場所・住所・氏名・電話番号を
記載し、郵送（必着）で三河湾浄化推
進協議会事務局（豊橋市環境部環境
保全課内〒４４０－８５０１住所記載不要）
へ

■問三河湾浄化推進協議会事務局（緯０５３
２〈５１〉２３９０）、市環境首都推進課（緯〈７
１〉２２０６）

三河湾美SEA(うつくしい)
フォトコンテスト作品

ボーイスカウト・ガールス
カウト新入団員
スカウト活動を通して健やかな青少
年を育てるため、国際的に活躍できる
子どもたちを育成します。
■内キャンプ・サイクリング・スキー訓
練などの野外活動、安城七夕まつり
での奉仕活動や募金活動

■対幼稚園・保育園の年長児及び小学生
■申昇～掌午前８時３０分～午後５時１５分
に青少年の家（緯〈７６〉３４３２）へ

■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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INFORMAÇÕESÚTEIS
SEF INFORMATION

Português

Englis
外国語の
情報ボックス

※申し込みや問い合わせは、日本語
でお願いします。

※Inscriçõeseinformaçõessomente
emjaponês

※Applicationsandinquirieswillbein
Japanese.


