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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。

フォトスポット撮影ツアー
■時８月９日掌午後４時３０分
■内園内を歩きながら、撮影のコツを
アドバイス。テーマは「サマーナ
イト」

■講鶴田郁夫氏（フォトマスター EX
いく お

（エキスパート））
■定２０人（先着順）
■￥１３００円
■申申込開始日獅開催日当日
手作りパン教室「かぶとむしパンを
作ろう！」
■時８月２３日掌・３０日掌午後１時・２
時３０分

■定各１８人（先着順）
■￥５５０円
■申申込開始日獅各
開催日当日

押し花講座（Ⅱ）
■時９月３日昭・１７日昭、１０月１日昭・
１５日昭、１１月５日昭・１９日昭午前
１０時（全６回）

■内押し花の作り方と、押し花を使っ
た額物作りにも挑戦します

■講長谷川はる子氏
■定３０人（先着順）
■￥６０００円（材料費別途。期間中の入
園パスポート付）

■申申込開始日獅８月５日昌

フラワーアレンジメント講座（Ⅱ）
■時９月３日昭・１７日昭、１０月１日昭・
１５日昭、１１月５日昭・１９日昭午後
１時３０分（全６回）

■内季節やテーマに沿ったアレンジ
■講山口秋子氏

あき こ

■定３０人（先着順）
■￥６０００円（材料費（１回２０００円）別途。
期間中の入園パスポート付）

■申申込開始日獅８月５日昌

エンジョイ！写真講座（後期）
■時９月１０日昭、１０月８日昭・２２日昭、
１１月１２日昭午前１０時（全４回）

■内撮影実習と講評。モデルを招いて
の撮影講座もあり

■講細井哲雄氏
てつ お

■定２０人（先着順）
■￥４５００円
■申申込開始日獅８月５日昌

寄せ植え講座「ぷくぷくな色々の多
肉植物で寄せ植え」
■時９月１１日晶午前１０時
■講野正美保子氏（RHSJコンテナガー

み ほ こ

デニングマスター）
■定２０人（先着順）
■￥４０００円
■持薄手袋・はさみ・エプロン
■申８月５日昌～２８日晶午前９時３０分
～午後５時（休園日を除く）に、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９月１１日晶・２５日晶午前１０時（全
２回）

■内露出の話
■講鶴田郁夫氏（フォトマスターEX）
■定２０人（先着順）
■￥２３００円
■申申込開始日獅８月５日昌

１クラス上達を目指す写真講座（後
期）
花や植物の撮影を通じて、カメラ
の基本を学びながら１クラス上達を
目指します。
■時９月１８日晶、１０月２日晶・１６日晶、
１１月６日晶午後１時３０分（全４回）

■講細井哲雄氏
■定２０人（先着順）
■￥４０００円
■申申込開始日獅８月５日昌

■時８月２２日松午前１０時～正午
※雨天時は２３日掌に順延。

■内和太鼓演奏、ふうせんつり、バザー
など

■他車は丈山小学校に駐車してください。
会場まで送迎バスあり

■場■問サルビア学園（緯〈９２〉２６６１）

サルビアまつり 今月の再生家具入札販売
■時８月９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〉２９
３３）

■場市スポーツセンター
■申特に記載のあるものを除き、８月６
日昭から各申込期限までの午前９時
～午後８時（休館日を除く）に、直接
か電話で市スポーツセンター（緯〈７５〉
３５４５）へ
チャレンジ背泳ぎ
■時９月１日昇～１０月２７日昇の毎週昇午
後４時～５時（９月２２日承を除く。
全８回）

■内クロール以外の泳ぎに挑戦
■対クロールで２５杓泳げる１８歳以上の水
泳初心者

■定１０人（先着順）
■￥４０００円
■持水着・水泳帽子・ゴーグル
■申申込期限獅８月３０日掌

初めてのエアロビクス運動
■時９月４日晶～２５日晶の毎週晶午後１
時３０分～２時３０分（全４回）

■内基本のステップから始め、楽しく身
体を動かします

■対１８歳以上
■定２０人程度（先着順）
■￥施設使用料
■持運動のできる服装・室内用シューズ・
タオル・飲み物（ペットボトル）

■申申込期限獅９月３日昭

アクアビクス教室体験
■時９月１０日昭・１７日昭・２４日昭午後１
時～２時（いずれか１日のみ参加可）

■内アクアビクス教室を体験
■対１８歳以上
■定各５人（先着順）
■持水着・水泳帽子
■申各開催日当日の午前９時～正午に、
直接か電話で市スポーツセンターへ
アクアビクス教室
■時９月１０日昭～１２月１７日昭の毎週昭午
後１時～２時（全１５回）

■対１８歳以上
■定３０人（先着順）
■￥６７００円
■持水着・水泳帽子
■申申込期限獅８月３０日掌

大人水泳体験会（初心者向け）
■時９月１１日晶・１８日晶午後１時～２時
（全２回）

■内１０月から開催する水泳教室を体験
■対１８歳以上
■定１０人（先着順）
■￥施設使用料
■持水着・水泳帽子・ゴーグル
■申申込期限獅９月１０日昭

市スポーツセンターの催し

■問デンパーククラブハウス（緯〈９２〉７１１２）
■他入園料別途（一部を除く）。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

■申特に記載のあるものを除き、各申込開始日の午前９時３０分から、直接か電
話で同クラブハウスへ（休園日を除く）

■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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■問市下水道管理課（緯〈７１〉２２４７）
境川浄化センター
■時８月１９日昌午後１時３０分～４時
■場境川浄化センター（刈谷市衣崎町）
■内顕微鏡による微生物観察、水質測定
の簡易実験、施設見学

■対小学生とその保護者
■定２０組（先着順）
■申８月４日昇～１２日昌午前９時～午後
５時（松掌を除く）に、直接か電話で
境川浄化センター（緯〈２５〉１２９５）へ
矢作川浄化センター
■時８月２２日松午前１０時～午後３時
■場矢作川浄化センター（西尾市港町）
■内下水道の仕組みを説明、施設見学
■対小学生とその保護者

夏休み親子下水道教室

甲種防火管理新規講習・乙
種防火管理講習
■時甲種獅９月１７日昭・１８日晶午前９時
４５分～午後４時 乙種獅９月１７日昭

午前９時４５分～午後４時３０分
■場碧南市文化会館（碧南市源氏神明町）
■定１２０人（先着順）
■￥４０００円
■申８月１７日捷～２１日晶午前８時３０分～
午後５時に、申込書と証明写真（縦
４㎝×横３㎝、３カ月以内に撮影し
たもの）を持って安城消防署（緯〈７５〉
２４５８）へ
※申込書は同署・衣浦東部広域連合
ウェブサイトで配布。

■問衣浦東部広域連合予防課（緯〈６３〉０１３６）

童話作家 阿部夏丸さんと
半場川で魚と遊ぼう
■時８月２３日掌午前８時３０分～１１時３０分
■場デンパーク北側の半場川
■内親子で魚とりをします
■対３～１２歳の子とその保護者
■定１００人（先着順）
■申８月５日昌～１４日晶に、郵便番号・
住所・氏名・生年月日・電話（ファ
クス）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）

川川には生き物がたくさ川には生き物がたくさんん

危険物取扱者保安講習会

■時■場上表のとおり
①獅ライフポートとよはし ②獅アイ
プラザ半田 ③獅幸田町民会館 ④獅

豊田市民文化会館 ⑤獅ウィルあいち
■￥４７００円
■申８月２１日晶までに 郵送獅申請書を
（一社）愛知県危険物安全協会連合会
（〒４６０－０００１名古屋市中区三の丸三
丁目２－１）へ 電子申請獅同連合
会ウェブサイトから申し込み
※申請書は、同連合会ウェブサイト・
各消防署で配布。

■問（一社）愛知県危険物安全協会連合会
（緯０５２〈９６１〉６６２３）、衣浦東部広域連
合予防課（緯〈６３〉０１３７）

講習種別
会場講習日

一般特定給油
午後－午前①９月２９日昇

－－午後②１０月１日昭

午後午前－２日晶

午後－午前③６日昇

午後－午前④９日晶

午前午後－

⑤

２０日昇

午前－午後２１日昌

午前
午後－－２３日晶

午後－午前２６日捷

給油＝給油取扱所 特定＝特定事業所

結婚を祝い、「きーぼー」が描かれた、
結婚記念証（フォトフレーム入り）とデ
ンパーク入園券をペアで贈呈します。
●とき ８月１０日捷午前８時３０分から
●ところ 市役所・南部支所・桜井支
所・北部出張所
●対象 婚姻届を提出する人
●問合わせ 市民課（緯〈７１〉２２２１）

■場■問中央図書館（緯〈７６〉６１１１）
■講杉山亮氏（児童文学作家）

あきら

■申８月８日松午前９時から直接か電話
で中央図書館へ
おはなし会「ものがたりライブ」
■時８月２９日松午前１０時３０分～１１時３０分
■内ちょんまげ時代のはなし、こわいは
なしを杉山亮さんが一人で語ります

■対３歳以上
■定１００人（先着順）
読書講演会「子どもの本の作り方」
■時８月２９日松午後２時～４時
■内子どもの本の現況と、作り手として
の体験談を聞き、子どもの読書活動
推進につなげます

■定５０人（先着順）

図書館の催し

デンパークサマーフェステ
ィバル
■場■問デンパーク（緯〈９２〉７１１１）
■￥入園料別途必要
ナイター営業＆ゆかた入園無料サービ
ス
■時８月８日松～３０日掌の毎週松掌

■内午後９時まで営業。１５日松・１６日掌

はゆかたで来園した人は入園無料
わくわくダンボール迷路
高さ１．５杓のダ

ンボール迷路に挑
戦しよう。
■時８月８日松～２３
日掌

■￥４００円（参加賞付）
花火ショー
■時８月８日松・９日掌・１５日松・１６日
掌・２２日松・２３日掌・２９日松 いず
れも午後８時３０分
※小雨決行、荒天中止。
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こども・親子向け体験講座：秋葉公
園の気になる木
■時８月６日昭午前１０時～１１時３０分
■内秋葉公園で気になる木をみつけま
す

■講川角正彦氏
まさ ひこ

■対４歳以上（未就学児は保護者同伴）
■定１０人（先着順）
■持帽子・水筒
エコきちプロジェクト発表会
■時８月９日掌午前１０時～１１時３０分
■内「冬・水・田んぼでいきものみっ
け」プロジェクトで見つけた生き
物の発表会

■講古居敬子氏・加藤義彦氏（いずれ
けい こ よし ひこ

も環境アドバイザー）
■定４０人（先着順）
夜のネーチャーゲーム
■時８月１６日掌・２３日掌午後６時３０分
～８時

■内夜の秋葉公園を探索し、昼と夜の
違いを感じます

■講古居敬子氏（環境アドバイザー）
■対４歳以上の子とその保護者
■定各１０組（先着順）
■￥１組１００円
■持懐中電灯・長そで・長ズボン・運
動靴
エコ工作：森の仲間サークルをつく
ろう
■時８月１７日捷午前１０時～１１時３０分
■対４歳以上（未就学児は保護者同伴）
■定１０人（先着順）
■￥１００円

夏のイベント：流しそうめん
■時８月１８日昇・２９日松午前１０時～１１
時３０分

■講古居敬子氏（環境アドバイザー）
■対４歳以上の子とその保護者
■定各１０組（先着順）
■￥１組２００円
■持おわん・はし・水筒
エコ工作：森の素材で表札づくり
■時８月２０日昭午前１０時～１１時３０分
■対小学生以上
■定１０人（先着順）
■￥２００円
折り紙でミニバッグづくり
■時８月２１日晶午前１０時～１１時３０分
■内折り紙を使ってミニ手提げバッグ
をつくります

■講市消費生活学校のみなさん
■対４歳以上（未就学児は保護者同伴）
■定１０人（先着順）

竹水鉄砲であそぼう
■時８月３０日掌午前１０時～１１時３０分
■内竹で水鉄砲をつくり、的に当てて
遊びます

■対４歳以上（未就学児は保護者同伴）
■定１０人（先着順）
■￥３００円

■場環境学習センターエコきち
■申８月３日捷から各開催日の３日前までの午前９時～午後９時（昌を除く）に、
講座名・住所・氏名・年齢・電話番号・参加人数を直接か電話・ファクス
で環境学習センターエコきち（緯・胃〈７６〉７１４８）へ

心心肺蘇生心肺蘇生法法

■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
も受講できます

■問衣浦東部広域連合消防課（緯〈６３〉０１
３５）
普通救命講習Ⅲ
■時８月１５日松午前９時～正午
■場知立消防署
■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
の処置等

■定２０人（先着順）
■申８月５日昌午前９時から、電話で知
立消防署救急係（緯〈８１〉４１４４）へ

普通救命講習Ⅰ
■時８月１６日掌午前９時～正午
■場刈谷消防署
■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
等

■定２０人（先着順）
■申８月５日昌午前９時から、電話で刈
谷消防署救急係（緯〈２３〉１２９９）へ
上級救命講習
■時８月２２日松午前９時～午後６時
■場碧南消防署
■内成人・乳児などの心肺蘇生法、傷病
者管理、外傷の応急手当、搬送法等

■定２０人（先着順）
■申８月５日昌午前９時から、電話で碧
南消防署救急係（緯〈４１〉２６２５）へ

救命講習会

丈丈山苑でアカペラ丈山苑でアカペラをを

アクション油ヶ淵２０１５
■時９月８日昇午前９時３０分～午後３時
１０分

■場勤労青少年水上スポーツセンター、
油ヶ淵（碧南市湖西町）

■内油ヶ淵に関する座学、生きものに関
する体験学習、水質調査体験、水質
浄化に関連する展示、乗船体験
※乗船体験のみ要事前申し込み。詳
細はウェブサイト油ヶ淵電子図書館
で確認。

■問県環境部水地盤環境課（緯０５２〈９５４〉６
２１９）、市環境首都推進課（緯〈７１〉２２０６）

環境講演会
■時８月８日松午後１時３０分～３時
■場環境学習センターエコきち
■内今考えなければならない環境問題
■講飯尾歩氏（中日新聞論説委員）

あゆみ

■対１８歳以上
■定４０人（先着順）
■申８月３日捷～７日晶の午前９時～午
後９時（昌を除く）に、住所・氏名・
年齢・電話番号・参加人数、環境講
演会希望を電話かファクスで環境学
習センターエコきち（緯・胃〈７６〉７１４
８）へ（空席あれば当日参加可）

丈山苑サマーコンサート
（アカペラ）
■時８月２２日松午後２時～３時
■内出演獅REALLESSON（５人組のア

リアル レッスン

カペラグループ）、豆カル（女性４人
組のウクレレユニット）

■￥入苑料獅１００円（中学生以下無料）
呈茶料獅３００円

■問丈山苑（緯〈９２〉７７８０）

■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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■時①個人獅９月３０日昌 ②団体獅１０月
６日昇・１５日昭・２７日昇

■内市の施設をめぐり、業務の様子等を
見学できます 集合・解散場所諮①
獅市役所西駐車場 ②獅応相談

■対①獅市内在住の人 ②獅市内在住者
で構成する１０人以上の団体 いずれ
も乳幼児の同伴は不可

■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獅各日１団体（希望日が重
なった場合は抽選。１団体２０人以内）

■￥昼食代、施設入場料
■申①獅８月２０日昭までの午前９時～午
後５時（松掌を除く）に、電話で秘書
課広報広聴係（緯〈７１〉２２０２）へ ②獅

８月２０日昭までの午前９時～午後５
時（松掌を除く）に、希望日（第１・
２希望）・団体名・代表者の住所・氏
名・電話番号・見学希望施設を電話
で同係へ

施設めぐり

食生活を中心とした健康づくりのボ
ランティア活動をするために、食に関
する知識や技術を学びます。
■時９月１７日昭、１０月１日昭・１５日昭・
２９日昭、１１月１２日昭概ね午前９時３０
分～午後３時（全５回）

■場市保健センター
■内講義、調理実習等
■講管理栄養士・保健師・健康づくりリ
ーダー・ヘルスメイト等

■対全日程出席でき、受講後ヘルスメイ
トとして活動可能な市内在住の人

■定２０人（先着順）
■￥１６００円
■持エプロン・三角巾・筆記用具
■他あんじょう健康マイレージポイント
対象事業です

■申８月５日昌～２１日晶午前８時３０分～
午後５時１５分（松掌を除く）に、電話
または申込書を持参かファクス・郵
送（必着）で市保健センター（緯〈７６〉
１１３３／胃〈７７〉１１０３／〒４４６－００４５横
山町下毛賀知１０６－１）へ
※申込書は、同センター・市公式
ウェブサイトで配布。

ヘルスメイト養成講座（１期）

家康公４００年にあたり、家康公ゆか
りの寺社を訪ねます。
■時９月１２日松午前８時４５分～午後４時
３０分

■場集合・解散獅歴史博物館
■内大樹寺・

だい じゅ じ

瀧山寺
たき さん じ

・法蔵寺（岡崎市）や
ほう ぞう じ

松
まつ

平
だいら

高月院（豊田市）等をバスで巡る
こう げつ いん

■講天野暢保氏（市文化財保護委員長）
のぶ やす

■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）
■￥１８８０円（昼食代・拝観料を含む）
■持歩きやすい服装・靴・筆記用具・傘・
水筒・帽子等

■申８月２８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／bun
kashinko@city.anjo.aichi.jp／緯

〈７７〉４４７７）へ
※１度に２人まで申し込み可。

あおぞら歴史教室「家康公の
ふるさと岡崎等をたずねて」

■問堀内公園（緯〈９９〉５９４７）
夏休みは電車に乗って遊びにいこう！
■時８月３１日捷まで（昇を除く）
■内名鉄堀内公園駅を利用し、帰りの切
符を提示すると、２００円分の有料遊
具利用券を進呈
※定期券は不可。

お盆企画「回数券限定販売」
■時８月８日松～１６日掌（昇を除く）
■内１０００円分の回数券を購入した人に有
料遊具利用券を２枚進呈

手作りMY箸作り
■時８月１５日松・１６日掌午前１１時、午後
1時・３時

■定各１０人程度（先着順）
■他開始１０分前より同園管理事務所前で
整理券を配布
スタンプDEGET
■時８月１５日松・１６日掌・２２日松・２３日
掌・２９日松・３０日掌午前９時～午後
５時

■内有料遊具を利用し、スタンプを集め
た人に、抽選で景品を進呈

■対３歳以上小学生以下（未就学児は保
護者同伴）

■定各２００人（当日先着順）
作ってみよう！「牛乳パックＤＥはがき
作り」
■時８月２２日松・２３日掌午前１０時～午後
３時

■定各３０人程度（当日先着順）
夏休み親子講座「デコクレイ講座」
親子一緒にデコクレイ粘土で小物を
作ってみよう！
■時８月２６日昌午前１０時～正午
■講飯田恵美氏（デコクレイアカデミー

めぐ み

講師）
■対小学生とその保護者（保護者１人に
つき小学生2人まで）

■定１０組（先着順）
■￥１組５００円
■申８月６日昭～２４日捷午前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

登登ってみよ登ってみようう

親子で木登りに挑戦しよう。
■時８月２３日掌午前９時３０分～１１時３０分
■場堀内公園
■対市内在住の小学生以下とその保護者
■定１０組（先着順）
■持飲み物・運動できる服装
■申８月５日昌～１２日昌に、郵便番号・
住所・氏名・生年月日・電話（ファ
クス）番号を、ファクスでエコネッ
トあんじょう（胃〈５５〉１３１５）へ

■問環境首都推進課（緯〈７１〉２２０６）、エコ
ネットあんじょう（緯〈５５〉１３１５）

親子で冒険体験 ツリーク
ライミング

ヘヘルスメイトを目指しましょヘルスメイトを目指しましょうう
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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。

個人事業税第１期分の納税
をお忘れなく
納期限は、８月３１日捷です。８月中
旬に県から納税通知書を送付しますの
で、金融機関・コンビニエンスストア
（納付金額が３０万円を超えるものを除
く）・県税事務所で納付してください。
なお、Ｐａｙ-ｅａｓｙ（ペイジー）に対応
しているインターネットバンキング・
ＡＴＭでも納付できます。
■問西三河県税事務所（緯０５６４〈２７〉２７１３）、
市市民税課（緯〈７１〉２２１４）

宝くじの助成金で備品を整
備しました
東町町内会は、
平成２７年度コミ
ュニティ助成事
業として、（一財）
自治総合センタ
ーによる宝くじ
の助成金で備品
（モノクロ複合
機、パソコン等）を整備しました。
■問市民協働課（緯〈７１〉２２１８）

設設置した複合設置した複合機機

協働のまちづくりに必要な知識や技術、役割を基礎から学ぶ講座です。
●とき・内容・講師 下表のとおり。時間はいずれも午後１時３０分～５時
●ところ 市民交流センター
●対象 市内在住・在勤・在学・市内で活動を行い、まちづくりに興味があ
る人（過去に本講座を受講した人を除く）
●定員 ２０人（定員を超えた場合は抽選）
●申し込み ８月３日捷～２８日晶午前８時３０分～午後５時（松掌を除く）に、
応募用紙を持参か郵送（必着）・ファクス・Ｅメールで市民協働課（〒４４６－
８５０１住所記載不要／胃〈７６〉１１１２／kyodo@city.anjo.lg.jp／緯〈７１〉２２１８）へ
※応募用紙は、同課・市公式ウェブサイトで配布。

講師内容とき
岸田眞代氏

まさ よ

（NPO法人パートナーシップ・
サポートセンター代表理事）

まちづくり人（びと）とは？
～多様な担い手によるまちづくり～９月２６日松

河井孝仁氏
たか よし

（東海大学文学部広報メデ
ィア学科教授）

安城の魅力を物語にしてみよう！１０月１８日掌

まちの魅力を語る！伝える！！１１月２９日掌

まちの人々を巻き込む！動かす！！１２月１３日掌

協働によるまちづくり
～まちの外からの力を活かす～来年１月３０日松

※日時・場所等変更する場合があります。

まちづくり人（びと）養成講座受講生募集

消費生活相談窓口は、９月から予約
優先となります。相談希望者は電話で
予約してください。また、予約のない
人や電話による相談は、状況により、
待ち時間が発生する場合もあります。
■内予約開始日獅希望相談日の１週間前
相談日時獅昇昭午前９時～午後３時
（消費生活弁護士相談日の午後を除
く。他に除外日時あり。詳細は本紙
１５日号相談窓口のページ参照） 予
約電話番号獅商工課（緯〈７１〉２２３５）

■問商工課（緯〈７１〉２２３５）

消費生活相談の予約ができ
るようになります

年金情報流出を口実にした
犯罪にご注意！
日本年金機構を名乗り、口座番号を
聞き出そうとしたり、流出した情報の
削除を持ちかける者が現れています。
なお、同機構がこの件で次のことを
行うことはありません。
暫電話やメールで連絡する
暫お金やキャッシュカードを要求する
暫ATMの操作を依頼する
■問日本年金機構専用電話窓口（緯０１２０〈８
１８〉２１１）、刈谷年金事務所（緯〈２１〉２１１０）

■時８月１３日昭午前９時～正午
■場北部公民館
■他刈谷・岡崎の献血ルームでは、晶・
年末年始以外は毎日献血できます

■問市保健センター（緯〈７６〉１１３３）

献血にご協力を

６月までに市社会福祉協議会に寄せ
られた義援金は、１億１６万５９１３円です。
６月１日～３０日受け付け分／敬称略
後藤春子
■問市社会福祉協議会（緯〈７７〉２９４１）

東日本大震災義援金ありが
とうございます

スローガン獅非行の芽 はやめにつ
もう みな我が子
８月３１日捷までを強調月間とし、県
下一斉に「青少年の非行・被害防止に
取り組む県民運動」を展開しています。
特に夏は、開放的な雰囲気の中に危
険な落とし穴が待ち受けています。日
ごろから子どもとの会話の機会を持ち、
地域ぐるみで青少年の非行防止に取り
組みましょう。
■問青少年の家（緯〈７６〉３４３２）

青少年の非行・被害防止に
取り組む県民運動（夏期）

安城七夕まつりに伴う通行止めのた
め、ＪＲ安城駅周辺のあんくるバスの
バス停が使えなくなります。また、一
部の運行時刻表が変わります。詳細は、
各バス停に掲示する臨時時刻表を確認
してください。
■時８月７日晶～９日掌

■内使えなくなるバス停獅日の出・朝日
町東・朝日町西・ＪＲ安城駅・御幸
本町西・松井整形前（安祥線のみ）
臨時に設けるバス停獅末広・相生・
松井整形東・文化センター・JR安
城駅東

■問都市計画課（緯〈７１〉２２４３）、商工課（緯

〈７１〉２２３５）

あんくるバスの運行を変更

６９９件の応募作品からロゴマークを
決定しました。
今後、さわやかマナーまちづくり条
例のＰＲチラシ、ポスター、活動団体
用グッズ、啓発用品等に使用します。
受賞者獅濱口温男さん（高知県高知市）

はる お

優秀賞獅日高美明さん（大阪府豊中市）、
よし あき

沓名奈都子さん（安城市）、石川卓見さ
な つ こ たく み

ん（同市）、吉田純
じゅん

子さん（埼玉県桶川
こ

市）、田中文貞さん（福岡県宮若市）
ふみ さだ

■問環境首都推進課（緯〈７１〉２２０６）

さわやかマナーまちづくり
条例公募ロゴマーク決定

■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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■他詳細は問い合わせてください
■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）
防衛大学校一般（前期）
■時受付期間獅９月５日松～３０日昌 試
験日諮１次獅１１月７日松及び８日掌

２次獅１２月８日昇～１２日松の指定さ
れた１日
※推薦・総合選抜・後期試験もあり
ます。

■対高等学校を卒業した（見込含む）２０歳
以下の人
防衛医科大学校医学科学生
■時受付期間獅９月５日松～３０日昌 試
験日諮１次獅１０月３１日松及び１１月１
日掌 ２次獅１２月１６日昌～１８日晶の
指定された１日

■対高等学校を卒業した（見込含む）２０歳
以下の人
防衛医科大学校看護学生
■時受付期間獅９月５日松～３０日昌 試
験日諮１次獅１０月１７日松 ２次獅１１
月２８日松又は２９日掌の指定された１
日

■対高等学校を卒業した（見込含む）２０歳
以下の人

自衛官

■時９月５日松・１２日松・２６日松、１０月
１０日松・２４日松、１１月７日松午前１０
時～１１時頃（全６回）
※１１月７日は午後１時３０分から。

■場アグリライフ支援センター
■内３釈程度の畑で、キャベツ、ブロッ
コリー等の野菜を植え付け、管理、
収穫等の作業をします

■対市内在住の人
■定２０組（定員を超えた場合は抽選）
※１組４人まで。
※小学生以下は１人につき、大人１
人以上同伴してください。

■￥１組１５００円（苗・肥料・保険等含む）
■他資器材等は同センターで用意
■申８月１日松～１１日昇午前８時３０分～
午後５時１５分（捷を除く）に、参加者
全員の氏名・生年月日・代表者の住
所・連絡先を、郵送（必着）・電話・
ファクス・Ｅメールでアグリライフ
支援センター（〒４４４－１２０１石井町辻
原１３１－２／緯〈９２〉６２００／胃〈９２〉
６１２２／agrilife@city.
anjo.aichi.jp）へ
※右のQRコードから
も申し込みできます。

野菜を作ってみませんか～
一坪農園参加者～

在宅重度障害者手当等の所
得状況届の提出を
下記手当の受給者へ、８月７日晶付
けで書類を送付します。期限までに提
出してください。提出が遅れると、手
当の支払いができなくなります。
■対在宅重度障害者手当・特別児童扶養
手当・障害児福祉手当・特別障害者
手当・経過的福祉手当の受給者

■申提出方法獅８月１１日昇～９月１０日昭

午前８時３０分～午後５時１５分（松掌

を除く）に、書類を持って障害福祉
課（緯〈７１〉２２２５）へ

原爆死没者の慰霊・恒久平
和を願い黙とうを
原爆死没者の慰霊と恒久平和を願い、
家庭・職場・地域などで、原爆が投下
された時間に、１分間の黙とうをお願
いします。
■時原爆投下日時諮広島獅８月６日昭午
前８時１５分 長崎獅８月９日掌午前
１１時２分

■問人事課（緯〈７１〉２２０３）

児童扶養手当、県・市遺児
手当の現況届の提出を
手当の受給者（受給額が全部停止の

人も含む）へ、８月上旬に書類を送付
します。期限までに提出してください。
提出がない場合、手当の支払いができ
なくなります。
※市遺児手当の現況届は、義務教育修
了後の児童を扶養している受給者の
み提出が必要。

■他児童扶養手当の受給開始から５年を
経過した人等は、就労状況等の届け
出が必要です。６月に該当者へ書類
を送付しました。期限までに提出が
ない場合、手当額が２分の１に減額
されます

■申提出方法獅８月３１日捷までの午前８
時３０分～午後５時１５分（松掌を除く）
に、書類を持って子育て支援課（緯

〈７１〉２２２９）へ

農のある暮らしを体験

出演団体が協力してつくりあげる、手作りの演劇祭に出演しませんか。
■時来年１月３０日松・３１日掌

■場文化センター
■対活動拠点を市内又は隣接市
におく団体

■申８月２０日昭までに、代表者
の住所・氏名・団体名・電
話（ファクス）番号を郵送
（必着）かファクスで市民
ギャラリー（〒４４６－００２６安
城町城堀３０／胃〈７７〉４４９１／緯〈７７〉６８５３）へ



（ ）内は前月比

〈平成27年7月1日現在〉
総 人 口
男 性
女 性

世 帯 数

18万5401人（＋97）
9万4979人（＋60）
9万422人（＋37）

7万1899世帯（＋32）

火 災
救 急

（年間累計／前年対比）

刑 法 犯
交通事故
負 傷 者
死 者

140件（ 874件／－94）
630件（3578件／＋79）
100人（ 588人／－43）
1人（ 4人／＋ 1）

人口・世帯

6月の火災・救急

6月の犯罪・事故

5件（うち建物 2件）
549件（うち急病393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。

電車で行けるハワイです。フラダン
ス発表会や本場ハワイのダンサーによ
るポリネシアンダンスショー＆ファイ
アーダンス等を開催。また、ハワイ関
連ショップも多数出店します。
■時８月２４日捷～２９日松午後３時～７時
３０分（２９日は午後４時から）
※小雨決行、荒天の場合は中止。

■場宮崎海水浴場（西尾市吉良町）
■他名鉄吉良吉田駅から無料シャトルバ
スを運行

■問西尾市観光協会（市商工観光課内／
緯０５６３〈６５〉２１７０）、吉良温泉観光組合
（緯０５６３〈３２〉０５２５）

ハワイアンムード満点です

ハワイアンフェスティバル
in吉良ワイキキビーチ

西
尾

オリジナルまつりソングに合わせ、
２０００人を超える踊り手がさまざまな衣
装で踊ります。気合の入ったパフォー
マンスは必見です。
■時８月２２日松午後５時～９時
※荒天の場合は中止。

■場三好稲荷閣周辺道路（みよし市三好町）
■問みよし市観光協会（市産業課内／緯

０５６１〈３４〉６０００）

三好いいじゃんまつり
み
よ
し

ステージショーや体験型アトラクシ
ョンなど子どもから大人まで楽しめる
催し物が盛りだくさん。フィナーレに
はスターマインをはじめとする多くの
花火が夏の夜空を彩ります。
■時８月１５日松午前１１時～午後９時
※花火大会は午後７時から。

■場刈谷市総合運動公園（刈谷市築地町）
■他刈谷駅北口・名鉄知立駅・刈谷市役
所ほかから無料シャトルバスを運行。
（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）

刈谷わんさか祭り・花火大
会

刈
谷

お祭り屋台やステージイベント等、
家族で楽しめます。フィナーレには花
火の打ち上げがあり、地元保存会によ
る手筒花火も披露されます。
■時８月１５日松午後２時～８時３０分
※雨天の場合は１６日掌に順延。

■場ハッピネス・ヒル・幸田（幸田町大
字大草）

■他町役場から無料シャトルバスを運行
■問こうた夏まつり実行委員会事務局
（町生涯学習課内／緯０５６４〈６２〉１１１１）

こうた夏まつり 幸
田

介護認定調査員
■内職務内容獅介護保険要介護認定のた
めの訪問調査 採用日獅９月１日昇

勤務日時獅捷～晶午前９時～午後５
時３０分の間で指定する時間（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（８月２４日捷）

■対次の①②いずれも該当する人
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
士いずれかの有資格者で、実務経験
３年以上又は、介護支援専門員で、
介護保険認定調査員研修修了者
②パソコン（ワード）操作ができる人

■定１人程度
■申８月３日捷～１７日捷午前８時３０分～
午後５時１５分（松掌を除く）に、申込
書・各資格免許証の写し等必要書類
を持って高齢福祉課（緯〈７１〉２２５７）へ
※募集要項・申込書は同課・市公式
ウェブサイトで配布。

共通事項諮時給獅８００円（松掌抄は１００
円増）、通勤割増１日２００円 休日獅要
相談 面接獅顔写真付履歴書を持参
■申８月１６日掌までの午前９時３０分～午
後５時に、電話でデンパーク（緯〈９２〉
７１１１）へ
インフォメーションスタッフ
■内職務内容獅総合案内、園内のアナウ
ンス等 勤務日時獅松掌抄を含む午
前９時１５分～午後５時１５分（季節に
より夜間業務あり）

■定１人
メルヘン号運転スタッフ
■内勤務日時獅松掌抄を含む午前９時１５
分～午後１時１５分又は午後１時１５分
～５時３０分（夜間開園時は、午後５
時１５分～９時１５分もあり）の交代勤
務

■対普通自動車運転免許を有する人
■定２人

デンパークのスタッフココウタレンジャーショコウタレンジャーショーー

■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.


