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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。

ママが輝くための魅力ＵＰヨガ講座
ヨガが初めての人でも安心。デン
パークの自然の中で気持ちよく体を
動かし、心を解放しましょう！
■時１０月１日昭・１５日昭、
１１月５日昭・１９日昭

午前１０時～正午（全
４回）

■講上田愛佳氏（キッズ
あい か

ヨガインストラクタ
ー）

■定２０人（定員を超えた場合は抽選）
■￥８０００円（材料費別途１回７００円）
■申申込締切日獅９月１７日昭

シンプルに暮らすお片付け教室（基
本編）
おうちを家族みん
なの大好きなエネル
ギースポットにしま
せんか？
■時１０月２日晶、１１月
６日晶、１２月４日晶午前１０時３０分
～正午（全３回）

■講岡京
きょう

子氏（整理収納アドバイザー）
こ

■定２０人（定員を超えた場合は抽選）
■￥６０００円
■申申込締切日獅９月１８日晶

１歳までの発育発達運動講座
赤ちゃんの発育を学び真似をして
お母さんも健康になろう！
■時１０月５日捷・１９日捷、１１月２日捷・
１６日捷午前１０時３０分～正午（全４
回）

■講鈴木清吾氏（コンディショニング
せい ご

トレーナー）
■定２０人（定員を超えた場合は抽選）
■￥４０００円
■申申込締切日獅９月２１日抄

日本酒講座
各回４・５種類の酒を味わいなが
ら、酒にまつわる四方山話を通じて

よ も やま

歴史・文化等を学びます。
■時１０月５日捷、１１月２日捷・３０日捷

午後１時～２時３０分（全３回）
■講渡会隆広氏（浪漫酒創庫あつみ代

わた らい たか ひろ

表取締役）
■定２０人（定員を超えた場合は抽選）
■￥６０００円（材料費別途１回１０００円～
１５００円）

■申申込締切日獅９月２１日抄

ワイン講座
■時１０月７日昌・２１日昌午後１時３０分～
３時（全２回）

■内日本のワインを通してワインを学ぶ
■講杉山奈津子氏（日本ソムリエ協会認

な つ こ

定ワインエキスパート）
■定２０人（定員を超えた場合は抽選）
■￥２０００円（材料費別途１回１０００円）
■申申込締切日獅９月２３日抄

正しく歩くウォーキング講座
効率的な歩き方を学び、ウォーキン
グの質を上げよう！
■時１０月８日昭・２２日昭、１１月１２日昭・
２６日昭午前１０時３０分～正午（全４回）

■講鈴木清吾氏（コンディショニングト
レーナー）

■定２０人（定員を超えた場合は抽選）
■￥４０００円
■申申込締切日獅９月２４日昭

チーズ講座「世界のチーズを楽しもう!」
ヨーロッパを中心に各国のチーズを
味わい、チーズの魅力に迫ります。チ
ーズの特色、歴史、風土とのつながり、
ワインの選び方や楽しみ方を紹介しま
す。
■時１０月８日昭、１１月１２日昭、１２月１０日
昭午前１０時３０分
～正午（全３回）

■講加藤純
じゅん

子氏（CP
こ

A認定チーズプ
ロフェッショナ
ル、JSA認定ワ
インエキスパー
ト）

■定２０人（定員を超
えた場合は抽選）

■￥６０００円（材料費別途１回１０００円～
１５００円）

■申申込締切日獅９月２４日昭

デンマーク語講座
初心者向けデンマーク語講座です。
デンマーク語のabcから挨拶等を学べ
ます。
■時１０月８日昭・２２日昭、１１月５日昭・
１９日昭、１２月３日昭・１７日昭午後１
時～２時（全６回）

■講野畑竜
りゅう

子氏
こ

■定８人（定員を超えた場合は抽選）
■￥１万２０００円
■申申込締切日獅９月２４日昭

■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
■申各申込締切日までの午前９時３０分～午後５時に、直接か電話・Ｅメールで、デンパーククラブハウス（緯〈９２〉７１１２／
taiken@denpark.jp）へ（寄せ植え講座の申込開始は９月５日松午前９時３０分から）

寄せ植え講座「秋の寄せ植え～秋の
花を使用して～」
■時１０月９日晶午前１０時
■講野正美保子（RHSJコンテナガーデ

み ほ こ

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（ガー
デニング用）

■申申込締切日獅９月２５日晶

アロマの魅力を再発見講座
暮らしに役立つ様々な活用法を再
発見できます。
■時１０月９日晶、１１月１３日晶、１２月１１
日晶午後１時３０分～３時（全３回）

■講前道代氏（アロマテラピーインス
まえ みち よ

トラクター）
■定１５人（定員を超えた場合は抽選）
■￥６０００円（材料費別途１回１０００円）
■申申込締切日獅９月２５日晶

コーヒー教室
「基本と淹れ方」を学びます。

い

■時１０月１４日昌・２８日昌午前１０時～正
午（全２回）

■講倉橋誠氏（SpecialtyCoffee蒼）
まこと

■定１５人（定員を超えた場合は抽選）
■￥３５００円（２回目講座修了時にお土
産あり）

■申申込締切日獅９月３０日昌

親子で心と体のリラックス講座
スキンシップの質を上げませんか。

■時１０月１４日昌、１１月１１日昌、１２月９
日昌、来年１月２０日昌、２月１０日
昌、３月９日昌午前１０時～正午
（全６回）
■講浦田佳小里氏（日本式ベビーマッ

か お り

サージインストラクター）
■定２０人（定員を超えた場合は抽選）
■￥９０００円
■申申込締切日獅９月３０日昌

飾り巻き寿司教室
基本の巻き方から季節物を中心に、
毎回２絵柄ずつ学べます。
■時１０月１５日昭、１１月１２日昭、１２月１７
日昭午前１０時～正午（全３回）

■講城殿ミキ氏（JSIA認定飾り巻き寿
き どの

司マイスターインストラクター）
■定２０人（定員を超えた場合は抽選）
■￥６０００円（材料費別途１回１５００円）
■申申込締切日獅１０月１日昭

■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１０月３日松（特に記載のないものは
午前９時２０分～正午、受け付けは１１
時まで）

■場市保健センター
■対市内に住民登録のある妊婦とその夫
■申要予約のものは９月７日捷～２５日晶

午前８時３０分～午後５時１５分（松掌

抄承を除く）に、直接か電話・ファ
クスで市保健センター（緯〈７６〉１１３３
／胃〈７７〉１１０３）へ。全て先着順
抱っことオムツ交換コーナー（要予約）
■時午前９時２０分・１０時・１０時４５分・１１
時２５分

■内赤ちゃん人形を使い、抱っことオム
ツ交換を体験（約１５分）

■定各１２組
赤ちゃん体操と交流コーナー（要予約）
■時午前９時２０分～１０時２０分・１０時４０分
～１１時４０分

■内赤ちゃんとの接し方などを学習。赤
ちゃんの父母から、妊娠・出産・育
児の体験談を聞き、交流します

■定各１３組
■他高校生が命の大切さを学ぶ機会とし
て参加します

絵本読み聞かせコーナー
■時午前９時４０分・１０時２５分・１１時５分・
１１時４５分

■内読み聞かせの実演、赤ちゃん向き絵
本の紹介（約１５分）

妊婦疑似体験コーナー
■内夫が妊婦体験ジャケットを着用し、
日常生活の動作を体験（約１０分）

赤ちゃんのおもちゃづくりコーナー
■内身近な材料でおもちゃ作り（約１５分）
展示コーナー
■内栄養バランスの良い食事や家族風呂
デビューのポイントなどを紹介

体験しよう！親育て教室

アロマテラピー体験会
■時９月１５日昇午前１０時３０分～１１時３０分
■内ボディークリームをつくります
■定１０人（先着順）
■￥１９００円
■申申込開始日獅９月８日昇

はじめてのお灸～美肌＆便秘～
■時９月１７日昭午前１０時３０分～正午
■内初歩的なお灸の仕方を体験
■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９月８日昇

ベビーマッサージ
■時９月１８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・子どもの水
分補給用飲料等

■申申込開始日獅９月１０日昭

女性のためのお手軽エクササイズ
■時９月１８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等を健
康運動指導士が指導

■対運動を始めたい中高年の女性
■定１０人（先着順）
■￥５００円
■持運動できる服装・タオル・飲み物
■申申込開始日獅９月１１日晶

ちびっこデー
■時９月１９日松・２０日掌

■内未就学児の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）
BINGO大会！
■時９月２０日掌午後２時
■内ビンゴになった人にプール利用券
を進呈

■対プール利用者
■定１００人（先着順）
■他午後１時５０分から造波プール前で
ビンゴカードを配布
高齢者無料開放
■時９月２１日抄～２３日抄

■内６５才以上の人はプール又はトレー
ニングルームを無料で利用できま
す
※トレーニングルームの利用には、
講習修了証が必要です。
託児あり！トレーニングジム利用会
■時９月２５日晶午前１０時３０分～正午
■対６カ月～未就園児とその保護者
■定５人（先着順）
■￥施設利用料
■持運動できる服装・室内用シューズ
■他修了証がない人は講習会にも参加
可

■申申し込み開始日獅９月１１日晶

■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

お気に入りのぬいぐるみと一緒に、
図書館ですごしませんか。夜は、ぬい
ぐるみだけでおとまり会をします。
■時９月２６日松午後３時３０分～５時１５分
獅図書館ツアー、おはなし会 ９月
２７日掌午前１１時～１１時３０分獅ぬいぐ
るみのおむかえ

■場中央図書館
■対利用者カードを
持つ小学生以下
の子とぬいぐる
み（※）
※６０尺四方に収
まるもの。

■定１０組（先着順）
■申９月１２日松午前９時から直接中央図
書館（緯〈７６〉６１１１）へ

ぬいぐるみのおとまり会第４１回消費生活展「暮らし
の中の環境」

■時９月１９日松午後１時～４時、２０日掌

午前９時３０分～午後３時３０分
■場中部公民館
■内暮らしの中の環境をテーマとした展
示・体験コーナー・発表等
※廃食油石けんの配布、使用済切手・
ベルマークの回収も行います。また、
防災用に備蓄している保存食の試食
コーナーも設けます。

■問商工課（緯〈７１〉２２３５）
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■時１０月６日昇午後１時３０分～４時
■場文化センター
■内トラブルにならないための就業規則
■講宮田雅史氏（社会保険労務士）

まさ し

■対中小企業の人事・労務担当者、労働
組合関係者等

■申９月３０日昌までの午前８時３０分～午
後５時１５分（松掌抄承を除く）に、直
接か電話で市商工課（緯〈７１〉２２３５）又
は県西三河県民事務所産業労働課
（緯０５６４〈２７〉２７８２）へ

労働講座

■時１０月２５日掌午前１０時～午後３時（受
け付けは午前９時）
※雨天の場合は１１月１日掌に延期。

■場安城公園（西グラウンド）
■内輪投げ、５０杓競争、風船割り競争、
ミニボーリング、大玉ころがし等

■対身体・知的・精神障害のある人
■申９月３０日昌までに、申込書を郵送
（必着）で身体障害者福祉協会会長・
岡田龍祐さん（〒４４６－００４６赤松町新
屋敷２４３）へ
※申込書は同協会・障害福祉課で配布。

■問障害福祉課（緯〈７１〉２２２５）

障害者福祉体育祭

佐久島に何が流れ着いたの？
海岸ビンゴ＆工作体験
■時①１０月３日松 ②１０月１８日掌

※荒天の場合諮①獅１０月１０日松

②獅１０月３１日松 それぞれ延期
■場集合場所諮①施名鉄東岡崎駅、名鉄
西尾駅、佐久島行き渡船のりば駐車
場 ②獅ＪＲ刈谷駅、名鉄西尾駅、
佐久島行き渡船のりば駐車場
目的地諮①②施佐久島（西尾市）

■内①獅漂着物を使ったビンゴゲーム
②獅モビールづくり

■対①施小学３年生以上とその保護者
②施一般（中学生以上一般向け）

■定各５０人（定員を超えた場合は抽選）
■他詳細は問い合わせてください
■申９月１６日昌までに参加希望日、荒天
延期時の参加有無、希望集合場所、
住所、緊急連絡先、氏名（ふりがな）、
年齢、性別を郵送（消印有効）かファ
クス・Ｅメールで、県西三河県民事
務所廃棄物対策課（〒４４４－８５５１岡崎
市明大寺本町１－４／胃０５６４〈２６〉２２
２８／nishimikawa@pref.aichi.lg.
jp）へ

■問県西三河県民事務所廃棄物対策課
（緯０５６４〈２７〉２８７７）、市環境首都推進
課（緯〈７１〉２２０６）

■時９月１６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９月９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

マーメイドパレスの講座

ウォーキング基本教室
■時１０月２日晶～２３日晶の毎週晶午前
１０時３０分～１１時３０分（全４回）

■対６０歳以上で運動制限のない人
■定１０人程度（先着順）
■持運動のできる服装・靴、タオル、
飲み物（ペットボトル）

■他雨天時は屋内実施のため、施設利
用料・室内用シューズが必要

■申申込期限施１０月１日昭

脂肪燃焼エアロ
■時１０月２日晶～２３日晶の毎週晶午後
１時３０分～２時３０分（全４回）

■対１８歳以上で運動制限のない人
■定２０人程度（先着順）
■￥施設利用料
■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）

■申申込期限施１０月１日昭

大人水泳教室
■時１０月２日晶～１２月４日晶の毎週晶

午後１時～２時（全１０回）
■対１８歳以上で２５杓泳げない人
■定２０人（先着順）
■￥５０００円
■持水着・水泳帽子・ゴーグル
■申申込期限施９月２６日松

競泳用ペースメーカー体験会
■時１０月４日掌午後１時～３時
■内泳ぐペースを指示するトレーニン
グ装置を体験

■対小学生以上（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）

■定３０人（先着順）
■￥施設利用料
■持水着・水泳帽子・ゴーグル
■申申込期限施１０月３日松

体力測定会

■時１０月１１日掌午前１０時～午後４時
※受け付けは午後３時３０分まで。

■内６種目を測定し、体力年齢を算出
■対小学生～６４歳の健康な人（小学生
は保護者同伴）

■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）

■場市スポーツセンター
■申９月５日松～各申込期限の午前９時～午後８時（捷を除く）に、直接か電話
で市スポーツセンター（緯〈７５〉３５４５）へ（体力測定会は申込不要）

■時１０月３１日松午前１０時～１１時３０分
■内仕事にも使える子育てコーチング
■講飛鷹正範氏

ひ たか まさ のり

■対乳幼児の父親
■定３０人（先着順）
■他別室託児あり
■場■申９月１５日昇午前９時から、電話で
子育て支援センター（あんぱ～く内
／緯〈７２〉２３１７）へ

パパ講座
■場■申９月１７日昭午前９時から、電話で
子育て支援センター（あんぱ～く内
／緯〈７２〉２３１７）へ
※１人１講習まで。

育児講習会「乳幼児期の子育ての大切
さ～イヤイヤ期をどう乗り越えるか～」
■時１０月２３日晶午前１０時～１１時３０分
■講須佐栄子氏

えい こ

■対乳幼児の保護者
■定３０人（先着順）
■他別室託児あり
親子遊び講習会「ベビーサイン」
■時１１月６日晶午前１０時～１１時１５分
■講稲吉千恵氏

ち え

■対６カ月～１歳６カ月の子とその保護者
■定３０組（先着順）
子育て何でも相談広場「幼児期の朝食
と生活リズムの関係」
■時１１月２７日晶午前１０時～１１時３０分
■対乳幼児とその保護者
■定２０組（先着順）

子育て支援センター講習会

■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

回 広報あんじょう 2015.9.1

■￥特に記載のものを除き 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）
観月コンサート（オカリナ演奏）
■時９月２６日松午後６時～７時
■内オカリナ演奏 出演獅黒野宏通

ひろみち

夜間開苑
９月２６日松・２７日掌は午後９時まで
開苑します。竹あかりによりライトア
ップされた庭からの観月をお楽しみく
ださい
※入苑は午後８時３０分まで。
秋月コンサート（歴史こぼれ話）
■時１０月２４日松午後６時～７時３０分
■内語りべ獅田中ふみえ
■定２００人（先着順）
※雨天の場合
は１３０人。

■￥一般獅１０００円
中学生以下獅

９００円 いず
れも入苑料・
呈茶料含む

■申９月５日松午
前９時から、電話で丈山苑へ

丈山苑の催し

あおぞら歴史教室「東三河
の古墳などをたずねて」
古墳の石室や発掘現場を見学します。

■時１０月１０日松午前９時～午後４時３０分
■場集合・解散獅歴史博物館
■内権現山１号・２号墳、馬越長火塚古

ごん げん やま ま ごし なが ひ づか

墳、瓜郷遺跡（豊橋市）や桜ケ丘ミュ
うり ごう

ージアム、三
み

河国分尼寺跡史跡公園、
かわ こく ぶん に じ あと

船山古墳（豊川市）等をバスで巡る
ふな やま

■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）
■￥１５８０円（昼食代を含む）
■持筆記具、かさ、水筒、帽子、薬・虫
除け等、懐中電灯（石室用）
※歩きやすい服装及び履物で参加し
てください。

■申９月２５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
２回あおぞら歴史教室係」（〒４４６－０
０２６安城町城堀３０／胃〈７７〉６６００／bun
kashinko@city.anjo.aichi.jp／緯

〈７７〉４４７７）へ
※２人分まで同時に申し込み可。

■問堀内公園（緯〈９９〉５９４７）
堀内公園「秋まつり」
■時９月１２日松・１３日掌午前１０時～午後
３時

■内輪投げ等の模擬店を開催
■対小学生以下
■￥各１００円
おじいちゃん、おばあちゃんに手作り
うちわをプレゼントしよう！
■時９月１９日松午前１０時～午後３時（雨
天中止）

■内メッセージ付の手作りのうちわを作
ってプレゼントしよう！

■対小学生以下
■定５０人（当日先着順）
スタンプDEGET
■時９月１９日松～２３日抄午前９時～午後
４時（雨天中止）

■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～小学生（未就学児は保護者同
伴）

■定各２００人（当日先着順）
体験！昔あそび
■時９月１９日松～２３日抄午前１０時～午後
３時（雨天中止）

■内ベーゴマ・竹馬・剣玉遊びの体験会
作ってみよう！「牛乳パックＤＥはがき
作り」
■時９月２０日掌午前１０時～午後３時
■内おじいちゃん・おばあちゃんに手作
りはがきを作って送ろう！

■定５０人（当日先着順）
作ってみよう！「ミサンガ作り」
■時９月２６日松・２７日掌午前１０時～午後
３時

■定各５０人（当日先着順）
Mama’smarché～ママたちの手作
り・愛情こもった市場～
■時９月２７日掌午前１０時～午後３時（雨
天中止）

■内手作り雑貨・オーガニック食品・野
菜の販売等

堀内公園の催し

全国都市緑化あいちフェア
花と緑の夢あいち２０１５
愛知県は花き産出額が昭和３７年以来

５２年連続して全国一ということを知っ
ていますか？あいちフェアでは「花の
王国あいち」を生かした展示で、あい
ちの花を十分に楽しむことができます。
また、愛知万博からの１０年を踏まえ、

「自然の叡智」というテーマや成果が暮
らしの中の緑にどう浸透したかを発信
し、花や緑のある暮らしの素晴らしさ
を感じることもできます。さらに、ス
タジオジブリとタイアップし、特別企
画「ジブリの大博覧会」も開催します。
■時９月１２日松～１１月８日掌

■場愛・地球博記念公園（モリコロパーク）
※県内各所の公園・花の名所等５４の
サテライト会場あり。

■問全国都市緑化あいちフェア実行委員
会事務局（緯０５２〈９５４〉６６３５）、市公園
緑地課（緯〈７１〉２２４４）

■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〉０１３５）
普通救命講習Ⅲ
■時９月１９日松午前９時～正午
■場刈谷消防署
■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９月５日松午前９時から、電話で刈
谷消防署救急係（緯〈２３〉１２９９）へ
普通救命講習Ⅰ
■時９月２０日掌午前９時～正午
■場高浜消防署
■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９月５日松午前９時から、電話で高
浜消防署救急係（緯〈５２〉１１９０）へ
普及員講習再教育
■時９月２７日掌午前９時～正午
■場安城消防署
■内応急手当普及員有資格者が、前回講
習受講日から３年以内に再受講する

■定２０人（先着順）
■申９月５日松午前９時から、電話で安
城消防署救急係（緯〈７５〉２４９４）へ

救命講習会

黒黒野宏黒野宏通通

田中ふみ田中ふみええ
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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。

指定管理者の管理運営に対
する外部評価結果
指定管理者外部評価部会において、
下記指定管理者（※）の昨年度の管理運
営実績について、３施設とも適正に管
理されていると評価されました。
※指定管理者（管理運営施設）施昭和建
物管理叙三河本社（勤労福祉会館）、
叙日本メカトロニクス（有料駐車場・
駐輪場）、叙愛知スイミング三河安城
支店（堀内公園）

■他評価結果の詳細は、経営管理課・市
政情報コーナー・市公式ウェブサイ
トで閲覧できます

■問経営管理課（緯〈７１〉２２０５）

口座振替は現金を持たずに納付でき
る便利で安全な納付方法です。
市又は市内金融機関の本・支店にあ
る依頼書を提出後、２カ月後の月末以
降に納期限が到来するものから振替を
開始します。
※依頼書記載内容に不備があった場合
は返却します。改めて提出してくだ
さい。
※依頼書の送付を希望する場合は、納
税課まで連絡してください。

■他依頼書提出時に渡す、お客様控を大
切に保管してください。また、税毎
に送付する納税通知書には、登録済
の振替口座や振替日を記載していま
すので確認してください。

■問納税課（緯〈７１〉２２１６）

市税の口座振替申込手続き
を

「高齢者・障害者の人権あ
んしん相談」強化週間
■時９月７日捷～１１日晶午前８時３０分～
午後７時、１２日松・１３日掌午前１０時
～午後５時

■内虐待等人権に関する悩みごと・心配
ごと等の相談 専用電話施緯０５７０
〈００３〉１１０

■他人権相談は、毎月第２・４昇午後１
時～４時に市役所相談室でも実施し
ています（詳しくは本紙毎月１５日号
に掲載）

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

県手帳・県勢要覧・県地図
の購入予約を受け付け
■申９月３０日昌までの午前８時３０分～午
後５時１５分（松掌抄承を除く）に、電
話で経営管理課（緯〈７１〉２２０５）へ

平成２８年版愛知県手帳
■内１５尺×９尺で黒と赤の２種類。見開
きのカレンダー、１週間日記のほか、
県内市町村のイベント紹介情報等を
掲載

■￥５００円
あいち県勢要覧２０１６
■内Ａ１判、４色刷り。統計表とグラフ
でみる県・市町村の概要、裏面は１７
万分の１のカラー地図を掲載

■￥３００円
愛知県地図
■内Ａ１判、白地図（平成２４年１０月時点
の内容）

■￥１５０円

事件事故なら「１１０番」、相談するなら
「＃９１１０」。
「変な男に追いかけられた」「娘をか
たった電話があった」「嫌がらせメール
が届いて不安だ」これらはまず＃９１１０
へ。
警察で解決できないものは、専門の
相談機関を案内。安心して相談してく
ださい。
■時捷～晶午前９時～午後５時（抄、年
末年始を除く）

■内警察相談専用電話獅緯＃９１１０（左記
番号でつながらない場合は緯０５２
〈９５３〉９１１０）

■他愛知県警ウェブサイトに、「よくある
警察相談Ｑ＆Ａ」等、警察相談の情
報掲載あり

■問市市民安全課（緯〈７１〉２２１９）、安城警
察署（緯〈７６〉０１１０）

９月１１日は、警察相談の日

■時９月１３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）

今月の再生家具入札販売

受講料定員対象とき講座名

２，４５０円（傷害
保険料含む）２０組

４歳以上の
子とその保
護者

１０月２５日掌～１１月１５日掌の
毎週掌午後１時～１時５０分
（全４回）

親子水泳

４，６００円（傷害
保険料含む）３０人小学１～３

年生
１０月２５日掌～１２月１３日掌の
毎週掌午後２時～２時５０分
（全８回）

児童スイミング

■内■時■対■定■￥下表のとおり
■他９月３０日昌～１０月１１日掌に受講料を納めてください。期間中に入金がない
場合は、参加できません

■申９月８日昇～２７日掌午前１０時～午後７時３０分に、直接マーメイドパレスへ
※定員を超えた場合は、９月２９日昇に公開代理抽選（未受講者、市内在住・
在勤者優先）。定員に満たない講座は追加募集あり。
※キャンセル待ちは抽選順で各5人。

■問マーメイドパレス（緯〈９２〉７３５１）

歩け・ランニング運動５０周年記念式典
■時９月２０日掌午前９時３０分～１０時
■場デンパーク正門前広場（雨天時はフ
ローラルプレイス）

■内感謝状贈呈式
都築弥厚生誕２５０年記念ウォーキング
■時９月２０日掌午前１０時～午後３時
■場集合場所獅デンパーク正門前広場
■内都築弥厚ゆかりの地を巡ります（約
７灼）
※雨天中止。

■持昼食・水筒・雨具・敷物など
■他参加する場合は午前９時５０分までに
集合場所へ

■問市体育館（緯〈７５〉３５３５）

都築弥厚生誕２５０年記念
ウォーキング

■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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＊＊デンパーク＊＊
敬老無料入園券

有効期間 ▼平成２７年９月２日昌～３０日昌

（９月８日昇・１５日昇・２４日昭・２９日昇を除く）
本券１枚で、市内在住の６５歳以上１人と同行の家族１人が
入園できます。（孫の付き添い、６５歳以上1人のみも可）

安城市高齢福祉課・（公財）安城都市農業振興協会

＊＊デンパーク＊＊
敬老無料入園券

有効期間 ▼平成２７年９月２日昌～３０日昌

（９月８日昇・１５日昇・２４日昭・２９日昇を除く）
本券１枚で、市内在住の６５歳以上１人と同行の家族１人が
入園できます。（孫の付き添い、６５歳以上1人のみも可）

安城市高齢福祉課・（公財）安城都市農業振興協会

毎年９月９日を「救急の日」とし、こ
の日を含む１週間を「救急医療週間」
（９月６日掌～１２日松）として、全国各
地において応急手当の講習会等救急に
関する様々な行事が実施されます。
突然の事故や病気等のとき、救急隊
が現場に到着するまでの間に、現場に
居合わせた人が、迅速な１１９番通報、
ＡＥＤの使用を含めた適切な応急手当
を速やかに実施することにより、傷病
者の救命効果が一層向上します。
また、傷病者の救命のためには、救
急現場に居合わせた人による応急手当、
救急隊員の応急処置と搬送、医療機関
での処置の連携がスムーズに行われる
ことが不可欠です。
衣浦東部広域連合消防局では、救命
講習会を毎月開催しています。できる
だけ多くの人が応急手当を身につけ、
救急業務や救急医療への正しい理解と
認識を深めてもらうようお願いします。
■問衣浦東部広域連合消防課（緯〈６３〉０１３５）

救急の日

一般公募で選ばれた人及び商工業・
農業の団体から推薦された産業後継者
の皆さんが派遣されます。
一行は９月８日昇から１５日昇まで訪

米し、教育や福祉をテーマとした視察
や、ホームステイを通して交流事業等
を行います。
派遣団は次の皆さんです。〈敬称略〉

写真前列左から諮一般公募獅外山衣里
え り

子（和泉町）、中川
こ

清
きよし

（姫小川町）、金子節
せつ

子（南町）、酒井久美子（篠目町）、久留島
こ く み こ

敏（大東町） 写真後列左から諮協会会
とし

員獅松田正（緑町） 産業後継者獅富田
ただし

晋介
しん すけ

（小川町）、金田絵里香（桜井町）、小
え り か

管康博（福釜町） 市職員獅髙
やす ひろ

橋宏幸
ひろ ゆき

（根崎町）
■問市国際交流協会（市民協働課内／緯

〈７１〉２２６０）

ハンチントンビーチ市派遣
団決まる

クレジットや消費者ローンの返済等
で問題を抱えた人の電話相談やカウン
セリングを行い、解決方法の相談や助
言をします。相談は無料です。希望に
より任意整理や家計管理の支援もしま
す。
■内相談電話施緯０５７０〈０３１〉６４０
■問日本クレジットカウンセリング協会
（緯０３〈３２２６〉０１４０）、市商工課（緯〈７１〉
２２３５）

多重債務ホットライン
■時１０月１６日晶、１１月２０日晶、１２月１８日
晶、来年１月１５日晶、２月１９日晶午
後１時～４時

■場市役所西会館
■内結婚・育児等で離職し、再就職を目
指す女性を対象に、キャリアカウン
セラーによる無料相談を実施。仕事
と子育ての両立の悩み、職場復帰へ
不安解消等個別に相談できます。た
だし、職業紹介はしていません。

■対県内に居住し、再就職を考えている
子育て中の女性

■定各３人（先着順）
■他希望者には無料託児あり
■申相談日の前月の５日（閉庁日の場合
は翌開庁日）から相談日の１週間前
までの午前９時～午後５時（松掌抄、
年末年始を除く）に、電話かファク
スで商工課（緯〈７１〉２２３５／胃〈７６〉０
０６６）へ

子育て女性再就職サポート
事業西三河地域臨時相談

平成２８年度から、事業者の利便性向
上のため、市の発注する公共工事、業
務委託及び物品調達は、愛知県及び県
内の市町村が加入している「あいち電
子調達共同システム」を利用した入札
参加資格登録や電子入札に変わります。
■時入札参加資格の登録時期獅来年１月
４日捷～２月１５日捷 電子入札等開
始時期獅平成２８年度発注分から

■他システム移行について、市公式ウェ
ブサイト「入札の広場」で随時案内

■問契約検査課（緯〈７１〉２２１１）

入札参加資格登録申請・電
子入札が変わります

デンパーク市民特別入園券
の利用は９月３０日まで
本紙４月１日号に掲載した、デンパ
ーク市民特別入園券の有効期限は９月
３０日昌までと迫っています。ぜひご利
用ください。
■問農務課（緯〈７１〉２２３３）

７月までに市社会福祉協議会に寄せ
られた義援金は、１億２１万４０７７円です。
７月１日～３１日受け付け分／敬称略
佐野里美、募金箱へ
の多数の寄付者
■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



情
報
Ｂ
Ｏ
Ｘ

（ ）内は前月比

〈平成27年8月1日現在〉
総 人 口
男 性
女 性

世 帯 数

18万5517人（＋116）
9万5005人（＋ 26）
9万512人（＋ 90）

7万1961世帯（＋ 62）

火 災
救 急

（年間累計／前年対比）

刑 法 犯
交通事故
負 傷 者
死 者

142件（1016件／－105）
671件（4249件／＋ 45）
102人（ 690人／－ 66）
1人（ 5人／＋ 2）

人口・世帯

7月の火災・救急

7月の犯罪・事故

4件（うち建物 2件）
677件（うち急病473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。

〈
キ
リ
ト
リ
セ
ン
〉

〈キリトリセン〉

〈キリトリセン〉

＊＊デンパーク＊＊
敬老無料入園券

有効期間 ▼表面に記載しています
★本券の払い戻し、再発行はできません
★入園後に一度退園した場合は再入園できません
★本券の転売・コピーを禁止します

利用人数 □１人 □２人

＊＊デンパーク＊＊
敬老無料入園券

有効期間 ▼表面に記載しています
★本券の払い戻し、再発行はできません
★入園後に一度退園した場合は再入園できません
★本券の転売・コピーを禁止します

利用人数 □１人 □２人
〈キリトリセン〉

■内職種獅ヘルパー 雇用期間獅１０月１
日昭～来年３月３１日昭（来年４月以
降更新の場合あり） 勤務日時獅捷

～松午前７時～午後９時（抄を含む）
の間で週１回から応相談 賃金獅時
給１０５０円～１４９０円、活動手当１回
２２０円 勤務内容獅訪問介護業務
選考獅面接（９月２４日昭）

■対介護福祉士又はホームヘルパー１級・
２級若しくは
介護職員初任
者研修修了者
のいずれかと
普通自動車運
転免許の資格
を有する人

■定５人程度
■申９月８日昇～
１８日晶午前９時～午後５時（掌捷を
除く）に、申込書と資格証の写しを
持参か郵送（必着）で市社会福祉協議
会総務課（〒４４６－００４６赤松町大北７８
－４／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。

社会福祉協議会臨時職員

ひとり暮らし高齢者等を電話で見守
るボランティアを募集します。
■時毎週昌晶午前８時３０分～１０時頃で月
に４・５回程度

■場総合福祉センター
■対市内在住・在勤・在学の２０歳以上
■申捷～晶の午前９時～午後５時（抄を
除く）に、電話で高齢福祉課（緯〈７１〉
２２２３）へ

福祉電話ボランティア

■内共通事項諮賃金施時給８００円、通勤
割増１日２００円、松掌抄は時給１００円
増 休日施要相談

■他いずれも高校生は不可。面接時に顔
写真付きの履歴書を持参

■申９月１３日掌までの午前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
※期限までに申し込みがない場合は、
１４日捷以降も受け付けます。
講座スタッフ（体験教室の指導・補助）
■内勤務時間施松掌抄を含む午前９時～
午後５時のうち、指定する時間

■定２人
販売スタッフ（商品の陳列や販売）
■内勤務時間施松掌

抄を含む午前９
時～午後５時の
うち、指定する
時間

■定２人
植栽スタッフ（植物管理等）
■内勤務時間施①午前８時～正午 ②午
後１時～５時 いずれも松掌抄を含む

■定各３人

デンパークのスタッフ

南部地域どろんこまつりを撮影した
写真を募集します。
■時南部地域どろんこまつり獅９月１２日
松午前９時２０分～１１時２０分 写真
展獅１０月６日昇～２５日掌午前９時～
午後９時（１９日捷を除く）

■場南部地域どろんこまつり獅南部公民
館北の田んぼ 写真展獅南部公民館

■内作品規格獅２Ｌ～Ａ４又は四切
賞諮市長賞（１点）獅賞状・図書券
２０００円分 議長賞（１点）獅賞状・図
書券２０００円分 発表・表彰獅１０月末
に市公式ウェブサイトで発表。１１月
８日掌南部公民館まつりにて表彰

■申９月３０日昌までの午前９時～午後９
時（１４日捷・２８日捷を除く）に必要事
項を記載した応募票を作品裏面に貼
付し、持参か郵送（必着）で南部公民
館（〒４４４－１２２１和泉町大下３８／緯

〈９２〉３５２１）へ
※応募要項・応募票は同館・市公式
ウェブサイトで配布。
※詳細は応募要項で確認してくださ
い。

南部地域どろんこまつり写
真展作品

どどろんこまつりの魅力を1枚どろんこまつりの魅力を1枚にに

■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.


