
■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。
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■講演「意外と知らない相続・遺言
のおはなし」
■時１０月２４日松午後１時３０分～４時３０分
■講深津茂樹氏（弁護士）他

しげ き

■定８０人（先着順）
■申９月２２日承午前９時から、直接か
電話で中央図書館へ

■講演「日本画家、南吉童話を描く」
■時１１月８日掌午後１時３０分～４時
■内人間新美南吉への思いを語ります
■講鈴木靖将氏（日本画家）

やす まさ

■定１００人（先着順）
■他講演前に読書感想文感想画コンク
ールの表彰式を実施
■申１０月1日昭午前９時から、電話で
中央図書館へ

中央図書館（緯〈７６〉６１１１）

中央図書館の携帯電話
用ウェブサイトへ葛葛

催し・お知らせ

秋葉公園で季節の自然を見つけよう
■時９月２６日松午前１０時～１１時３０分
■内公園の葉っぱや木の実等から季節
を見つけましょう

■講稲垣英夫氏
ひで お

■対４歳以上（未就学児は保護者同伴）
■定２０人（先着順）
キャンドルホルダーづくり
■時９月２７日掌午前１０時～１１時３０分
■内ペットボトルを使って作ります
■対４歳以上（未就学児は保護者同伴）
■定１０人（先着順）
■￥１００円
メダカ里親プロジェクト表彰式・放
流式
■時１０月３日松午後１時３０分～３時
■講岩松鷹司氏（愛知教育大学名誉教授）

たか し

■対４歳以上（未就学児は保護者同伴）
■定２０人（先着順）
紙相撲をつくって遊ぼう
■時１０月４日掌午前１０時～１１時３０分
■内不要な厚紙・空き箱を使って紙相
撲を作って遊びましょう

■対４歳以上（未就学児は保護者同伴）
■定１０人（先着順）
洗剤の環境への影響
■時１０月４日掌午後１時３０分～３時
■内カダヤシを用いた各種洗剤の環境
負荷の調査

■講古居敬子氏（環境アドバイザー）
けい こ

■対１８歳以上
■定１０人（先着順）

■時１１月２９日掌午前１０時３０分
■場デンパーク
■内ソーセージバイキングと手作りパン
教室
■対市内在住のひとり親家庭の親子
■定４５人（先着順）
■￥ 1人１３００円（３歳以下は無料）
■申１０月１１日掌～２５日掌に、参加者の住
所・氏名・電話番号をファクスで市
母子福祉会・成島清美さん（緯・胃

なり しま きよ み

〈９９〉６５５４）へ
※１１日の午前８時～正午のみ、電話
でも受け付けます。

■問子育て支援課（緯〈７１〉２２２９）

ひとり親家庭おたのしみ会

秋葉公園で武道で遊ぼう
■時１０月１０日松午前１０時～１１時３０分
■内体操や受け身、護身術を使った楽
しい動きで先生と一緒に遊びま
しょう。忍者の動きもできる随

■講服部真史氏
まさ し

■対小学４年生以上（３年生は保護者
同伴で可）
■定１５組（先着順）
■持運動のできる服装、靴、タオル、
手袋（あれば）
廃油石けん作り
■時１０月１０日松午後１時３０分～３時
■内廃油を使って環境にやさしい石け
んを作る
■講古居敬子氏（環境アドバイザー）
■対１８歳以上
■定１０人（先着順）
■￥１００円
牛乳パックでエコ工作
■時１０月１１日掌午前１０時～１１時３０分
■内牛乳パックを使ってトンボや笛、
コマを作って遊びましょう
■対４歳以上（未就学児は保護者同伴）
■定１０人（先着順）
ペットボトル風車をつくろう
■時１０月１２日抄午前１０時～１１時３０分
■内ペットボトルを使ってくるくる回
る風車を作りましょう
■対４歳以上（未就学児は保護者同伴）
■定１０人（先着順）
■￥１００円

■場■問環境学習センターエコきち
■申９月２０日掌から各開催日の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・参加人数を電話かファクスで環境
学習センターエコきち（緯・胃〈７６〉７１４８）へ

■時９月１５日昇、１０月６日昇・１３日昇・
２０日昇・２７日昇午後３時～３時５０分
の間で１人１０分間

■内基礎水泳指導、又は水中ウォーキン
グ（初心者向け）
■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）

■定各５人（先着順）
■￥施設使用料
■持水着・水泳帽子・ゴーグル（必要で
あれば）

■申開催当日の午後２時３０分までに、直
接か電話で市スポーツセンター（緯

〈７５〉３５４５）へ

※対象年齢は目安です。

１日昭
午前１０時３０分

おはなしゆりかご
（０～２歳）

３日松
午後３時

おはなしレストラン
（小学生以上）

６日昇・２０日昇
午前１０時３０分

えほんとわらべうた
の会（０～２歳）

１０日松
午後２時

おはなしえがお
（３歳～小学３年生）

１３日昇
午前１０時３０分

えほんのとびら
（０～２歳）

１４日昌
午前１０時３０分

おはなしたまてばこ
（１～５歳）

１５日昭
午前１０時３０分

いないいないばあ
（１～５歳）

１６日晶
午前１０時３０分

このゆびと～まれ
（０～２歳）

１７日松
午前１０時３０分

南吉朗読ででむし会
（小学生以上）

１８日掌
午後２時

かみしばいの会
（３歳～小学３年生）

２４日松
午前１１時

大人のための絵本朗
読会（一般）

２８日昌
午前１０時３０分

おはなしまあだ
（１～５歳）

２９日昭
午前１０時３０分

おはなしの森
（１～５歳）

２９日昭
午前１０時３０分

絵本好き集まれ！
おすすめ絵本紹介

１０月のおはなし会

１０月の休館日
５日捷・１９日捷・２３日晶・２６日捷

市スポーツセンターのプー
ルワンポイントレッスン

■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
■申９月２０日掌～各講座開催前日の午前
９時～午後４時３０分（休園日を除く）
に、直接か電話で堀内公園（緯〈９９〉５
９４７）へ
大人向け講座「デコクレイ講座」
■時１０月２日晶・１４日昌・１６日晶午前１０
時～正午

■内デコクレイ粘土を使って小物作り諮

２日施花の小物作り １４日・１６日施

デコスイーツの小物作り
■講飯田恵美氏（デコクレイアカデミー

めぐ み

講師）
■対１８歳以上
■定各１０人（先着順）
■￥各５００円
大人向け講座「フラエクササイズプロ
グラム」
■時①チャレンジクラス施１０月５日捷・
２６日捷午前１０時～１０時５０分 ②シル
バークラス施１０月７日昌・２８日昌午
前９時３０分～１０時２０分 ③親子フラ
エクササイズ施１０月７日昌・２８日昌

午前１０時３０分～１１時２０分
■対①施１８歳以上 ②施６０歳以上
③施１歳～未就学の子とその母親
■定①施２０人 ②施２０人 ③施１５組 い
ずれも先着順

■持運動のできる服装・タオル。③のみ
必要な人はおんぶ紐

ノルディックウォーキング＆棒ビクス
体験会
■時１０月１０日松諮①ノルディックウォー
キング獅午前９時３０分～１０時３０分
②棒ビクス獅午前１１時～正午

■内①獅ポールの使い方、歩き方
②獅肩こり腰痛予防体操

■対小学生以上
■定①施４０人 ②施２０人 いずれも先着順
■￥器具使用料各５００円。２種類使用す
る場合は８００円、持参する人は無料
※料金は当日支払い。
■持運動しやすく体温調節のできる服装・
靴、飲み物

堀内公園の講座

■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
■申申込締切日を記載しているものは、各申込締切日までの午前９時３０分～午
後５時（休園日を除く）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

香るバラの香水作り講座
食べるバラの専門店がお届けする
香るバラの香水作り。
バラの香りで女子力UP。天然ロ

ーズオイルの手作り香水をあなた好
みに調合しませんか。
■時１１月６日晶午前１０時３０分～正午
■講玖島悦子氏（食べるバラの専門店

く しま えつ こ

玖島ローズ代表）
■定２０人（定員を超えた場合は抽選）
■￥１０００円（材料費別途２０００円）
■申申込締切日獅１０月２３日晶

和紅茶講座～和紅茶（国産）を楽しも
う～

■時１１月１１日昌午前１０時３０分～正午・
午後１時～２時３０分

■講梅村篤志氏（宮ザキ園茶師）
あつ し

■定各７人（定員を超えた場合は抽選）
■￥２０００円
■申申込締切日獅１０月２８日昌

ポーセラーツ＆アーティフィシャル
フラワー講座
■時１１月１３日晶・２７日晶午前１０時３０分
～正午（全２回）
■内「かわいい」が大好きなあなたへ。
世界にひとつだけのオリジナルの
磁器や花を作ろう！
■講桐生真由子氏

ま ゆ こ

（Lefleuge桐生代表）
ル フルージュ

■定２０人（定員を超えた場合は抽選）
■￥４０００円（材料費別途１回１７５０円）
■申申込締切日獅１０月３０日晶

ジェルキャンドル教室
■時９月１９日松～２３日抄午前１０時～午
後３時

■内砂とガラス細工を入れて素敵な
キャンドルを作ろう！
■定各５０人（当日先着順）
■￥１２００円から

手作りパン教室「デニッシュパン＆
動物あんパン」
■時９月１９日松～２３日抄・２６日松・２７
日掌午後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９月１９日松～２３日抄・２６日松～２８
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作るヘルシー料
理教室
■時１０月１６日晶午前１０時～午後０時３０
分
■内献立獅鮭の南蛮和え、きのこの炊
き込みご飯、じゃが芋の和風スー
プ、ジュース

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

ハハロウィンクッキハロウィンクッキーー

あなたはどう絵付けしますか



●対象事業 団体が自ら企画・実施し、市民全体が対象となる環境・福祉・
まちづくり・青少年健全育成等の公益的事業で、市民憲章のいずれかの趣旨
に沿うもの
※他の補助金・助成金等を受けている事業、営利・宗教・政治活動を目的と
する事業、町内会や子ども会等の各地域での活動を除く。

●対象団体 市内で活動し、構成員が５人以上（内市内在住・在勤者が過半
数）の団体
※市内の特定地域でのみ活動する団体を除く。
●活動期限 来年３月
●助成額 次の①②の内、少ない額（上限１０万円）
①事業に必要な経費の２分の１
②事業に必要な経費から入場料等の収入を控除した額
●選考 書類選考の他、市民憲章推進協議会役員会でのプレゼンテーション
があります
●その他 採択事業は同協議会総会で活動発表があります
●申し込み ９月１６日昌～１０月１５日昭午前９時～午後５時（捷を除く。ただ
し、抄は開館）に、申請書・事業計画書・収支予算書・会則や規約等団体の
概要がわかるものを持って文化センター（緯〈７６〉１５１５）へ
※申請書は同センター・市公式ウェブサイトで配布。

公益社団法人愛知県不動産鑑定士協
会が不動産に関する疑問や相談に応じ
る、無料相談会を開催します。
■時１０月３日松午前１０時～午後４時
■場市民会館
■問（公社）愛知県不動産鑑定士協会（緯

０５２〈２４１〉６６３６）、市資産税課（緯〈７１〉２
２５６）

彼岸花や半場川周辺を見て
歩こう
■時９月２０日掌午前９時～１１時３０分
■場集合・解散獅マーメイドパレス臨時
駐車場（南部公民館駐車場の東側）

■内ガイドの案内を聞きながら半場川周
辺を歩きます（約７灼）
■講都築宏行氏（安城ふるさとガイドの

ひろ ゆき

会）
■持歩きやすい服装
■問エコネットあんじょう（緯〈５５〉１３１５）、
環境首都推進課（緯〈７１〉２２０６）

秋のさわやかな風を感じながら祖先
の残した足跡を訪ね、安城市を再発見
しましょう。
■時１０月３日松午前８時４５分～１１時
※少雨決行。
■場集合場所獅歴史博物館の石舞台前
■内戦国時代ゆかりの地を歩きます（約
２灼と約４灼のコースから選択可）

■持水筒・雨具・敷物等
■問市体育館（緯〈７５〉３５３５）

郷土の史跡を訪ねてみよう!
歴史ウォーキング

元プリンセスプリンセスのギタリス
ト中山加奈子が率いるロックバンド、
VooDooHawaiians（ヴードゥー ハ
ワイアンズ）を迎えてのロックコンサ
ート。安城市を拠点に地元で活躍して
いるバンド、thet-ragとの共演も見
もの。
■時１０月３日松午後６時３０分～８時
■定１５９人
※未就学児は入場できません。
■他９月１９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）

昭林コンサート

■時１１月７日松午後２時（開場は午後１
時３０分）
■場文化センター
■内■講座長：川畑信也氏（八千代病院認

のぶ や

知症疾患医療センター長） ①認知
症について知ろう～地域で認知症の
ひとを支えるために～／鷲見幸彦氏

ゆき ひこ

（国立研究開発法人国立長寿医療研
究センター副院長） ②認知症の患
者さん・ご家族と共に歩むケア／膽

い

畑敦子氏（同センター在宅医療支援
はた あつ こ

病棟副看護師長、ユマニチュード認
定インストラクター）
※講演会終了後、医師・保健師等認
知症の専門家による個別相談会を開
催します。
■定５００人（当日先着順）
■他手話通訳・要約筆記が必要な人は、
１０月７日昌までに直接か電話・ファ
クスで高齢福祉課（胃〈７４〉６７８９）へ。
この講演会は八千代病院認知症疾患
医療センター・安城市医師会・市の
共催です
■問高齢福祉課（緯〈７１〉２２２３）

認知症を知る講演会

秋秋をみつけましょ秋をみつけましょうう
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不動産鑑定士による不動産
の無料相談会

デンパーク～第３２回全国都
市緑化あいちフェア～
全国都市緑化あいちフェアが愛・地
球博記念公園（モリコロパーク）で開催
中！
デンパークもサテライト会場のひと
つとして、色鮮やかなお花で皆さんの
来園をお待ちしています。メイン・各
サテライト会場を結ぶスタンプラリー
も開催中です。
■時９月１２日松～１１月８日掌

■問デンパーク（緯〈９２〉７１１１）

■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。

■ポイ捨てと自治基本条例②
きくぞう君は、まちづくりは市役所の仕事で、自分がま
ちづくりに参加するイメージができません。
サルビー：きくぞう君は道路や学校等大きな施設整備をイ
メージしたんじゃない？まちづくりは市民も参加できる
んだよ。ごみ拾い活動やポイ捨てをさせない環境をつく
ることもその活動の一つなんだよ。

きくぞう君：そうか。まちのことを考えて、自分ができる
活動をすることが「まちづくり」なんだね。

サルビー：これからの人口減少社会では、地方自治体にも
たくさんの課題がでてくると予想されるよ。だからこそ
自分たちのまちをもっとよくするために、地域のことは
地域でやる市民の力が不可欠なんだ。そのためのルール
として安城市自治基本条例が制定されて、市民参加のま
ちづくりが進められているんだよ。

安城市自治基本条例
第７条 市民は、まちづくりの主体として、等しく市民参加をすることがで
きます。
安城市自治基本条例のウェブ検索キーワード獅「安城市 自治 条例」
■問企画政策課（緯〈７１〉２２０４）

農体験とともに整備を進めている油
ヶ淵水辺公園を紹介するイベントです。
■時稲刈り獅１０月２５日掌 脱穀獅１１月１５
日掌 いずれも午前９時４５分～正午
（一方のみの参加も可）
■場東端町地内（申込者に地図を送付）
■定５０人（先着順）
■申９月１８日晶～
１０月１４日昌午
前８時４５分～
午後５時３０分
に、住所・氏
名・年齢・電
話番号・参加
人数を電話かＥメールで愛知県知立
建設事務所（緯〈８２〉６４９３／abu-park
@pref.aichi.lg.jp）へ
※Ｅメールの件名は油ヶ淵イベント
と記載。

■問市公園緑地課（緯〈７１〉２２４４）

稲刈り・脱穀を体験しよう
■申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
高齢者のためのお手軽エクササイズ～
転倒予防運動～
■時１０月２日晶午前１０時３０分～１１時３０分
■内下半身の筋力アップにつながる、自
宅でもできる簡単なエクササイズを
健康運動指導士が指導します

■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）
■申申込開始日獅９月２３日抄

ハーブ講座体験会
■時１０月９日晶午前１０時３０分～正午
■内ハーブの紹介と凝縮液を作ります。
他にハーブ手浴体験あり

■講近藤恵理氏（日本フィトセラピー協
え り

会認定フィトセラピスト）
■対１８歳以上
■定８人（先着順）
■￥１８００円
■持バスタオル
■申申込開始日獅９月２４日昭

女性のためのお手軽エクササイズ

■時１０月２３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します

■対運動を始めたい中高年の女性
■定１０人（先着順）
■￥５００円
■持運動のできる服装・タオル・飲み物
（ペットボトル）
■申申込開始日獅９月２３日抄

マーメイドパレスの講座

■時■内３日松・４日掌・１０日松～１２日抄

午後１時３０分・３時獅みずがめ座が
好きになるお話 １７日松・１８日掌・
２４日松・２５日掌・３１日松午後１時３０
分・３時獅古代エチオピア王家の物
語
※１８日は午後１時３０分のみ。

■￥５０円（団体４０円、中学生以下無料）
■場■問文化センター（緯〈７６〉１５１５）

プラネタリウム１０月の生解
説

牙 広報あんじょう 2015.9.15

■対■時■場乳幼児諮２日晶・３０日晶獅高棚
町公民館 ６日昇・２７日昇獅南部公
民館 ７日昌・２１日昌獅東部公民館
いずれも午前１０時～１１時

■問子育て支援センター（緯〈７２〉２３１７）

１０月の移動児童館

■問堀内公園（緯〈９９〉５９４７）
作ってみよう！「手作り万華鏡」
■時１０月３日松午前１０時～午後３時
※雨天の場合は４日掌に延期。
■定５０人（当日先着順）
遊具に乗って綿菓子プレゼント
■時１０月１０日松～１２日抄

■内各日の指定遊具に乗った人に綿菓子
を進呈 指定遊具諮１０日松獅メルヘ
ン号（汽車）１１日掌獅メリーゴーラ
ンド １２日抄獅観覧車
■対小学生以下
■定各３００人（当日先着順）

堀内公園の催し

きくぞう君

サルビー

■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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碧海信用金庫本店前会場（御幸本町）
■時９月２６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・調理法の助言
■問農務課（緯〈７１〉２２３３）
JR安城駅南側ホコ天会場（御幸本町）
をリニューアル
開催区域を南へ拡大します。
■時９月２６日松午前１０時～午後３時
■内メルヘンマーケット（かわいい小物
や手作りグッズ等の販売）、子どもの
遊び場（昔懐かしい手作りおもちゃ
が登場）、地元産野菜等の販売、グル
メ移動販売車、商店街アイドル「看
板娘。」ステージ、きーぼーのお楽し
み抽選会等を開催
■問叙安城スタイル（緯〈７３〉９５１１）、商工
課（緯〈７１〉２２３５）

まちなか発見クイズラリー
■時毎週松午前１０時～午後５時
■内南吉館を発着点にまちなかをまわっ
てクイズに答え、全問正解者に南吉・
きーぼーグッズを抽選で進呈

■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、当日か
ら次回のホコ天きーぼー市開催日ま
で利用できる乗車券を２枚進呈
■問都市計画課（緯〈７１〉２２４３）

今月のホコ天きーぼー市

■時１日昭・２日晶・４日掌・６日昇～
１０日松・１２日抄～１７日松・２０日昇～
２４日松・２７日昇～３１日松午後１時か
ら（受け付けは午後２時まで）
※４日（安祥文化のさとまつり）は午
前１０時から。

■対小学生以上（小学３年生以下は保護
者同伴）
■場■問埋蔵文化財センター（緯〈７７〉４４９０）

１０月の土器づくり教室

弥弥生時代の作り方を体弥生時代の作り方を体験験

３０００本の竹あかりや高さ３ｍの竹
灯籠スクリーン、キャンドルアー
ティスト加藤進太郎氏による幻想的

しん た ろう

な明かり空間の演出のほか、今年は
「キャンドル・ピラミッド」も初登場！
また、市内園児たちによるペット
ボトルキャンドル、一般参加のあか
り作品などの幻想的な作品によって
彩られた園内で様々なイベントを開
催します。
期間限定の
グルメもオス
スメです！
■時９月１９日松

～２３日抄

■内期間中は午後９時まで開園します。
あかりの点灯は午後６時から
※天候により点灯中止の場合あり。

■￥入園料
■場■問デンパーク（緯〈９２〉７１１１）

あかりアート展
■時９月１６日昌～２３日抄

影絵の世界を楽しむシルエットアート
体験会
■時９月１９日松～２３日抄受け付けは午前
１１時～午後７時３０分（ただし、２２日
承を除く）

■￥５００円

月夜のしらべコンサート
■時■内９月１９日松獅黒野宏通（オカリ

ひろ みち

ナ） ２０日掌

獅和太鼓零～
ぜろ

ＺＥＲＯ～
２１日抄獅岡野
兄弟（津軽三
味線） ２２日
承獅梵迦（和太鼓）２３日抄獅森谷

ぼん が

ワカ・カルテット（ジャズ） いず
れも午後４時３０分・７時３０分
観望会
■時９月２０日掌午後７時
※天候により中止の場合あり。
■内天体望遠鏡で星を観察します

■時１０月９日晶午前１０時～１１時３０分
■場勤労福祉会館
■講水野いづみ氏（東山道場）
■定１５人（先着順）
■￥８００円
■持バスタオル１枚、運動できる服装
■申１０月１日昭午前９時から電話で勤労
福祉会館（緯〈７６〉２９０２）へ

■問商工課（緯〈７１〉２２３５）

脳と身体で呼吸を整える
ヨガ

竹竹あか竹あかりり

園児たちのペットボトルキャンドル

梵梵迦迦

■時１０月２日晶～４日掌午前９時～午後
５時（２日は午後１時から、４日は
午後３時まで）
■内和泉町老人クラブ連合会「山野草部
会」の作品展示
■￥入苑料獅１００円（中学生以下無料）
呈茶料獅３００円
■場■問丈山苑（緯〈９２〉７７８０）

丈山苑の催し「山野草展」

山野草が丈山苑を彩ります

■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。
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手口が巧妙化して、未だ勢いに衰え
の見えない振り込め詐欺。
最近では、娘になりすました女性か
らの電話も増加しています。犯人は、
家族のコミュニケーション不足の隙を
狙っています。被害を防ぐためにも、
家族の会話、絆を大切にしてください。
以下の点には特に注意するようにし
てください。
暫どんな理由でも、電話でお金を要求
されたら詐欺を疑う

暫一人で判断せずに家族、親族、警察
に相談する

暫在宅していても、留守番電話設定に
しておく
■問安城警察署（緯〈７６〉０１１０）、市市民安
全課（緯〈７１〉２２１９）

「私、私詐欺」増殖中

衣浦東部保健所管内では、昨年７２人
の新たな結核発病があり、７割が６０歳
以上でした。高齢者が発病しやすいの
は、若い頃に感染し、体内で休眠して
いた結核菌が、免疫力の低下に伴い活
動を始めるからです。
一方で、働きざかりの人の発病もあ
ります。風邪と自己判断せず、２週間
以上咳が続く等気になる症状がある場
合は病院を受診しましょう。
発病を防ぐには、免疫力を高める工
夫が必要です。バランスのとれた食事、
十分な睡眠、適度な運動を心がけま
しょう。
また、市の検診や職場健診等の機会
を利用して、１年に１回は胸部エック
ス線検査を受けましょう。
※市の検診は、本紙５月１日号８ペー
ジ参照。

※子どもの結核予防はBCG接種が大
切です。１歳までに受けましょう。

■問衣浦東部保健所（緯〈２１〉９３３８）、市保
健センター（緯〈７６〉１１３３）

９月２４日～３０日は結核予防
週間

■時運動期間獅９月２１日～３０日
■内重点項目獅子どもと高齢者を交通事
故から守ろう、夕暮れ時と夜間の歩
行中・自転車乗用中の交通事故をな
くそう、後部座席を含めた全ての座
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
■問市民安全課（緯〈７１〉２２１９）

秋の交通安全市民運動

人と動物が共生するまちを
目指そう
■問市保健センター（緯〈７６〉１１３３）
９月２０日～２６日は動物愛護週間
暫ペットは命ある生き物、家族の一員
です。最後まで責任をもって飼いま
しょう。繁殖を希望しないのであれ
ば、去勢や避妊手術をしましょう

暫野良猫にエサを与えないでください。
ふん尿による衛生環境の悪化やトラ
ブルを引き起こすだけでなく、繁殖
して不幸な命を増やしてしまいます。
エサを与えるのであれば、猫を保護
し、責任をもって飼育しましょう

暫ふんの放置、リードをつけずに散歩
することもマナー違反です。他の人
に迷惑をかけない飼育をしましょう

９月２８日は「世界狂犬病デー」
暫人が狂犬病を発症すると、ほぼ１００％
死に至ります

暫犬を飼ったら必ず登録をし、狂犬病
の予防接種を毎年受けさせてくださ
い

暫日本では昭和３２年以降、国内での感
染はおきていません。しかし、世界
では、１０分間に１人が狂犬病で亡く
なっており、感染原因の多くは犬に
かまれることです

暫人への感染防止には、犬への狂犬病
予防接種が最も有効です

介護職員初任者研修を修了し、１年
以内に市内介護保険サービス事業所に
介護従事者として就労した場合に補助
金を交付します。
■内研修に係る受講料、実習費、テキス
ト代の３分の２を補助（上限６万
５０００円）
■対以下の全ての要件を満たす人
陰研修又は講座の受講料を納入した
隠介護職員初任者研修の修了後１年
以内に市内の介護保険サービス事業
所に介護従事者として雇用され、３
カ月以上就労（１カ月概ね１５日以上
勤務）している 韻安城市に住民登
録のある 吋他の行政機関等から補
助を受けていない 右この補助金の
交付を受けていない 宇市税の滞納
がない
■申就労３カ月経過後から６カ月以内に、
就職年月日及び１カ月の勤務日数が
分かる就労証明書・研修課程を修了
した旨の証明書・研修受講料等の領
収書（いずれも原本）、印鑑を持って
高齢福祉課（緯〈７１〉２２２６）へ

介護従事者就労支援事業補
助金

市民の自発的な社会貢献活動を助成
する「あいちモリコロ基金」。助成金の
交付申請を検討している人や基金につ
いて知りたい人は参加してください。
■時１０月４日掌午後７時～８時３０分
■場市民交流センター
■内募集要項や申請書の書き方の説明及
び質疑応答
■講 NPO法人ボランタリーネイバーズ
スタッフ
■対市民活動をしている５人以上の団体、
これから市民活動を行いたい人
■定２０人（当日先着順）
■問市民交流センター（緯〈７１〉０６０１）

あいちモリコロ基金募集説
明会

換水清掃・施設点検のため休館しま
す。
■時プール獅１０月１日昭～１９日捷 トレ
ーニング獅１０月５日捷・１２日抄～１６
日晶・１９日捷

■問マーメイドパレス（緯〈９２〉７３５１）

マーメイドパレス休館

過去１０年間に納め忘れた国民年金保
険料を納付することで将来の年金額を
増やすことができる「１０年の後納制度」
は、９月３０日昌で終了します。
後納制度を利用するには申し込みが
必要です。詳しくは「国民年金保険料
専用ダイヤル」緯０５７０〈０１１〉０５０又は年
金事務所へ問い合わせてください。
■問刈谷年金事務所（緯〈２１〉２１１０）

国民年金保険料「１０年の後
納制度」は９月３０日まで

■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


