
■図書の予約をご活用ください
窓口や図書館ウェブサイトで本の
予約ができます。予約した本は次の
施設で受け取ることができます。
受け取り場所施各地区公民館（昭林
公民館を除く）、KEY

キ ー

PORT（JR安城
ポート

駅１階）、あんぱ～く

■ストーリーテリング はじめの一歩
ストーリーテリングは、自分の想
像を膨らませて聞く「絵本なしのお
はなし」です。おはなしを聞く楽し
みを味わいながら、子どもの成長に
合わせたおはなしの選び方・語り方
のコツや、時代・民族を超えて磨か
れてきた昔話の特徴についても触れ
ていきます。
■時３月１１日晶午前１０時～正午
■定２０人（先着順）
■申２月２日昇午前９時から、電話で
中央図書館へ

１日捷・８日捷・１５日捷・２２日捷・
２６日晶・２９日捷

２日昇・１６日昇
午前１０時３０分

えほんとわらべう
たの会（０～２歳）

４日昭
午前１０時３０分

おはなしゆりかご
（０～２歳）

６日松
午後３時

おはなしレストラ
ン（小学生以上）

９日昇
午前１０時３０分

えほんのとびら
（０～２歳）

１０日昌
午前１０時３０分

おはなしたまてば
こ（１～５歳）

１３日松
午後２時

おはなしえがお
（３歳～小学３年生）

１８日昭
午前１０時３０分

いないいないばあ
（１～５歳）

１９日晶
午前１０時３０分

このゆびと～まれ
（０～２歳）

２０日松
午前１０時３０分

南吉朗読ででむし
会（小学生以上）

２１日掌
午後２時

かみしばいの会
（３歳～小学３年生）

２３日昇
午前１０時３０分

絵本好き集まれ！
おすすめ絵本紹介

２４日昌
午前１０時３０分

おはなしまあだ
（１～５歳）

２７日松
午前１１時

大人のための絵本
朗読会（一般）

２月のおはなし会自転車安全利用講習会
自転車購入費補助金の申請に必要な
講習会です。
■時２月１３日松、３月１２日松午前１０時～
１１時３０分
■場市民会館
■内自転車の安全利用のための講習、補
助金交付対象自転車の試乗
■持筆記用具（当日補助金の申請をする
場合は、必要書類一式・印鑑・通帳）
※必要書類は、都市計画課・市公式
ウェブサイトで配布。
■他自転車購入補助金の詳細は、本紙昨
年４月１日号２８ページをご覧くださ
い

■申各講習日３日前までの午前８時３０分
～午後５時１５分（松掌抄を除く）に、
電話で都市計画課（緯〈７１〉２２４３）へ

■問堀内公園（緯〈９９〉５９４７）
わたがし作り体験会
■時１月２３日松・２４日掌午前１０時・１１時、
午後１時

■対小学生以下
■定各１０人（先着順）
※各開始１０分前から、管理事務所前
で整理券を配布。

■持汚れても良い服装
新春「BIG・かるた大会」
■時１月３０日松・３１日掌午後２時３０分・
３時

■内堀内公園にちなんだ内容でかるたと
り
■対小学生以下
■定各２０人（当日先着順）
利用者還元抽選会
■時２月６日松・７日掌・１１日抄

■内指定遊具利用者の中から、抽選で有
料遊具利用券を進呈 指定遊具諮６
日獅メルヘン号 ７日獅サイクルモ
ノレール １１日獅メリーゴーランド

■対４歳以上（未就学児は保護者同伴）
■定各１００人（当日先着順）
■￥各指定遊具利用料
お得な回数券販売
■時２月６日松・７日掌・１１日抄・１３日
松・１４日掌・２０日松・２１日掌・２７日
松・２８日掌

■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

ノルディックウォーキング＆棒ビクス
体験会

■時２月１３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

■持運動しやすく体温調節のできる服装・
靴、飲み物

■申１月２０日昌～２月１２日晶午前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へ

堀内公園の催し

中央図書館（緯〈７６〉６１１１）

２月の休館日

お知らせ

※対象年齢は目安です。

漱石読書交流会
今年は夏目漱石没後１００年の記念の
年です。この機会に、漱石の作品に触
れてみませんか。
■時①２月１９日晶 ②３月１８日晶 ③４
月１５日晶 いずれも午後６時４５分～
８時３０分（全３回）

■場市勤労福祉会館
■内テーマ諮①施『坊ちゃん』 ②施『こ
ころ』 ③施『夢十夜』

■講ファシリテーター施中島駆氏（書評
かける

家）
■対１８歳以上（高校生を除く）
■定３０人（先着順）
■申１月２２日晶午前９時から、電話かＥ
メールで中央図書館（緯〈７６〉６１１１／
tosyo@city.anjo.aichi.jp）へ
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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。

２月の土器づくり教室
■時２日昇～５日晶・９日昇～１３日松・
１６日昇～１９日晶・２３日昇～２７日松午
後１時から（受け付けは午後２時ま
で）

■内弥生時代と同じ方法で土器作り
■対小学生以上（小学１～３年生は保護
者同伴）

■場■問埋蔵文化財センター（緯〈７７〉４４９０）

文化財防火訓練

１月２６日昇の「第６２回文化財防火デ
ー」にあわせて実施します。
■時１月２４日掌午前９時～１０時２０分（小
雨決行）
■場大岡白山神社（大岡町）
■内火災通報訓練、初期消火（消火器・
バケツリレー）訓練、避難（文化財及
び参拝者）訓練、救助訓練、放水消
火訓練

■他訓練会場に駐車場はありません。徒
歩・自転車・公共交通機関でお越し
ください

■問文化振興課（緯〈７７〉４４７７）

■時２月２５日昭・２６日晶午前９時４５分～
午後４時（全２回）
■場刈谷市産業振興センター（刈谷市相
生町）
■定１５６人（先着順）
■￥４０００円（当日支払い）
■申１月２５日捷～２９日晶午前８時３０分～
午後５時に、申込書と顔写真（縦４
尺×横３尺で３カ月以内に撮影）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。

甲種防火管理新規講習

碧海信用金庫本店前会場（御幸本町）
■時１月２３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）
■時１月２３日松午前１０時～午後３時
■内子どもの遊び場（昔懐かしい手作り
おもちゃが登場）、パパかふぇ（子育
てパパたちの憩いの場）、グルメ移動
販売車、商店街アイドル「看板娘。」
ステージ、き
ーぼーお楽し
み抽選会等、
今回は消防自
動車、き～☆
モビの展示も
あり

■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
■内安城市観光案内所「KEYPORT」を

キ ー ポ ー ト

発着点にまちなかをまわりクイズに
答え、全問正解した人に南吉・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
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バンダナで包もう
■時２月６日松午前１０時～１１時３０分
■講安城市消費生活学校
■対１８歳以上
■定１０人（先着順）
■持バンダナ
ひな祭りクッキング
三河地方の郷土料理を親子で作り、
季節の味を味わいましょう。
■時①２月７日掌 ②２月１１日抄 い
ずれも午前１０時～１１時３０分
■内■講①施おこしもんづくり／古居敬

けい

子氏 ②施いがまんじゅうづくり
こ

／杉浦ひろ子氏 講師はいずれも
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）
■￥各２００円
■持エプロン・三角巾・マスク・ふき
ん・皿・箸

武道であそぼう
■時２月１３日松午前１０時～１１時３０分
■内体操や受け身、護身術を使って楽
しく遊びます

■講服部真史氏
まさ ふみ

■対小学４年生以上（保護者同伴の場
合は小学３年生も可）

■定１０人（先着順）
■持動きやすい服装・手袋・タオル

エコ工作「おひなさま」
■時２月１４日掌午前１０時～１１時３０分
■内身近な材料を使ったひな人形作り
■対４歳以上（未就学児は保護者同伴）
■定１０人（先着順）
■持トイレットペーパーの芯２つ

■場環境学習センターエコきち
■申１月２１日昭～各講座開催日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（☎・胃〈７６〉７１４８）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



■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２月５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
■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１月２０日昌

ハーブ講座体験会～花粉症予防のハー
ブ～
■時２月１２日晶午前１０時３０分～正午
■内ハーブ手浴や花粉症に良い、甘いハ
ーブのジュース作り
■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）
■￥１９００円
■持バスタオル・筆記用具
■申申込開始日獅１月２１日昭

女性のためのお手軽エクササイズ
■時２月１９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１月２０日昌

マーメイドパレスの講座 親子水泳教室

■時２月１４日掌・２１日掌・２８日掌、３月
６日掌・１３日掌午後１時～１時５０分
（全５回）
■場マーメイドパレス
■対幼児とその保護者
■定２０組
※定員を超えた場合は、初回参加者・
市内在住・在勤者を優先した上で、
２月２日昇に公開代理抽選。

■￥３１５０円（傷害保険料を含む）
■申１月２０日昌～３１日掌午前１０時～午後
７時３０分に、直接マーメイドパレス
（緯〈９２〉７３５１）へ

市青少年健全育成推進大会・
家庭教育講演会
■時２月２０日松午後２時～４時（受け付
けは午後１時３０分から）
■場文化センター
市青少年健全育成推進大会
■内他の模範となる児童生徒や地域で青
少年健全育成に尽力されている人・
団体の表彰
■問青少年の家（緯〈７６〉３４３２）

家庭教育講演会
■内演題施「子どもの善意を信じると、
子どもは伸びる、子育てが楽で愉し

たの

くなる！～ビリギャル家族の真実」
講師施橘こころ氏（ビリギャル・さ
やかの母親）
■問文化センター（緯〈７６〉１５１５）

親子いがまんじゅう作り体験
■時２月２０日松午前９時～正午
■場市民交流センター
■講安城生活改善グループ
■対４歳以上の子とその保護者
■定１０組（定員を超えた場合は抽選）
■￥１組５００円
■持エプロン・三角巾・手ふき

親子でピザ作り
■時２月２０日松午後１時～３時
■内安城産の小麦「きぬあかり」を使っ
た２種類のピザ作り

■場文化センター
■講コープあいち
■対４歳以上の子とその保護者
■定１２組（定員を超えた場合は抽選）
■￥１組６００円
■持エプロン・三角巾・ふきん（２枚
以上）・手ふきタオル・持ち帰り用
容器
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えごま料理教室
■時２月２７日松午前９時３０分～正午
■内えごまを使った身体にやさしい料
理作り
■場市民交流センター
■講グリーンそう
■対４歳以上（小学３年生以下は保護
者同伴）
■定３０人（定員を超えた場合は抽選）
■￥３００円
■持エプロン・三角巾・手ふき
申し込み方法〈共通事項〉
１月２０日昌～２月５日晶午前８時

３０分～午後５時１５分（松掌を除く）に、
直接か電話、又は各講座名を明記し、
代表者の住所・氏名・電話番号、参
加者（子ども・大人それぞれ）人数を
郵送（必着）・ファクス・Ｅメールで
農務課（〒４４６－８５０１住所記載不要／
胃〈７６〉１１１２／nomu@city.anjo.ai
chi.jp）へ。
※右下のＱＲコードからも申し込み
できます。

■他抽選の有無にかか
わらず、申込者に
参加の可否を２月
１０日昌頃に通知
■問農務課（緯〈７１〉２２３３）

■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。

市民活動補助金交付団体の事業報告
会です。報告会後は、「みんなで考え、
みんなで交流～活動成果を上げるため
に、みんなでできること～」をテーマ
に、参加者同士で話し合います。
■時２月１３日松午前９時３０分～午後０時
３０分
■場市民交流センター
■内発表団体・事業内容獅下表のとおり
■問市民協働課（緯〈７１〉２２１８）

わくわく交流会

事業内容発表団体
安城七夕ふれあい将
棋大会

日本将棋連盟安城
支部

こころ元気に♡「音楽
と講演」

精神保健福祉ボラ
ンティアサークル
「輪 （々りんりん）」

安城ご当地体操でパパ
もママもプラス１０「広
げよう健康と地域愛」

Anjoきらめきた
～い

巨樹・名木めぐりグリーンそう
家族で楽しむコンサ
ートJKハーモニー
健康教室まつけん健康教室まつけん
リハビリ専門職がプ
ロデュースsalonあ
んちゃん

安城地域リハビ
リネットワーク

高齢者お出かけ見守
り隊養成講座NPO法人ing

油ヶ淵流域の環境を考える
集い
■時２月６日松午前９時３０分～正午
■場環境クリーンセンター
■内各団体が実施した油ヶ淵水質浄化の
取り組みを発表 発表団体獅丈山小
学校５年生、明和小学校５年生

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

プラネタリウム２月の生解
説
■時６日松・７日掌・１１日抄・１３日松・
１４日掌・２０日松・２１日掌・２７日松・
２８日掌①午後１時３０分 ②午後３時
（２１日は午後１時３０分のみ）
■内①獅冬のきらめく星空 ②獅アイ・
プラネッツフル生解説『木星の謎～
太陽になりそこ
なった星～』
■￥５０円（団体４０円、
中学生以下無料）
■場■問文化センター
（緯〈７６〉１５１５）

２月の移動児童館
■対■時■場乳幼児親子諮３日昌・１７日昌獅

東部公民館 ９日昇・２３日昇獅南部
公民館 １２日晶・２６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）

蛾 広報あんじょう 2016.1.15

■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
手作りパン教室「デニッシュパン＆
動物あんパン」
■時１月３０日松・３１日掌、２月６日松・
７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１月３０日松～２月１日捷・６日松

～８日捷・１１日抄午前１０時～午後
３時

■￥７５０円
■申時間内に同クラブハウスへ
ジェルキャンドル教室
■時２月６日松・７日掌午前１０時～午
後３時
■内砂とガラス細工を使ったキャンド
ル作り

■定各５０人（当日先着順）
■￥１２００円から

飾り巻き寿司教室
切り口からいろいろな絵柄が現れ
る飾り巻き寿司。基本の巻き方や季
節物のデザインを学べます。
■時２月８日捷、３月１４日捷、４月１１
日捷午前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）
■￥６０００円（材料費別途１回１５００円）
■定２０人（定員を超えた場合は抽選）
■申１月３１日掌までの午前９時３０分～
午後５時（休園日を除く）に、直接
か電話・Ｅメールで同クラブハウ
ス（taiken@denpark.jp）へ

地元の野菜を使ってつくるヘルシー
料理教室
■時２月１９日晶午前１０時～午後０時３０
分

■内献立施鰯の蒲焼き、切干大根とひ
じきの生姜和え、焼き餅の五目あ
んかけ等
■講入山竜彦氏

たつ ひこ

■￥１５００円
■定２０人（先着順）
■持エプロン・手拭きタオル・箸
■申１月２０日昌午前９時３０分から、直
接か電話で同クラブハウスへ

■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



■時２月１５日捷午前１０時～１１時３０分
■場安城保育園
■内保育行政と実務について
■対保育士資格を有する人で、保育経験
のない人や、ブランクがあり保育園
勤務に興味のある人
■定１５人（先着順）
■申１月２０日昌～２月５日晶午前８時３０
分～午後５時に、直接か電話で子ど
も課（緯〈７１〉２２２８）へ

潜在保育士のための職場復
帰研修会

■時２月２７日松午前１０時～正午
■場歴史博物館
■内三河地方に伝わる雛菓子「いがまん
じゅう」作り

■定１２組（先着順）
■￥材料費（５００円程度）
■講大久保里香氏（管理栄養士）

さと か

■申１月３０日松午前９時から、電話で歴
史博物館（緯〈７７〉６６５５）へ

体験講座「いがまんじゅう
をつくろう」

■時１月２２日晶～２４日掌午前９時～午後
４時３０分（２２日は午前９時３０分から）
■場文化センター（小中学生科学賞作品
展「かがくのひろば」の会場での展示）
■内市内・近隣市小中学生から募集したポ
スター・書道・標語の優秀作品を展示
■問市民課（緯〈７１〉２２２１）

「人権を理解する作品コン
クール」優秀作品の展示

石川丈山の生きた世界を知る、楽し
い講座です。
■時２月７日掌午後１時３０分～３時
■講歴史博物館学芸員
■￥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）

丈山勉強会「丈山に親しむ
ツボ」

不登校、ひきこもりの経験から若者
を支える「わかもの団」を立ち上げた、
講師自身の経験と、今を大切に生きる
ことを伝えます。
■時２月２１日掌午後１時３０分～４時（受
け付けは午後１時から）
■場文化センター
■講菅沼和司氏（若者支援事業団）

かず し

■対市内在住・在勤・在学の人
■定５０人（先着順）
■問事務局・布目さん（緯０９０〈２９２８〉２０
２６）、市保健センター（緯〈７６〉１１３３）

こころ元気に♡講演会

■時２月１９日晶午後１時３０分～３時３０分
■場文化センター
■内■講第１部獅「追跡！冷凍食品 探れ
おいしさの秘密」三浦佳子氏（一般社

よし こ

団法人日本冷凍食品協会広報部部長）
第２部獅「安城市における消費者ト
ラブル」市消費生活相談員
■定１００人（先着順）
■申１月２２日晶午前８時３０分から、直接
か電話・ファクスで商工課（緯〈７１〉
２２３５／胃〈７６〉００６６）へ

消費生活講演会「冷凍食品
のおいしさの秘密」

里親養育体験発表会
さまざまな事情で家庭で暮らすこと
のできない子どもたちが、家庭的な環
境の中で愛情に包まれながら暮らせる
ように里親委託を推進し、多くの人に
里親養育について知っていただくため
の講演会です。
■時１月２７日昌午前１０時３０分～正午
■場刈谷市役所（刈谷市東陽町）
■内里親制度の説明、養子縁組型里親、
養育型里親の体験発表
■問刈谷児童相談センター（緯〈２２〉７１１１）、
市子育て支援課（緯〈７１〉２２２９）■時２月２日昇・９日昇午後２時～３時

３０分（全２回）
■場文化センター
■内２日獅通訳の心構え ９日獅グルー
プでの通訳練習
■対次のいずれにも該当する人
暫大学生以上で英検準１級又はTO
EIC７５０以上（通訳経験のある人も可）
暫講座終了後、市国際交流協会の事
業に協力できる

■定２０人（先着順）
■問１月２０日昌午前８時３０分から、直接
か電話で市国際交流協会（緯〈７１〉２２
６０）へ

通訳ボランティア講座
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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。

■中心市街地拠点施設と自治基本条例②
きくぞう君とサルビーは、JR安城駅前に新しくできる拠点
施設について話しています。
きくぞう君：ぼくも拠点施設を使ったまちづくりの活動に参
加できるの？

サルビー：もちろん。それに、中心市街地の活性化のために
自分で考えたイベントを始めることもできるよ。

きくぞう君：ぼくは、かるたとか昔遊びを通して近所の交流
を図る活動に参加しているんだ。拠点施設でも、来場者が
安城市のかるたを作って、皆で遊べたら、にぎやかで楽し
いと思うんだ。ただそんなイベントをするにはちょっと今
の資金では足りないかもしれないな。

サルビー：面白いアイデアだね。安城市では市民協働のまち
づくりをする市民活動に対して、公募型の補助金制度があ
るよ。 〈２月１５日号へつづく〉
自治基本条例に関するウェブ検索キーワード施「安城市 自治 条例」
■問企画政策課（緯〈７１〉２２０４）

サルビー

きくぞう君

市民ギャラリー展示室の利
用予約を受け付け
今回から、３室以上又は３階全室を
４日間以上利用する場合は、優先的に
予約を受け付けます。
■内利用日獅来年３月２８日昇～９月２４日
掌

■申優先予約施１月２６日昇～３１日掌午前
９時～午後５時 通常予約施２月２
日昇～１０日昌午前９時～午後５時
（８日捷を除く）に、直接市民ギャラ
リー（緯〈７７〉６８５３）へ
※電話申し込み不可。
※希望日が重なった場合は抽選。
※来年３月２６日掌までの利用予約は
随時受け付けています。

あぜ草焼きにご理解を
カメムシは、多くの農作物に被害を
与えます。また、洗濯物にくっつき、
家の中に侵入するという生活被害も増
加しています。カメムシは枯れ草等の
下に潜って越冬するため、駆除の手段
としてあぜ草焼きが有効です。
事前に町内会の回覧板等で周知した
上で、カメムシ駆除を目的としたあぜ
草焼きを実施します。ご理解ご協力を
お願いします。
■問農務課（緯〈７１〉２２３３）

市内会員事業所から、火災予防と危
険物災害防止を呼びかける標語を募集
し、２万１４２２編の応募がありました。
最優秀作品は次のとおり。〈敬称略〉

統一防火標語
「火の用心 消すまで消えない その
責任」森大悟（株式会社デンソー安城製

だい ご

作所）
危険物安全管理統一標語
「危険物 無事故でつなごう 笑顔の
バトン」日爪誠司（倉敷紡績株式会社安

ひ づめ せい じ

城工場）
■問安城市防火危険物安全協会事務局
（緯〈７５〉２４５８）

平成２８年度統一防火標語・
危険物安全管理統一標語

福祉への善意・寄付ありが
とうございます
１１月分／受け付け順／敬称略
市社会福祉協議会善意銀行／福祉基金
アンデン株式会社、碧海信用金庫事務
センター、中村富士子、横山眞司、フ
ァミコンプラザ里町店、株式会社鳥居
工務店、竹内孝税理士事務所、ふれあ
いダンス、箕輪町昭和九年同年、
ＪＡあいち中央産直センター安城南部、
匿名
市役所関係
匿名

電気自動車・プラグインハイブリッ
ド用の充電スタンドを、新たに３カ所
設置しました。
■場■時設置場所と利用可能時間は次のと
おり
暫北部公民館：午前８時３０分～午後
９時
暫南部公民館：午前８時３０分～午後
９時（捷は午後５時１５分まで、年末
年始は利用不可）
暫堀内公園：午前７時～午後６時

■問環境首都推進課（緯〈７１〉２２０６）

電気自動車用の充電スタン
ドを新設

あわせて５２人、１２５作品の応募があ
りました。入選者は次の皆さん。

〈敬称略〉
１位
「暴力を恐れぬ勇気 強い意志」下川

しも かわ

丈
じょう

二（藤井町在勤）
じ

２位
「あなたの勇気を 地域に広げて暴力
追放」池端伸二（小堤町在住）

いけ はた しん じ

「暴力を させずゆるさず みのがさ
ず」安藤真理恵（昭和町在住）

ま り え

３位
「暴力を 許す社会に 未来なし」川畑

かわ ばた

貴志（和泉町在勤）
たか し

「暴力を 追い出すパワーは 地域力」
雨宮美香（藤井町在勤）
あま みや み か

「ゆるさない 暴力行為 この町で」
中島
なか じま

浩（高棚町在勤）
ひろし

■問市民安全課（緯〈７１〉２２１９）

暴力団追放標語入選作品

子どもたちや地域の安全のために行
う、青色防犯パトロール。現在、市内
３６町内会の有志の方々が活動していま
すが、メンバー不足等から活動の継続
が危惧されています。
「少しだったら手伝える」「外に出る
きっかけにしたい」等、できる範囲で
構いません。一人でも多くのご協力を
お願いします。
■問市民安全課（緯〈７１〉２２１９）
青色防犯パトロール実施町内会及び団
体
■場里、東栄今本、今池、住吉、篠目、
池浦、新田、北山崎、西尾、秋葉、
城南、横山、箕輪、二本木町連合、
高棚、福釜、古井、古井新町、桜井
連合

■申活動にご協力いただける方は、市民
安全課又は、各町内会へ

青色防犯パトロールにご協
力を

滞納市税解消を目的とし、滞納者か
ら差し押さえた不動産を県の「共同公
売」で売却します。
■時入札日時施２月９日昇午後１時３０分
～２時

■場公売会場施名古屋西部県税事務所
（名古屋市中川区）
■内土地付き建物（１件）、分譲マンショ
ン１室（１件）
■他詳細は、問い合わせるか市公式ウェ
ブサイトをご覧ください。なお、滞
納市税の完納等により不動産公売を
取り下げることがあります
■問納税課（緯〈７１〉２２１７）

不動産公売を実施
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