
■図書館友の会「みんなのひろば」
■時２月２１日掌午前１０時～午後３時
■内午前１０時施折り紙・ぬり絵 午前
１１時３０分・午後１時３０分施マジッ
クショー 午後２時施アニメ映画
会「かもとりごんべえ」

■除籍本リサイクルフェア
■時３月１２日松・１３日掌・１９日松・２０
日抄午後１時～４時（配布状況に
より早めに終了する場合あり）
■内図書館で使わなくなった本や雑誌
を１人１０冊まで無料で配布

中央図書館（緯〈７６〉６１１１）

お知らせ

■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３月４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２月２３日昇

ハーブ講座体験会
■時３月１１日晶午前１０時３０分～正午
■内花粉症や肉
体疲労回復、
風邪予防等、
目的にあっ
たイギリス
伝統のハー
ブ飲料「コーディアル」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）
■￥１８００円
■持バスタオル・筆記用具
■申申込開始日獅２月２４日昌

女性のためのお手軽エクササイズ
■時３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２月２３日昇

マーメイドパレスの講座

３月の土器づくり教室

■時１日昇～４日晶・８日昇～１２日松・
１５日昇～１８日晶・２１日承～２６日松・
２９日昇～３１日昭午後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）

■問堀内公園（緯〈９９〉５９４７）
期間限定「回数券販売」
■時３月２日昌～３１日昭（休園日を除く）
■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

ノルディックウォーキング＆棒ビクス
体験会
■時３月１２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２月２０日松～３月１１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

プラネタリウム３月の生解
説
■時■内５日松・６日掌・１２日松・１３日掌・
１９日松・２０日抄・２１日承・２６日松諮

午後１時３０分獅生解説「春の星座の
物語」、通常投映番組 午後３時獅フ
ル生解説「木星の謎～太陽になりそ
こなった星～」
２５日晶・２９日昇～３１日昭諮午後１時
３０分・３時施生解説「春の星座の物
語」、春休み投映番組

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

１日昇・１５日昇
午前１０時３０分

えほんとわらべうた
の会（０～２歳）

３日昭午前１０時
３０分

おはなしゆりかご
（０～２歳）

４日晶午前１０時
３０分

おはなしポッケ（０
～２歳）

５日松午後３時おはなしレストラン
（小学生以上）

８日昇午前１０時
３０分

えほんのとびら（０
～２歳）

９日昌午前１０時
３０分

おはなしたまてばこ
（１～５歳）

１２日松午後２時おはなしどんどん
（３歳～小学３年生）

１７日昭午前１０時
３０分

いないいないばあ
（１～５歳）

１９日松午前１０時
３０分

南吉朗読ででむし会
（小学生以上）

２０日抄午後２時かみしばいの会（３
歳～小学３年生）

２３日昌午前１０時
３０分

おはなしまあだ（１
～５歳）

２６日松午前１１時大人のための絵本朗
読会（一般）

３０日昌午前１０時
３０分

絵本好き集まれ！お
すすめ絵本紹介

３１日昭午前１０時
３０分

おはなしの森（１～
５歳）

※対象年齢は目安です。

３月のおはなし会

３月の休館日
７日捷・１４日捷・２５日晶・２８日捷

３月の移動児童館
■対■時■場乳幼児親子諮１日昇・１５日昇獅

南部公民館 ９日昌・１６日昌獅東部
公民館 １１日晶・１８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）

地元の野菜を使ってつくる
ヘルシー料理教室

■時３月１８日晶午前１０時～午後０時３０分
■場デンパーククラブハウス
■内献立施バルサミコ風味の魚のグリル、
ブロッコリーとアンチョビのスパゲ
ティ、コールスローサラダ他

■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
■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

■申２月２０日松午前９時３０分から、直接
か電話でデンパーククラブハウス
（緯〈９２〉７１１２）へ

丈山苑の催し
■￥入苑料施１００円（中学生以下無料）
呈茶料施３００円

■場■問丈山苑（緯〈９２〉７７８０）
つばき盆栽展
■時３月４日晶～６日掌午前９時～午後
５時（４日は午前１１時から、６日は
午後４時まで）
■内椿

つばき

一花会の作品展示
いち はな

創作折り紙展
■時３月１１日晶～１３日掌午前９時～午後
５時（１３日は午後３時まで）
■内南部公民館自主グループ「折り紙ク
ラブ」の作品展示

碧海信用金庫本店前会場（御幸本町）
■時２月２７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２月２７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「忘れない３.１１」としてア
イシン・エィ・ダブリュ株式会社、
新三商事株式会社等による復興応援
企画を開催

■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

交通安全市民大会

■時２月２７日松午後２時１５分
■場文化センター
■内交通安全宣言、交通安全市民運動活
動方針の発表、「愛知県警交通安全教
育チームあゆみ」による講演等

■他来場者に交通安全啓発品を進呈
■問市民安全課（緯〈７１〉２２１９）

■内月額９０００円（１年分を２回に分けて支給）
■対市内在住で、経済的理由から高等学校への修学が困難で、他の奨学金を受
けていない学力優秀（※）な人
※学習成績の評定を全履修科目について平均した値が３.２以上。
■持必要書類施奨学金申請書・推薦書・家庭状況調査書・奨学金振込口座申出
書・戸籍謄本・在学証明書・成績証明書・合格通知書の写し（平成２８年度
入学の人のみ）

■申３月１日昇～３１日昭（松掌抄を除く）に、必要書類を持って、今年進学する
人施在学している中学校へ 高等学校在学中の人施教育委員会総務課へ
※奨学金申請書等は同課・市内各中学校で配布。
■問教育委員会総務課（教育センター内／緯〈７１〉２２５３）
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パブリックコメント制度に
よる意見募集の結果を公表
第８次安城市総合計画（案）への意見募
集の結果
５２件（６人）の意見が寄せられました。
寄せられた意見の内訳は次のとおりで
す。
暫目指す都市像に関する意見等：６件
暫重点戦略に関する意見等：１０件
暫分野別計画に関する意見等諮健康：
１件 環境：１３件 経済：４件 き
ずな：１６件 こども：２件

暫上記以外に関する意見等：２４件
※複数に該当する意見があるため、意
見総数とは一致しません。
■問担当課：企画政策課（緯〈７１〉２２０４）
安城市まち・ひと・しごと創生総合戦
略（案）への意見募集の結果
２２件（３人）の意見が寄せられました。
寄せられた意見の内訳は次のとおりで
す。
暫基本目標１「ものづくり産業の強み
をのばしつつ、産業の多様化にも取
り組む」に関する意見等：３件

暫基本目標２「住みたい・住み続けた
いまちになる」に関する意見等：６
件

暫基本目標３「生涯のライフプランを
描けるまちになる」に関する意見等
：４件

暫基本目標４「健幸に暮らせるまちに
なる」に関する意見等：８件

暫上記以外に関する意見等：１件
■問担当課：企画政策課（緯〈７１〉２２０４）
安城市教育大綱（案）への意見募集の結
果
４件（１人）の意見が寄せられました。
寄せられた意見の内訳は次のとおりで
す。
暫分野別計画に関する意見等：３件
暫上記以外に関する意見等：１件
■問担当課：教育委員会総務課（緯〈７１〉
２２５３）、企画政策課（緯〈７１〉２２０４）
意見の概要等の閲覧
寄せられた意見や意見に対する市の
考え方、修正点等は、次のとおり閲覧
できます。
■時３月１５日昇まで（閉庁・休館日を除
く）の各施設開館時間
■場各担当課、市政情報コーナー、文化
センター、各地区公民館、中央図書
館他
※市公式ウェブサイト内「パブリッ
クコメント」のページでも閲覧でき
ます。

■時３月２日昌午前１０時３０分～１１時４５分
■内出演施コーロ・ヴォーチェ（合唱）、
竹本ひろみ（指揮）、宮脇恵子（ピアノ）

けい こ

演目施「早
そう

春
しゅん

賦」「故郷」「聖者の行進」
ふ

「くちびるに歌を」他
■定１５９人
※整理券を２月１７日昌午前９時から
昭林公民館で配布。
※未就学児の入場はご遠慮ください。

■他託児（１人３００円、先着１０人）あり、
希望者は２月２４日昌までに昭林公民
館へ
■場■問昭林公民館（緯〈７７〉６６８８）

昭林モーニングコンサート

地産地消推進イベント「安
城の野菜を食べよう！」
■時２月２８日掌午前１１時から
※試食がなくなり次第終了。

■場アピタ安城南店（桜井町）
■内安城市健康づくり食生活改善協議会
による「かんたん！バランスお好み
焼き（２００食）」の試食等
■問農務課（緯〈７１〉２２３３）

おしゃべりピアニスト・ひらめ先生
こと平松八江子氏によるコンサートで

や え こ

す。ピアノや音楽クイズで家族揃って
楽しめます。
■時２月２０日松午前１１時１５分（開場は１１
時）
■定１５９人（当日先着順）
■場■問昭林公民館（緯〈７７〉６６８８）

親子ふれあいコンサート

■時２月２１日掌午後１時（開場は午後０
時３０分）
■内出演施藤家宿六、若

ふじ や やど ろく わか

鯱
しゃち

亭
てい

笑
しょう

天、微笑
てん ほほ えみ

亭さん太、お好味家喜楽、お好味家
てい た この み や き らく この み や

くろ姫
ひめ

■定１５９人（当日先着順）
■場■問昭林公民館（緯〈７７〉６６８８）

昭林落語会

■時３月１０日昭午前１０時～午後１時
■場市民交流センター
■内野菜を食べながら１日３５０ｇ摂取を
目指すコツを学ぶ
■講安城市民やろＭＹプログラム実行隊
■定１６人（先着順）
■持エプロン・三角巾・筆記用具
■申２月２０日松午前９時から、直接か電
話で市民交流センター（緯〈７１〉０６０１）
へ

野菜をおいしく食べよう

俄広報あんじょう 2016.2.15

■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。

■場環境学習センターエコきち
■申２月２０日松～各講座開催日３日前ま
での午前１０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
間伐材でプランターづくり
■時３月５日松午
前１０時～１１時
３０分
■講神谷輝幸氏

てる ゆき

■対１８歳以上
■定５人（先着順）
■￥５００円
大福もちをつくろう
■時３月６日掌午前１０時～１１時３０分
■内自然農法の小豆（安城市産）を使った
大福もち作り
■講神谷直子氏

なお こ

■対４歳以上の子とその保護者
※過去に本講座に参加したことがあ
る人を除く。
■定５組（先着順）
■￥２００円

エコきちの環境講座

明祥公民館テニスコートの
利用受け付けを開始
４月１日晶に開館する明祥公民館

（現南部公民館）テニスコートの利用申
し込みを受け付けます。
なお、市体育施設利用団体登録のあ
る団体は、施設予約抽選会で先行予約
ができます。
■内コート数施２面（砂入り人工芝） 利
用時間施年末年始を除く午前９時～
午後９時 コート使用料（１面１時
間）施２３０円（中学生以下のみの利用
は１１０円） 夜間照明使用料（１面３０
分）施３６０円（中学生以下のみの利用
は１８０円）
■問南部公民館（緯〈９２〉３５２１）
施設予約抽選会（４月分先行予約）
■時３月１日昇午後７時
■対市体育施設利用団体登録のある団体
■申抽選会当日に、施設予約抽選会参加
団体カードを持って南部公民館へ

一般利用受け付け（４月分）
■時受付開始日時施３月３日昭午前９時
■申直接、南部公民館又は市体育館・市
スポーツセンターへ
※電話申し込み不可。
※施設予約システムでの仮予約は３
月３日午前１０時から可。

５月分以降の受け付け
５月分以降の施設予約抽選会は市テ
ニスコートと同日、一般利用受付開始
日はその翌々開館日となります。詳し
くは問い合わせてください。

昨年、市内で振り込め詐欺等の特殊
詐欺による被害が２６件発生し、被害額
は約１億５０００万円に上りました。次の
３点に注意して、不審な電話があった
場合は、すぐに警察へ連絡しましょう。
暫すぐに振り込まない、一人で振り込
まない、必ず誰かに相談する

暫日ごろから、被害を防ぐための対処
方法を家族で話し合う

暫留守番電話を活用し、犯人と直接会
話をしない

■問市市民安全課（緯〈７１〉２２１９）、安城警
察署（緯〈７６〉０１１０）

振り込め詐欺にご注意を

福祉への善意・寄付ありが
とうございます
１２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
安城市身体障害者福祉協会、安城市町
内会長連絡協議会、安城市民生児童委
員協議会、国際ソロプチミスト安城、
安城市福祉まつり事務局、安城市福祉
まつり実行委員会、鹿乗町内会、原田
眞理子、ふれあいダンス、古井町農用
地利用改善組合、桜井地区民生児童委
員、鳥居弘美、中村富士子、二本木公
民館利用者、コパン、北城屋百石店、
松栄運輸、ＪＡ産直センター安城東部
店、デンパークふるさと館、デンパー
クマーケット、有限会社城西生花店、
中部公民館利用者、わさびや、北城屋
アンディ店、ＪＡ産直センター安城南
部店、たかたな歯科、桜井ロングゴル
フ、福釜町内会、でんまぁと安城西部
店、稲穂、ＪＡ産直センター安城桜井
店、ＪＡ産直センター安城北部店、株
式会社デンソーハートフルクラブ安城
自主企画、葵歌謡祭、快足ＡＣスマイ
ルランニング、快足ＡＣ、匿名
市役所関係
株式会社ヤマコ、株式会社デンソーハ
ートフルクラブ安城自主企画、岡田照
一、柴田和範、匿名

介護保険地域密着型サービ
ス事業者を決定
■問高齢福祉課（緯〈７１〉２２２６）
篠目中学校区
■内種別施地域密着型介護老人福祉施設
（定員２９人の特別養護老人ホーム）及
び認知症対応型共同生活介護（定員
１８人のグループホーム） 事業者施

（仮称）社会福祉法人アイシー会 事
業予定地施篠目町地内 事業開始予
定施平成３０年３月
安城北中学校区
■内種別施認知症対応型共同生活介護
事業者施株式会社ビジュアルビジョ
ン 事業予定地施別郷町地内 事業
開始予定施来年４月

納税の猶予制度が変わりま
す
地方税法及び安城市税条例の改正に
より、４月１日晶から災害等の理由で
市税を一時に納付できない人のための
猶予制度が変わります。
■内主な変更点は次のとおり
暫換価の猶予が納税者の申請によっ
てできるようになりました。申請期
限は各税の納期限から６カ月以内です
暫猶予を受けようとする金額が１００
万円以下又は猶予を受けようとする
期間が３カ月以内の場合は、担保が
不要となります
■他詳細は問い合わせてください
■問納税課（緯〈７１〉２２１７）
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■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

■中心市街地拠点施設と自治基本条例③
きくぞう君とサルビーは、市民活動補助金について話しています。

きくぞう君：市民活動補助金はどんな活動でも申請できる
の？

サルビー：地域の困りごとやまちの元気づくり等、社会で
必要とされていることが条件だよ。この補助金は寄付と、
寄付金額と同額の市の積立で成り立っているよ。安城市
では、自治基本条例が制定された後に市民協働推進条例
ができて、この補助金制度はそこから生まれたんだ。

きくぞう君：同じ目的を持った市民が一緒になって、安城
市をもっとよくするための仕組みづくりがされてきたん
だね。

サルビー：きくぞう君も、拠点施設を使った活動について
市の制度を利用することに興味があるなら、市のウェブ
サイト等で情報を集めてみたらどうかな。

きくぞう君：そうだね。拠点施設を使うのがますます楽し
みになってきたよ。
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


