
自治体シンクタンク安城市みらい創
造研究所による、中長期的な視点から
の行政課題の調査分析に基づく研究成
果を報告します。
■時３月２２日昇午後１時３０分～４時
■場文化センター
■内研究報告諮人口問題から未来を考え
る施安城市の小学校区を単位とした
人口動態・推計に関する研究 新幹
線駅の未来を考える施新幹線三河安
城駅の利用実態に関する研究 まち
なかの未来を考える施人口誘導に依
拠した住宅政策に関する研究
■申３月１４日捷までの午前８時３０分～午
後５時１５分（松掌を除く）に、住所・
氏名・電話番号を電話かファクス・
Eメールでみらい創造研究所（緯〈７１〉
２２９９／胃〈７６〉１１１２／mirai@city.anjo.
aichi.jp）へ

■問マーメイドパレス（緯〈９２〉７３５１）

「安城市みらい創造研究所」
研究成果報告会

西尾市の八ッ面山を目指して歩きま
す。歩くこと、始めませんか？
■時４月１０日掌午前９時３０分～午後２時
３０分（雨天中止）
■場集合・解散獅JAあいち中央桜井支
店駐車場
■内コース施JAあいち中央桜井支店指

安正寺（休憩）指志貴野橋指八ッ面山
山頂（復路も同コース：往復約１１灼）
■持昼食・水筒・帽子・敷物・雨具等
■他集合場所への乗り合わせ、公共交通
機関の利用にご協力ください
■問市体育館（緯〈７５〉３５３５）

みんなで歩こう！八ッ面山
歩け運動 総合運動公園周辺緑道コースを、満

開の桜を眺めながら歩きます。
■時受け付け獅４月２日松午前９時～９
時３０分（雨天決行）
■内集合獅総合運動公園多目的広場（テ
ニスコート横） コース諮健脚コー
スＡ施約９灼（速歩） 健脚コースＢ
施約９灼（普通速） ファミリーコー
ス施約６灼（ゆっくり）

■対市内在住・在勤・在学者、安城市体
育協会会員
■定５００人（先着順）
■申３月２９日昇までの午前９時～午後５
時（捷を除く）に、申込用紙を持参か
郵送（消印有効）・電話・ファクス・E
メールで安城市体育協会（〒４４６－００６１
新田町新定山４１－８／緯〈７５〉５１８２／胃

〈７５〉３５５９／anjotaikyo@ybb.ne.jp）へ
※申込用紙は市体育館・各地区公民
館、体育協会ウェブサイト他で配布。

第７回｢歩け歩け運動｣
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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。

■内■時■対■定■￥下表のとおり
■他３月２３日昌～４月１日晶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３月８日昇～２１日承午前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、マーメイドパレス教室の未受講者を優先し、３月２２日昇午後１時に公開代理抽選。定員
に満たない場合は、追加募集します。
※キャンセル待ちは抽選順で各５人。

※受講料には傷害保険料を含みます。

受講料定員対象とき講座名

３，１５０円２０組幼児とその
保護者４月３日掌～２４日掌の毎週掌午後１時～１時５０分（全４回）親子水泳

６，９００円
２０人４歳以上４月１３日昌～７月１３日昌の毎週昌（５月４日抄、６月２２日

昌を除く）午後４時～４時５０分（全１２回）幼児スイミング

各３０人

小学１～３
年生

４月１５日晶～７月１５日晶の毎週晶（４月２９日抄、６月２４日
晶を除く）午後４時～４時５０分（全１２回）晶

児童スイミング
４，６００円４月３日掌～５月２９日掌の毎週掌（５月１日掌を除く）午後

２時～２時５０分（全８回）掌

６，９００円１８歳以上の
女性

４月５日昇～７月５日昇の毎週昇（５月３日抄、６月２１日
昇を除く）午後１時～１時５０分（全１２回）昇

ゆったりスイム
４月７日昭～７月７日昭の毎週昭（５月５日抄、６月２３日
昭を除く）午後３時～３時５０分（全１２回）昭

各４０人

４月５日昇～７月５日昇の毎週昇（５月３日抄、６月２１日
昇を除く）午前１１時～１１時５０分（全１２回）昇

シェイプアップ
アクア

４月１３日昌～７月１３日昌の毎週昌（５月４日抄、６月２２日
昌を除く）午後７時～７時５０分（全１２回）昌あげあげアクア

４月１５日晶～７月１５日晶の毎週晶（４月２９日抄、６月２４日
晶を除く）午後１時～１時５０分（全１２回）晶らくらくアクア

■申３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〉３５
４５）へ
春季・ウォーキング基本教室（高齢者
向け）
■時４月６日昌～２７日昌の毎週昌午前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）
■他雨天の場合は施設内ランニングコー
スで実施するため、施設使用料、室
内用の靴が必要

■申申込期限施４月５日昇

アクアビクス教室
■時４月７日昭～７月１４日昭の毎週昭午
後１時～２時（５月５日抄を除く。全
１４回）
■対１８歳以上
■定３０人（先着順）
■￥６５００円
■持水着・水泳帽子
■申申込期限施３月３１日昭

大人水泳教室
■時４月８日晶～６月１７日晶の毎週晶午
後１時～２時（４月２９日抄を除く。
全１０回）

■対１８歳以上の水泳初心者
■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３月３１日昭

競泳用ペースメーカー体験会
■時４月１７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）
■￥施設使用料
■持水着・水泳帽子・ゴーグル（必要な人）
■申申込期限施４月１６日松

市スポーツセンターの教室

■時３月２６日松午後１時３０分～４時
■場文化センター
■内若者から体験談を聞き、子どもへの
対応を考える。全体相談会・質疑応
答あり

■講加藤早苗氏（NPO法人育て上げネッ
さ なえ

ト中部「虹の会」理事長）
■対１８～４５歳の人又はその家族
■定３０人（先着順）
■申午前９時３０分～午後６時３０分（掌捷

抄を除く）に、安城若者サポートス
テーション（緯〈９５〉３１３７）へ
■問商工課（緯〈７１〉２２３５）

親と若者の就活セミナー
■時３月１５日昇午前１０時３０分～正午（受
け付けは１０時から）
■場勤労福祉会館
■内子どもの行動が気になり不安に感じ
ている人に、発達の専門家が子ども
を理解する方法を分かりやすく指導
■講石川道子氏（小児科医／武庫川女子

みち こ

大学教授）
■定５０人（先着順）
■申３月８日昇からの午前９時～午後９
時（掌抄を除く）に、電話で勤労福祉
会館（緯〈７６〉２９０２）へ
■問商工課（緯〈７１〉２２３５）

子育てセミナー

■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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フォトスポット撮影ツアー
■時３月２６日松午後１時３０分
■内「スプリングス」をテーマに、園内
を歩きながら、撮影のコツをアド
バイス
■講鶴田郁夫氏（フォトマスター

いく お

EX）
エキスパート

■定２０人（先着順）
■￥１３００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

寄せ植え講座～春の花を使い市販の
容器で可愛く～
■時４月８日晶午前１０時
■内ハンギングバスケットを作成
■講野正美保子氏（コンテナガーデニ

み ほ こ

ングマスター）
■定２０人（先着順）
■￥４０００円
■申申込期限獅３月２５日晶

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からあいさつ等
を学べます。デンマーク人の生活や
文化についての話を聞きながら楽し
くデンマーク語のあいさつを覚えま
しょう。
■時４月８日晶・１５日晶・２２日晶、５
月２０日晶・２７日晶、６月３日晶午
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）
■￥１２０００円
■申申込期限獅４月１日晶

■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
■申申込期限のあるものは３月５日松～各申込期限の午前９時３０分～午後５時
に、直接か電話で同クラブハウスへ

春季写真講座「プチ写真家と編集長
の学校」
■時４月１３日昌・２７日昌、５月１１日昌・
２５日昌、６月８日昌・２２日昌午後
１時３０分（全６回）

■内「拘りの赤色」をテーマに表現、記
こだわ

録や旅の思い出、デンパークのお
気に入りを撮影することからフォ
トブック作成までの編集とレイア
ウトを学びます。２回の撮影と３
回の編集レイアウト、最後はお茶
と写真タイム
■講鶴田郁夫氏（フォトマスター

いく お

EX）
エキスパート

■定２０人（先着順）
■￥６３００円（写真集代別途）
■申申込期限獅４月６日昌

JB'Sダンス講座
おじさん・おじいさん・おばさん・
おばあさんのためのヒップホップ＆
ソウルダンス講座。フラフープを使
って体幹を鍛え、ダンスの振り付け
を毎回少しずつ練習していきます。
講座終了後には、曲を完成させデ
ンパークのステージに立ってダンサ
ーデビューしましょう！
■時４月１４日昭・２８日昭、５月１２日昭・
２６日昭、６月９日昭・２３日昭午前
１０時～１１時３０分（全６回）
■講MA

マ

RI氏（国際パルスリズムトレ
リ

ーナー）
■定２０人（先着順）
■￥１２０００円
■申申込期限獅４月７日昭
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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。

超小型電気自動車を活用した会員制
の乗り捨て型カーシェアリング実証事
業「き～☆モビ」の会員登録講習会を開
催します。
■時①３月２４日昭午後７時～８時 ②３
月２７日掌午後１時３０分～３時

■場①獅市民交流センター ②獅安祥公
民館

■対「き～☆モビ」会員登録を希望し、普
通運転免許証、クレジットカード、
インターネットと接続できるスマー
トフォン、タブレットもしくはパソ
コンを持っている人

■定①獅２０人 ②獅４０人 いずれも定員
を超えた場合は抽選

■持スマートフォン・免許証のコピー
■他講習会参加者には、サルビアスタン
プ１シート（５０枚）を進呈
■申３月１５日昇までの午前９時～午後５
時（松掌を除く）に、住所・氏名・電
話番号・Eメールアドレスを電話か
ファクス・Eメールで環境首都推進
課（緯〈７１〉２２０６／胃〈７６〉１１１２／kankyo
@city.anjo.aichi.jp）へ
※ファクス・Eメールで申し込みの
場合は、「き～☆モビ会員登録講習会」
と明記してください。

「き～☆モビ」会員登録講習
会

女性の健康に関する知識の普及と健
康に関心を持つきっかけとするため、
女性の健康週間にあわせ開催します。
■時３月７日捷午前１０時～午後６時
■場ドラッグスギヤマ安城店（城南町）
■内骨密度測定と健康相談
■定１５０人（当日先着順）
■他骨密度測定を希望する人は、素足に
なれる服装でお越しください
■問市保健センター（緯〈７６〉１１３３）

健康測定会

■問マーメイドパレス（緯〈９２〉７３５１）
■申各申込開始日の午前１０時から電話で
マーメイドパレスへ
アロマテラピー体験会
■時３月１５日昇午前１０時３０分～１１時３０分
■内トリートメントオイル作り
■講近藤晃己氏（日本アロマ環境協会イ

てる み

ンストラクター）
■対１８歳以上の女性
■定１０人（先着順）
■￥１５００円
■申申込開始日獅３月８日昇

水中講座
■時３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
■￥施設使用料
■他６カ月～未就園児の託児あり（先着
５人）

■申申込開始日獅３月８日昇

はじめてのお灸～これだけ知っていれ
ば役に立つ７つのツボ～
■時３月１７日昭午前１０時３０分～正午
■内肩こり・頭痛・イライラ・冷え・む
くみ・女性特有の症状に効くお灸の
初心者向け体験会
■講高橋裕子氏（鍼灸マッサージ師）

ひろ こ

■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３月９日昌

ベビーマッサージ

■時３月１８日晶午前１０時３０分～正午
■内赤ちゃんとママの肌と肌のふれあい
によって、いろいろな悩みを解消す
るベビーマッサージの体験講座
■講竹本まどか氏（ロイヤルセラピスト
協会認定講師）
■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３月１０日昭

マーメイドパレスの講座

■問マーメイドパレス（緯〈９２〉７３５１）
平日限定「利用料還元フェア」
■時３月８日昇～１１日晶・１５日昇～１８日晶

■内くじを引き、当たりが出た人に施設
利用券を進呈
■対プール・トレーニングルーム利用者
ホワイトデープレゼント
■時３月１３日掌午前１０時
■内クッキーを進呈
■対プール・トレーニングルームを利用
した女性
■定１００人（当日先着順）
ちびっこデー
■時３月１９日松～２１日承

■内未就学児のプール使用料が無料。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３月２０日抄午後２時
■内ビンゴになった人に施設利用券を進呈
■対プールを利用する人
■定１００人（先着順）
※午後１時５０分から造波プール前で
ビンゴカードを配布。

マーメイドパレスの催し

■時３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
■時３月１２日松午前１１時～午後３時
■場 JR安城駅前通り
■内子どもたちが商店街でハローワーク
や警察署、放送局等で職業を体験し、
給料として「おむすび通貨」を手に入
れます。「おむすび通貨」はその場で
買い物や米との交換に使えます

■対小学生
■￥２００円
■問㈱安城スタイル（緯〈７３〉９５１１）、商工
課（緯〈７１〉２２３５）

こども夢の商店街

安城サルビア会押花展～想～
■時３月１６日昌～２８日捷

■内長谷川はる子氏（デンパーク花の講
座講師）と、安城サルビア会の皆さ
んによる押花の展示会。自然の美し
さを再発見できる作品約７０点を展示
■￥入園料
■場■問デンパーク（緯〈９２〉７１１１）

デンパークの催し

■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

蛾 広報あんじょう 2016.3.1

堀内公園の催し
■問堀内公園（緯〈９９〉５９４７）
堀内公園まつり
■時３月１９日松・２０日抄午前１０時～午後
３時（雨天中止）

■内輪投げ等の模擬店を開催
■対小学生以下
■￥各１００円
これで安城マスター！「QUIZ&スタ
ンプラリー」
■時３月２１日承午前９時～午後４時
■内安城市を題材にしたクイズ形式のス
タンプラリー。参加賞あり

■対小学生以下
■定１００人（当日先着順）
※１人１枚まで。
春休み企画「メルヘン号で撮影会」
■時３月２３日昌～２５日晶午前９時～午後
３時
■内汽車の運転席での撮影会
■対未就学児
■持カメラ
■他撮影会時は、汽車の運行を一時中止
します

赤ちゃんハイハイレース

■時３月２６日松午前１０時３０分（受け付け
は午前１０時から管理事務所へ）
※雨天の場合は２７日掌に実施。
■内参加者に有料遊具利用券を進呈
■対未歩行の赤ちゃんとその親
■定４０人（先着順）
南吉スタンプラリー
■時３月２８日捷～３１日昭午前９時～午後
４時（雨天中止）
■内新美南吉の作品にちなんだスタンプ
ラリー

■対小学生以下
■定各１００人（当日先着順）
春休み利用者還元抽選会
■時３月２８日捷～３１日昭午前９時～午後
４時

■内各日の指定遊具に乗った人に抽選で
有料遊具利用券を進呈 指定遊具諮

２８日捷獅メルヘン号 ２９日昇獅サイ
クルモノレール ３０日昌獅メリーゴ
ーランド ３１日昭獅観覧車

■対４歳以上（未就学児は１８歳以上の保
護者同伴）

■定各１００人（当日先着順）
■￥有料遊具使用料

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４月２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〉２２
５６）

不動産鑑定士による不動産
の無料相談会

救命講習会

■定各２０人（先着順）
■対安城・碧南・刈谷・知立・高浜市在
住・在勤・在学の人（いずれの会場
でも受講できます）
※団体受講を希望する場合は、最寄
りの消防署へ問い合わせてください。
■申３月５日松午前９時から、電話で各
申込先へ
■問衣浦東部広域連合消防課（緯〈６３〉０１３５）
普通救命講習Ⅲ
■時３月１９日松午前９時～正午
■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
■場■申碧南消防署救急係（緯〈４１〉２６２５）
実技救命講習
■時３月２０日抄午前９時～１１時
■内心肺蘇生法、AEDの使用法、止血
法の実技講習
■対インターネット上で応急手当WEB
講習又は救命入門コース受講者
■場■申知立消防署救急係（緯〈８１〉４１４４）
普通救命講習Ⅰ
■時３月２０日抄午前９時～正午
■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
■場■申刈谷消防署救急係（緯〈２３〉１２９９）

住宅防火防災対策で最も大切なのは、
「自らの身は自ら守る」という意識です。
火災から大切な財産や命を守るため、
ダニエル・カールと一緒に地域の住宅
防火防災対策を考えよう！
■時３月１２日松午後１時３０分
■場文化センター
■定５００人（当日先着順）
■問衣浦東部広域連合予防課（緯〈６３〉０１
３６）

住宅防火防災推進シンポジ
ウム

■時４月９日松・２３日松、５月１４日松・
２８日松、６月１１日松・２５日松、７月
９日松・２３日松午前１０時～正午（全
８回）

■内古文書の初歩的な読み方を指導します
■定１５人（先着順）
■￥１０００円
■場■申３月５日松午前９時から電話で歴
史博物館（緯〈７７〉６６５５）へ

連続講座「古文書手ほどき」

■場■問環境学習センターエコきち
■申３月６日掌から各開催日の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
環境サロン～自然農法について意見交
換をしましょう～
■時３月１９日松午後１時３０分～３時
■講神谷輝幸氏（環境カウンセラー）

てる ゆき

■対１８歳以上
■定１０人（先着順）
■持筆記用具
大人の自然探訪～秋葉公園の早春の樹木
を観察しましょう～
■時３月２６日松午前１０時～１１時３０分
■講稲垣英夫氏（安城文化協会副会長）

ひで お

■対１８歳以上
■定１０人（先着順）
■持筆記用具

エコきちへ行こう
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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。

「平成２８年度版（４月～平成２９年３月）
ごみカレンダー」を３月中旬に配布し
ます。
■問清掃事業所（緯〈７６〉３０５３）

ごみカレンダーを配布

農薬・除草剤等を使うとき
はご注意を
これから暖かくなり、除草等の機会
が増えてきます。農薬等を使用する場
合は、次のことに注意しましょう。
暫使用前に容器ラベルに記載されてい
る適用作物・病害虫・使用方法等を
確認する

暫散布の方向や位置、風の影響に注意
し、飛散防止に努める

暫住宅地ではなるべく使用しない。使
用する場合は、必要最小限の使用に
努める

暫公園や広場等、子どもの活動場所に
飛散しないようにする

暫不用になった農薬や空容器等は適切
に処理し、用水や河川に流さない
■問農務課（緯〈７１〉２２３３）

■内利用可能施設／日時獅下表のとおり

■対市内在住・在勤の１０人以上で構成さ
れた団体
※小学校利用は、学区内在住・在勤
者に限ります。
■他小学校運動場は、ソフトボール場程
度の広さです
■申３月１日昇～４月２８日昭午前８時３０
分～午後４時に、申請書を持って
小・中学校施設獅利用を希望する各
学校（松掌抄を除く）へ 県立学校施
設獅市体育館（緯〈７５〉３５３５／休館日
を除く）へ
※申請書は市公式ウェブサイトで配布。

利用可能日時利用可能施設
松掌抄の昼間市内小学校運動場
松掌抄の昼間（ク
ラブ活動があると
きを除く）

市内県立学校運動
場（高等学校他）

捷～晶の夜間、松

掌抄（クラブ活動
があるときを除く）

市内小・中学校体
育館、市内中学校
運動場（安城北中
学校を除く）

松掌抄の夜間県立安城東高等学
校体育館

学校施設利用団体の登録を
受け付け

電話番号取り扱い店
緯〈７６〉８７０３山本自転車店（別郷町）

緯〈７６〉３３８７ソウリンサイクル商会
（明治本町）

緯〈７６〉２０２４サイクルショップ二藤
（御幸本町）

緯〈７２〉１７７６サイクルアシストオオ
バ（安城町）

保管期限が過ぎた放置自転車の中か
ら、再利用可能な自転車を整備し、市
放置自転車リサイクル事業取り扱い店
（下表参照）で各店２・３台を販売します。
まちの美観、歩行者等の通行の妨げ
となる放置自転車をなくし、きれいな
まちを作りましょう。
■時３月１１日晶から
■問維持管理課（緯〈７１〉２２３７）

放置自転車のリサイクル販
売

春季火災予防運動
３月１日から７日までは、全国一斉
に春季火災予防運動が実施されます。
平成２７年度全国統一防火標語施無防
備な 心に火災が かくれんぼ 住宅
防火命を守る７つのポイント諮３つの
習慣施①寝たばこは、絶対やめる ②
ストーブは、燃えやすいものから離れ
た位置で使用する ③ガスこんろ等の
そばを離れるときは、必ず火を消す
４つの対策施①逃げ遅れを防ぐために、
住宅用火災警報器を設置する ②寝具、
衣類及びカーテンからの火災を防ぐた
めに、防炎品を使用する ③火災を小
さいうちに消すために、住宅用消火器
等を設置する ④お年寄りや身体の不
自由な人を守るために、隣近所の協力
体制をつくる
放火（疑い含む）
は全国及び衣浦東
部広域連合消防局
管内で火災発生原
因の第１位です。
放火を防ぐための
チェックシートを
衣浦東部広域連合ウェブサイトに掲載
しています。一度チェックして、放火
対策を万全なものにしましょう。
■問衣浦東部広域連合予防課（緯〈６３〉０１３６）

■時■内■講下表のとおり
■場市民交流センター他
■対市内在住・在勤・在学又は市内で活動している概ね２０歳以上で、全日程に
参加できる人（過去に本講座を受講したことがある人を除く）
■定２０人（定員を超えた場合は抽選）
■￥５００円
■他有料託児あり、希望者は事前に市民協働課へ
■申３月１日昇～１５日昇午前８時３０分～午後５時（松掌を除く）に、直接か電話
で市民協働課（緯〈７１〉２２１８）へ

講師内容とき
山田綾氏

あや

（愛知教育大学教授）
開講式・オリエンテーション、
男女共同参画とは４月２２日晶

下野谷
しも の や

順
じゅん

子氏（弁護士）
こ私たちの生活と法律５月１７日昇

平野昜子氏
よう こ

（元三重大学非常勤講師）メディアリテラシー５月２４日昇

市職員安城市の男女共同参画施策に
ついて／安城市政について他６月９日昭

松田照美氏
てる み

（人材育成コンサルタント）

わかりやすいまとめ方７月１２日昇

効果的な伝え方７月１９日昇

成果発表会９月２０日昇

※原則、時間は午前９時３０分～正午。ただし、５月２４日は午後１時３０分～４時。
６月９日は午後から希望者のみ市議会を傍聴予定。

■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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「交通事故、詐欺等の犯罪被害に遭
い、警察や検察庁に訴えたが、検察官
が起訴してくれないのは納得できない」
という人は、相談してください。
■問岡崎検察審査会事務局（緯０５６４〈５１〉
５７９３）、市行政課（緯〈７１〉２２０８）

ご存知ですか！検察審査会

都市計画道路桜井駅前線の
開通
桜井駅周辺の土地区画整理地区内に
て都市計画道路桜井駅前線（桜井町地
内）の車道整備が完成し、安城特別支
援学校から桜井駅へのルートが３月１２
日松午前１１時に切り替わります。
■場下図のとおり
■問区画整理課（緯〈７１〉２２４６）

ものづくり企業研究開発推
進事業補助金
ものづくり中小企業（製造業又は建

設業）が行う新製品・新技術等の開発
に要する費用の一部を補助します。
※３月議会における平成２８年度予算の
可決・成立が条件です。
■内補助対象経費獅原材料費及び副資材
費、工具、器具その他の備品購入費、
機械及び装置のリースに要する費用、
外注加工費及び外部委託費 補助
率獅５０％以内 補助額の上限（１年
度１社あたり）諮単独開発事業獅２００
万円 共同開発事業獅３００万円 選
定方法獅外部有識者の意見を聴取し、
商工課で決定
■申３月２４日昭～４月１５日晶午前８時３０
分～午後５時１５分（松掌を除く）に、
申請書類を持って商工課（緯〈７１〉２２
３５）へ
※申請書類は商工課、市公式ウェブサ
イトで配布。

市の実施する検診受診期間
が変わります
平成２８年度から市が実施する全ての
検診の受診期間を５月～翌年２月に統
一します。これにより、子宮頸がん・
乳がん検診を４月に受診することはで
きなくなります。
※検診の詳細は本紙５月１号に掲載予
定。
※年度末の受診は混み合います。早め
の予約・受診をおすすめします。

■問市保健センター（緯〈７６〉１１３３）

予防接種の接種忘れはあり
ませんか
３月１日～７日は、予防接種週間です。
接種忘れのないよう確認してください。
■問市保健センター（緯〈７６〉１１３３）
成人の風しん抗体検査及び予防接種の
費用助成
■内抗体検査の費用及び抗体が十分でな
いと判定された人の予防接種費用を
補助します 助成額獅抗体検査・予
防接種それぞれ上限５０００円
■対妊娠を希望する女性（※）とその夫、
妊婦の夫
※出産経験のない女性は県の助成
（要事前申請）により、抗体検査が無
料となる場合あり。３月１１日晶まで
に衣浦東部保健所安城分室（緯〈７５〉
７４４１）へ問い合わせてください
■申抗体検査・予防接種後、３月３１日昭

までの午前８時３０分～午後５時１５分
（松掌抄を除く）に、抗体検査の領収
書・抗体検査の結果・ワクチンの種
類や接種日が分かる予防接種の領収
書、認印、抗体検査・予防接種を受
けた人の口座が分かるものを、持参
か郵送（消印有効）で市保健センター
（〒４４６－００４５横山町下毛賀知１０６－
１）へ

１月３１日までに市社会福祉協議会に
寄せられた義援金は、１億５７万６０３５円
です。
１月１日～３１日受け付け分／敬称略
大滝克己、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

４月１日よりあんくるバス全線（１１
路線）とあんくるタクシーのダイヤの
見直しを行います。
新しい時刻表は、市役所、各地区公
民館等の公共施設やバス車内、観光案
内所（キーポート）等で配布しています。
※市公式ウェブサイトや各バス停にも
４月１日以降の時刻を掲載。
※運賃や運行ルート、バス停位置の変
更はありません。
■問都市計画課（緯〈７１〉２２４３）

あんくるバス・あんくるタ
クシーのダイヤを変更

平成２８年度から援助を希望する人の申請を受け付けています。
■対経済的な理由で、市立小・中学校への就学に困る児童・生徒の保護者
■申４月に小学校へ入学する児童のみの世帯獅３月２５日晶まで 市内小・
中学校に在学している児童・生徒がいる世帯獅３月１１日晶まで（松掌

抄を除く）に入学を予定、又は
現在通学している学校へ
※年度中途でも、援助が必要と
なった場合は申請することがで
きます。この場合は援助の開始
時期が異なります。

■問学校教育課（緯〈７１〉２２５４）

本紙昨年１０月１日号５ページに掲載
した、デンパーク市民特別入園券の有
効期限は３月３１日昭までと迫っていま
す。ぜひご利用ください。
■問農務課（緯〈７１〉２２３３）

デンパーク市民特別入園券
の利用は３月３１日まで！
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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。

（ ）内は前月比

〈平成28年2月1日現在〉
総 人 口
男 性
女 性

世 帯 数

18万5817人（－ 1）
9万5226人（＋40）
9万591人（－41）

7万2269世帯（＋71）

火 災
救 急

（年間累計／前年対比）

刑 法 犯
交通事故
負 傷 者
死 者

120件（120件／－34）
640件（640件／＋37）
99人（ 99人／＋ 6）
1人（ 1人／－ 1）

人口・世帯

1月の火災・救急

1月の犯罪・事故

2件（うち建物 2件）
680件（うち急病483件）

■内職務内容獅缶・びん、粗大ごみ、ペ
ットボトル回収等 雇用期間獅４月
１日～９月３０日（６カ月ごとに更新
する場合あり） 勤務日時獅捷～晶

午前８時３０分～午後５時（抄を含む）
賃金獅時給１２８０円、通勤割増１日
２００円 選考獅面接（３月１６日昌）
■対健康で体力に自信のある人
■定若干名
■他面接日に写真付きの履歴書を持参し
てください
■申３月２日昌～１１日晶午前８時３０分～
午後５時１５分（松掌を除く）に、電話
で清掃事業所（緯〈７６〉３０５３）へ

臨時清掃作業員

「フリーマーケットinデン
パーク」出店者

■時４月１０日掌午前９時３０分～午後３時
■場デンパーク
■定５０ブース（定員を超えた場合は抽選）
※１ブースの広さは２ｍ×２ｍ。１
グループ１ブース。

■￥１５００円（２人分の入園料含む）
■他出店には、別途注意事項があります。
詳細は問い合わせてください
■申３月５日松～２５日晶に、代表者の住
所・氏名・年齢・電話番号、代表者
以外の参加者全員の氏名・年齢、主
な出品品目をファクスかＥメールで
デンパークフリーマーケット出店者
募集係（胃〈９２〉７１１７／freemarket@
denpark.jp／緯〈９２〉７１１３）へ
※申込用紙はデンパークウェブサイ
トで配布。

デンパークガーデニングコ
ンテスト出展作品
■他作品を５月１７日昇にデンパークへ搬
入してください。１８日昌に審査を行
い、各賞を決定します（賞金又は副
賞あり）。展示は２９日掌まで
■申４月１１日捷までに、住所・氏名・電
話番号・ファクス番号、希望する部
門と部、マスター資格の有無を郵送
（必着）かファクスでデンパーク（〒
４４６－００４６赤松町梶１／胃〈９２〉７１１８／
緯〈９２〉７１１１）へ
※両部門への複数出展も可。ただし、
各部門１人１点まで。
※ビギナーの部で使用できる植物は
５品種まで。また、ガーデニング歴
が概ね１年未満であり、他のコンテ
ストでの受賞経験がない人が対象。

ハンギングバスケット部門

■内部・規格獅マスター・一般・ビギナ
ーの３部で募集。規格はいずれも壁
掛け式の寄せ植えで、壁面装飾を含
め７０尺×７０尺以内
コンテナガーデン部門
■内部・規格諮一般の部獅８０尺×８０尺の
中でコンテナを中心とした展示 ビ
ギナーの部獅６０尺×４０尺以内のコン
テナ作品 ファミリーの部獅８０尺
×８０尺の中に２鉢以上のコンテナを
使用し、小学生以下の子と保護者で
制作したもの
※いずれも高さ制限はありませんが、
倒れないようにしてください。

デンパークのスタッフ
■内賃金獅時給８２０円（松掌抄は１００円増）、
通勤割増１日２００円 休日獅応相談
■他面接時に写真付きの履歴書を持参。
高校生不可
■申３月１０日昭までの午前９時３０分～午
後５時（休園日を除く）に、電話でデ
ンパーク管理事務所（緯〈９２〉７１１１）へ
※期限までに申し込みがない場合は、
期限後も受け付けますので問い合わ
せてください。
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、入場ゲート対応等 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
■内職務内容獅メルヘン号の運転及び乗
車補助 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分の交代制勤務
（夜間開園時は午後５時１５分～９時
１５分を含む三交代勤務）
■対普通自動車運転免許を有する人
■定１人
植栽スタッフ

■内職務内容獅植物管理等 勤務日時獅

①午前８時～正午 ②午後１時～５
時 いずれも松掌抄勤務あり
■定各２人

６０歳以上の健康で働く意欲のある人
を募集しています。さまざまな仕事が
ありますので、自身の健康維持のため
にもシルバーの会員になって社会参加
し、生きがいを見つけ、仲間づくりを
しましょう。女性会員も大歓迎です。
あなたのやる気と時間を大いに活用
しましょう。
■時入会説明会獅毎月第２昌午前１０時
■場シルバー人材センター（百石町）
■問安城市シルバー人材センター（緯〈７６〉
１４１５）、高齢福祉課（緯〈７１〉２２２３）

シルバー会員として週２日
程働きましょう！

■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.


