
■手づくりかみしばい教室
世界でたったひとつ！自分だけの
かみしばいを作りませんか。
■時７月２３日松・２４日掌・２６日昇午前
１０時～正午（全３回）
■場中央図書館
■対小学生以下（未就学児は保護者同
伴）
■定２０人（先着順）
■持筆記用具・色鉛筆・水のり・木工
ボンド・おてふき
■申６月２８日昇午前９時から、直接か
電話で中央図書館へ

中央図書館（緯〈７６〉６１１１）

お知らせ

※対象年齢は目安です。

７月の休館日
４日捷・１１日捷・２２日晶・２５日捷

７月のおはなし会
１日晶午前１０時
３０分

おはなしポッケ（０
～２歳）

２日松午後３時おはなしレストラン
（小学生以上）

５日昇・１９日昇
午前１０時３０分

えほんとわらべうた
の会（０～２歳）

６日昌午前１０時
３０分

えほんのとびら（０
～２歳）

７日昭午前１０時
３０分

おはなしゆりかご
（０～２歳）

１３日昌午前１０時
３０分

おはなしたまてばこ
（１～５歳）

１６日松午前１０時
３０分

南吉朗読ででむし会
（小学生以上）

１７日掌午後２時かみしばいの会（幼
児～小学３年生）

２１日昭午前１０時
３０分

いないいないばあ
（１～５歳）

２７日昌午前１０時
３０分

おはなしまあだ（１
～５歳）

２９日晶午前１０時
３０分

絵本好き集まれ！お
すすめ絵本紹介（一般）

■問堀内公園（緯〈９９〉５９４７）
シャボン玉で遊ぼう
■時６月２５日松午前１０時～午後３時（雨
天の場合、２６日掌に順延）
※材料がなくなり次第終了。
シャボン玉の中に入ろう
■時６月２５日松午前１０時・午後２時（雨
天の場合、２６日掌に順延）
■定各５０人（当日先着順）

回数券の販売
■時７月１日晶～３１日掌午前９時～午後
４時３０分（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

作ってみよう！「ミサンガ作り」
■時７月２日松・３日掌午前１０時～午後
３時
■定各５０人（当日先着順）
ノルディックウォーキング＆棒ビクス
体験会
■時７月９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①獅小学生以上 ②獅１８歳以上
■定①獅４０人 ②獅２０人
■￥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。

■持運動しやすい服装・靴、飲み物
■申６月２０日捷～７月８日晶午前９時～
午後４時３０分（昇を除く）に、直接か
電話で堀内公園へ

不要な鯉のぼり・ベビーベッドをお譲
りください
譲っていただいた鯉のぼりは毎年４
月中旬から５月下旬に園内で掲揚しま
す。また、ベビーベッドは乳幼児のお
むつ交換所として設置する予定です。
無償でお譲りいただける人は、堀内公
園へ連絡してください。

堀内公園へ行こう

昭林コンサート
７月は２週にわたってジャズコンサ
ートを開催します。それぞれの演奏の
魅力をお楽しみください。
■他いずれも未就学児の入場はご遠慮く
ださい
■場■問昭林公民館（緯〈７７〉６６８８）
昭林JAZZコンサート
■時７月９日松午後６時３０分
■内岡崎市出身の人気ジャズシンガー今
岡友美氏とプロピアニスト片桐一篤

とも み かず ま

氏によるジャズコンサート
■定１５９人
※整理券を６月２５日松午前９時から
同館で配布。

ニューカントリー・ジャズオーケスト
ラファイナルコンサート
■時７月１６日松午後２時
■内５０周年を迎えるニューカントリー・
ジャズオーケストラと森久子氏によ

ひさ こ

る円熟のジャズライブ
■定１５９人
※整理券を７月２日松午前９時から
同館で配布。
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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。

■時７月１０日掌午前９時
■場集合・解散獅市役所西駐車場（さく
ら庁舎前）
■内碧南海浜水族館のバックヤードを係
員の案内で見学。へきなんたんトピ
ア電力館の見学もあり
■対市内在住・在学の小学生以上
※小学４年生以下は保護者同伴。
■定２０人（先着順）
■￥４３０円（１４歳以下は１８０円）
■持弁当、飲み物等
■申６月２０日捷～２７日捷に、「水族館の裏
側をのぞいてみよう申込」と明記し、
住所・氏名・生年月日・年齢・電話
番号・ファクス番号をファクスでエ
コネットあんじょうへ
■問エコネットあんじょう（緯・胃〈５５〉
１３１５）、環境都市推進課（緯〈７１〉２２０６）

水族館の裏側をのぞいてみ
よう

７月の移動児童館
■対■時■場乳幼児親子

▲

１日晶・２２日晶獅

高棚町公民館 ６日昌・２７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）

■時７月３０日松午前
７時３０分～午後
４時３０分
■場集合・解散獅市
役所西駐車場
（さくら庁舎前）
■内岡崎市千万町町地内で森についての
学習や間伐体験、木工工作をします

■対市内在住の小学生とその保護者
■定４０人（定員を超えた場合は抽選）
■持昼食・飲み物
■申６月２０日捷～７月４日捷午前９時～
午後５時に、参加者全員の住所・氏
名・年齢（学年）・性別と保護者の電
話番号を電話かファクス、Ｅメール
で企画情報課（緯〈７１〉２２０４／胃〈７６〉
１１１２／kikaku@city.anjo.aichi.jp）へ

親子森林体験バスツアー
「水のはじまり“山”の仕事」

自転車購入費補助金の申請に必要な
講習会です。
■時７月２３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。

■他自転車購入費補助金の詳細は、本紙
４月１日号３０ページ又は市公式ウェ
ブサイトで確認してください

■申７月２０日昌までの午前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

自転車安全利用講習会

■時７月２３日松午前１０時～１１時、午後２
時～３時
■場丈山苑
■定各２０人（先着順）
■￥４００円
※別途入苑料１００円必要。（中学生以
下無料）
■申６月２２日昌午前９時から、電話で丈
山苑（緯〈９２〉７７８０）へ

丈山苑生け花体験

ザリガニを釣って遊ぼう
■時７月２日松午前１０時～１１時３０分
■講神谷輝幸氏（環境カウンセラー）

てる ゆき

■対４歳以上（小学1年生以下は保護者
同伴）
■定１０人（先着順）
■￥５０円
環境サロン「自然農で秋野菜の作り方
を学ぼう」
■時７月３日掌

午後１時３０
分～３時
■対１８歳以上
■定１０人（先着
順）

■￥２００円
牛乳パックではがきづくり
■時７月９日松午前１０時～１１時３０分
■講香村直郷氏

こう むら なお さと

■対４歳以上の子とその保護者
■定１０人（先着順）
環境フェア
■時７月１０日掌午前１０時～午後３時
■内野菜直売、リユース、エコ工作、ホ
タルサミット、環境団体交流会
申込
６月２０日捷～各講座開催日３日前

（昌の場合はその前日）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
※環境フェアは申込不要。

環境学習センターエコきち
の講座

ローゼルを植えて“福祉の
花”を咲かそうよ♥
■時６月２６日掌午前１０時～正午
■場市民交流センター
■内ローゼルの苗を１人３鉢無料で配布
します
■対市内在住・在勤で、ローゼル栽培記
録レポートを提出でき、１１月開催予
定の「育てて食べるローゼル料理教
室」に参加できる人
■定５０人（先着順）
■持苗３鉢（１鉢１０㎝程度）が入るビニ
ール袋
■申６月２０日捷午前９時から、電話で自
然に学び・ローゼルを育てる会代表
高井さん（緯０９０〈４４０６〉８７７７）へ

■他本事業は平成２６年度市民活動補助金
交付事業の継続事業です
■問市民協働課（緯〈７１〉２２１８）

市民ギャラリー陶芸講座
「親子でろくろ」
■時７月３０日松午前９時～正午
■場市民ギャラリー
■内ろくろと手びねりによる陶芸作品
（花瓶・茶碗等）を親子で作ります
■講加藤克也氏（陶芸家）

かつ や

■対小学生とその保護者
■定２０組４０人（定員を超えた場合は抽選）
■￥１３００円
■申６月３０日昭までに、代表者の住所・
氏名・年齢・電話番号・参加人数、
参加者全員の氏名を記載したはがき
（必着）を市民ギャラリー（〒４４６－
００２６安城町城堀３０）へ
※はがき１枚で３人まで応募可。

■問市民ギャラリー（緯〈７７〉６８５３）

盆踊りを気軽に楽しめるよう、市青
年団協議会が講習会を開催します。
■問青少年の家（緯〈７６〉３４３２）
盆踊り講習会
■時６月１８日松・２５日松、７月２日松

いずれも午後７時３０分～９時
■場安城北中学校
■持体育館シューズ
■他会場へは乗り合わせか徒歩・自転車
でお越しください

太鼓講習会
■時７月７日昭・１４日昭 いずれも午後
７時３０分～９時

■場青少年の家
■定各２０人（先着順）
■申６月２５日松午前９時から、直接か電
話で青少年の家へ

青少年の家の講座

■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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衣浦港消防防災訓練
海上で発生した災害を想定し、陸・
海・空で合同訓練をします。消防車・
船舶・航空機も参加します。
■時７月１２日昇午前１０時（少雨決行）
■場衣浦港中央ふ頭東２号・３号岸壁及
びその周辺海域（碧南市玉津浦町）

■問衣浦東部広域連合消防局消防課（緯

〈６３〉０１３４）



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＆
ソウルダンス講座です。
■時７月７日昭・２１日昭、８月４日昭・
１８日昭、９月１日昭・１５日昭午前
１０時～１１時３０分（全６回）
■内フラフープを使って体幹を鍛え、
ダンスの振付を練習。講座終了後
には、曲を完成させデンパークの
ステージでダンサーデビューを目
指します
■講 MARI氏（国際パルスリズムトレ
ーナー）

■定２０人（先着順）
■￥１２０００円
■申申込期限獅６月３０日昭

地元の野菜を使ってつくるヘルシー
料理教室
■時７月１５日晶午前１０時～午後０時３０
分
■内献立施ラッシー、ベトナム風サラ
ダ、エスニックカレー

■講入山竜彦氏
たつ ひこ

■定１５人（先着順）
■￥１５００円
■持エプロン・手拭き用タオル・箸
■申申込期限獅７月８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
■申各申込期限までの午前９時３０分～午後５時（休園日を除く）に、直接か電話
で同クラブハウスへ

チーズ講座「世界のチーズを楽しも
う！」
欧州を中心に各国のチーズを味わ
いながら、その魅力に迫ります。
■時７月２１日昭、８月１８日昭、９月１５
日昭午前１０時３０分（全３回）

■内チーズの特色・歴史、ワインの選
び方や楽しみ方を紹介
■講加藤純子氏

じゅん こ

■定２０人（先着順）
■￥６０００円（材料費別途）
■申申込期限獅７月１４日昭

KD‘Sダンス講座
子どものためのヒップホップ＆ソ
ウルダンス講座です。
■時７月２２日晶・２９日晶、８月５日晶・
１９日晶・２６日晶午前１０時～１１時３０
分（全５回）

■内フラフープを使って体幹を鍛え、
ダンスの振付を練習。講座終了後
には、曲を完成させデンパークの
ステージでダンサーデビューを目
指します
■講 MARI氏（国際パルスリズムトレ
ーナー）
■定２０人（先着順）
■￥７５００円
■申申込期限獅７月１５日晶

ラジオ体操実技講習会
おはよう！ふれあいラジオ体操会に
先立ち、講習会を行います。
■時７月３日掌午前９時～正午
■場市体育館
■講丸山洋生氏（愛知県ラジオ体操連盟

ひろ お

理事長）
■対市内在住・在勤・在学の人
■定１００人（先着順）
■持体育館シューズ・運動のできる服装・
タオル・飲み物・筆記用具
■申６月２６日掌までの午前９時～午後５
時（休館日を除く）に、申込書を電話
かファクス・郵送（必着）・Ｅメール
で市体育館（緯〈７５〉３５３５／胃〈７７〉９２
９３／〒４４６ー００６１新田町新定山４１ー８
／ my-sports-anjo@city.anjo.
lg.jp）へ

平成２６年度・２７年度の市民ギャラリ
ー版画講座受講生の作品展です。銅版
画やリトグラフによる作品５９点を展示
します。
■時６月２８日昇～７月３日掌午前９時～
午後５時（６月２８日は正午から、７
月３日は午後４時まで）
■場■問市民ギャラリー（緯〈７７〉６８５３）

版画講座受講者作品展

７月の土器づくり教室
■時１日晶・５日昇～９日松・１２日昇～
１５日晶・１８日抄～２２日晶・２６日昇～
２９日晶午後１時から（受け付けは午
後１時３０分まで）
■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）

調理実習を通して料理の楽しさやバ
ランスの良い食事について学びましょ
う。
楽しく作ろう錘子ども料理教室
■時７月２６日昇、８月２日昇・１８日昭午
前１０時～午後１時３０分

■対市内在住の小学生
■定各２０人（定員を超えた場合は抽選）
■￥３００円
■他会場まで保護者が送迎してください
お父さんと一緒にわくわく料理教室
■時７月３０日松、８月２０日松午前１０時～
午後１時３０分

■対市内在住の小学生とその父又は祖父
■定各８組（定員を超えた場合は抽選）
■￥１人３００円
共通事項
■場文化センター
■内献立獅ビビンバ、夏野菜スープ、フ
ルーツのヨーグルトかけ

■講市健康づくり食生活改善協議会会員
■持エプロン・三角巾・筆記用具・子ど
も用上履き・飲み物（水分補給用）
■申６月１５日昌～２７日捷午前８時３０分～
午後５時１５分（松掌を除く）に、講座
名を明記し、保護者の氏名・住所・
電話番号・Ｅメール・参加希望日
（１日のみ）・キャンセル待ち希望の
有無、参加する子の氏名・性別・生
年月日・学年を、直接かファクス・
郵送（必着）で市保健センター（緯〈７６〉
１１３３／胃〈７７〉１１０３／〒４４６－００４５横
山町下毛賀知１０６－１）へ
※家族単位で申し込んでください。
※申込は１回限り、２回目以降は無効。
※下のＱＲコードからも申込可。
■他当選・落選にかかわらず、参加の可
否を７月４日捷頃に通知します

市保健センターの料理教室

画広報あんじょう 2016.6.15

■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。

楽しく作ろう楽しく作ろう錘錘子子
ども料理教室用ども料理教室用ＱＱ
ＲコーＲコードド

お父さんと一緒お父さんと一緒にに
わくわく料理わくわく料理教教室室
用ＱＲコー用ＱＲコードド

碧海信用金庫本店前会場（御幸本町）
■時６月２５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
のアドバイスに加え、午前１０時３０分
から食育紙芝居を上演
■問農務課（緯〈７１〉２２３３）
JR安城駅南側ホコ天会場（御幸本町）
■時６月２５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）、地元産野菜・特産
物・ハンドクラフトグッズの販売、
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
■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７月１０日掌午前８時３０分～午後２時
■場集合・解散獅市役所西駐車場（さく
ら庁舎前）
■内西尾生き物ふれあいの里（西尾市）に
て、ガイドの案内で里山を散策しな
がら、親子で昆虫を観察

■対市内在住の親子（６歳未満は不可）
■定８組１６人（先着順）
■持昼食・飲み物・運動のできる汚れて
もよい服装

■申６月２０日捷～２７日捷に、「親子で昆虫
観察の申込」と明記し、住所・氏名・
生年月日・年齢・電話番号・ファク
ス番号をファクスでエコネットあん
じょうへ
■問エコネットあんじょう（緯・胃〈５５〉
１３１５）、環境都市推進課（緯〈７１〉２２０６）

子ども自然探険隊「親子で
昆虫観察」

プラネタリウム７月の生解
説
■時■内２日松・３日掌・９日松・１０日掌

獅生解説「火星の旅に出かけよう」、
通常投映番組 １６日松～１８日抄・２３
日松・２４日掌獅生解説「星空の中心、
北極星…☆」、通常投映番組 ３０日松・
３１日掌獅生解説「赤い星の再会」、通
常投映番組
※時間はいずれも午後１時３０分・３
時。ただし、２４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）

■問マーメイドパレス（緯〈９２〉７３５１）
トレーニングマシンリニューアル
６月２５日松からリニューアル後のト

レーニングマシンを利用できます。ト
レーニングルームの利用にはマーメイ
ドパレストレーニングルームの初回講
習会修了証が必要です。
■他混雑が予想されるため、初回講習会
は６月２５日松から７月４日捷まで中
止します

屋外開放記念!うなぎのつかみ取り大会
■時６月２６日掌午前１１時
■対小学生以下
■定４０人（先着順）
※当日午前９時３０分より正面玄関で
整理券を１人１枚配布。代理人不可。

■￥施設利用料
■他うなぎの調理は当施設では不可
アクアビクス教室
初心者でも楽しく参加できる教室で
す。
■時７月２０日昌～９月７日昌の毎週昌午
後７時～７時５０分（全８回）

■対１８歳以上の女性
■定４０人（先着順）
■￥４６００円
■申６月２８日昇午前１０時から、受講料を
持ってマーメイドパレスへ
※電話申込は不可。

マーメイドパレスへ行こう

市教育センター開所記念講
演会
■時７月２５日捷午後１時３０分～３時１５分
■場市教育センター
■内■講演題獅しつけの法則～心の教育か
ら実践授業「アクティブラーニング」
まで～ 講師獅石田勝紀氏（教育デ

かつ のり

ザイン研究所代表）
■申７月８日晶までの午前８時３０分～午
後５時１５分（松掌を除く）に、直接か
電話で市教育センター（緯〈７５〉１０１０）
へ

福祉住環境整備の基本講座
■時８月１日捷・２日昇午前９時１０分～
午後４時３０分（全２日）
※２日は午後３時４０分まで。
■場県立高浜高等技術専門校（高浜市碧
海町）
■内介護しやすい家づくりのための基本
知識の習得と住宅改修の実践
■定２０人（定員を超えた場合は抽選）
■￥２３００円
■申６月３０日昭までに、「福祉住環境整備
の基本講座申込」と明記し、郵便番
号・住所・氏名・生年月日・電話番
号・勤務先・勤務先電話番号をはが
き（必着）で県立高浜高等技術専門校
（〒４４４－１３２４高浜市碧海町４－１－６
／緯〈５３〉００３１）へ
※Eメールによる申込も可。詳しく
は同校ウェブサイトで確認してくだ
さい。
■問市商工課（緯〈７１〉２２３５）

■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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参議院議員通常選挙から投
票所入場券を変更します
２人１組の封書タイプから１人１枚
に変更します。また、新たに投票所位
置図を記載し、住民票上の同一世帯員
全員分を封筒に入れて世帯主宛に発送
します。
入場券は公示日から郵送し、届くま
でに３日程度かかります。
入場券が届かない場合や紛失した場
合でも、選挙権を有し、選挙人名簿に
登録されている人であれば、投票する
ことができます。
■問選挙管理委員会（行政課内／緯〈７１〉
２２０８）

福祉への善意・寄付ありが
とうございます
４月分／受け付け順／敬称略
市社会福祉協議会善意銀行
ほほえみダンス、安城生活福祉高等専
修学校講師一同、桜井福祉センター利
用者、中村富士子、ふれあいダンス、
オノウチ精工株式会社、匿名
市役所関係
国際ソロプチミスト安城、匿名

住宅用火災警報器・家具転
倒防止器具の取付
■問高齢福祉課（緯〈７１〉２２２３）、障害福祉
課（緯〈７１〉２２２５）

住宅用火災警報器の設置
■内寝室、台所、階段（２階以上に寝室
がある場合）に火災警報器を無料で
取付 設置個数獅３個以内

■対次のいずれかに該当する人
暫６５歳以上のひとり暮らし高齢者
（認定者）
暫身体障害者手帳１級・２級又は療
育手帳Ａ判定の交付を受けている人
（同居者に手帳の交付を受けていな
い１８歳以上６５歳未満の人がいる世帯
を除く）
家具転倒防止器具の設置
■内寝室、居間、台所等の家具に転倒防
止器具を無料で取付
※器具代は自己負担。
■対次のいずれかに該当する人
暫６５歳以上のひとり暮らし高齢者
（認定者）
暫６５歳以上の人のみの世帯
暫身体障害者手帳・療育手帳又は精
神障害者保健福祉手帳の交付を受け
ている人（同居者に手帳の交付を受
けていない１８歳以上６５歳未満の人が
いる世帯を除く）

緊急地震速報の訓練放送を
実施
市で販売した防災ラジオは、待機状
態にしておくと自動で緊急地震速報を
受信します。緊急地震速報を見聞きし
た場合は、素早く「姿勢を低く」「頭を
守り」「揺れが収まるまでじっとする」
の行動を取ることができるよう訓練し
てください。
■時６月２３日昭午前１０時１５分頃
■内小・中学校等、市内公共施設９５カ所
と防災ラジオへの訓練放送を実施
■他毎月１日に実施している防災ラジオ
のテスト放送の７月分は、７月１日
晶午後４時頃に実施します
■問危機管理課（緯〈７１〉２２２０）

長寿犬表彰
動物愛護事業の一環として、安城市
内で開業する獣医師が主催となり、１７
歳以上の長寿犬の飼い主を表彰します。
■対次のいずれにも該当する人
暫本年４月１日現在１６歳以上の犬を
飼育する市内在住の人
暫過去５年間狂犬病予防注射を実施
又は猶予証を提出しており、今年度
は６月末までに予防注射を実施又は
猶予証を提出している
暫表彰式に出席できる
暫過去に同じ犬で本表彰を受けてい
ない

■他表彰式は９月２５日掌午前１０時から、
昭林公民館にて開催します
■申６月１５日昌～７月５日昇に申請書を
持って安城・知立獣医師会会員病院へ
※申請書は各獣医師会会員病院・市
環境都市推進課、市公式ウェブサイ
トで配布。
■問安城・知立獣医師会事務局（あおみ
動物病院内／緯〈７３〉３３８０）、市環境都
市推進課（緯〈７１〉２２０６）

女子男子部門

５０ｍ自・平・背
５年

小学生 ６年

２００ｍリレー５・６年

１００ｍ自・平・背・
４００ｍリレー中学生

５０ｍバタ１００ｍバタ

１００ｍ自・平・背・
バタ・４００ｍリレー

１６歳以上
（高校生を含む）

５０ｍ自・平・背・
２００ｍリレー２０歳以上

５０ｍ自・平・背３０歳以上

５０ｍ自・平
４０歳以上

５０歳以上

２５ｍ自・平６０歳以上

安城選手権大会夏季水泳競
技会

■時８月７日掌

■場市スポーツセンター
■対■内小学５年生以上で市内在住・在勤・
在学のアマチュア競技者 種目獅下
表のとおり
■￥１００円（市内小・中学校在学者は無料）
■他公共交通機関又は乗り合わせで来場
してください
■申６月２２日昌～７月７日昭午前９時～
午後５時（捷を除く）に、申込書を持
って市体育協会（市体育館内／（緯

〈７５〉５１８２）へ
※申込書は同協会・同協会ウェブサ
イト・スポーツセンター・マーメイ
ドパレスで配布。
■問市体育館（緯〈７５〉３５３５）
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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。

変変更後の入場変更後の入場券券ののイメージイメージ

放送大学はテレビやインターネット
を利用して授業を行う通信制の大学で
す。福祉や経済、文学等、幅広い分野
を学ぶことができます。
■内出願期間諮第１回出願閣８月３１日昌

まで 第２回出願閣９月２０日昇まで
■他資料は放送大学へ請求してください
■申放送大学愛知学習センター（緯０５２
〈８３１〉１７７１）へ

子育て支援センター児童厚
生員
■内業務内容獅支援センターの施設開放・
講座の実施 勤務日時獅捷～晶午前
９時～午後４時及び松午前８時３０分
～午後５時１５分で週２・３日の交代
勤務（勤務は随時開始） 勤務場所獅

二本木・あけぼの・さくら支援セン
ターのいずれか（月１・２回あんぱ
～くで松勤務あり） 賃金獅時給
１１４０円、通勤割増１日２００円
■対保育士資格又は幼稚園教諭免許を有
する人
■定１人
■申６月２０日捷～３０日昭午前９時～午後
５時（松掌を除く）に、写真付きの履
歴書と資格証明書を持って子育て支
援課（あんぱ～く内／緯〈７２〉２３１７）へ

■内勤務開始日獅８月１日 勤務日時獅

週４・５日の午後４時３０分～９時３０
分 賃金獅時給８５０円、通勤割増１
日２００円 選考獅面接（７月１２日昇）
■対昭和２６年４月２日以降生まれで、簡
単なパソコン操作ができる人
■定１人
■申６月１６日昭～３０日昭午前９時～午後
５時（捷を除く）に、写真付きの履歴
書を持って文化センター（緯〈７６〉１５
１５）へ

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。
■内補助内容獅研修に係る受講料、実習
費、テキスト代の合計の３分の２
（上限６万５千円）を補助
■対次のいずれにも該当する人
暫研修又は講座の受講料を納入した
暫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
暫安城市に住民登録がある
暫他の機関等から補助を受けていな
い
暫本補助金の交付を受けていない
暫市税の滞納がない

■持必要書類等獅交付申請書兼実績報告
書、就労した介護保険サービス事業
所が発行する就労証明書（就職年月
日及び１カ月の勤務日数が分かるも
の）、研修課程を修了した旨の証明書
（原本）、研修の受講料等の領収書（原
本）、印鑑（認め印）

■申就労開始後３カ月経過してから６カ
月以内の捷～晶午前８時３０分～午後
５時１５分（松掌抄を除く）に、必要書
類等を持って高齢福祉課（緯〈７１〉２２
２６）へ

介護従事者支援事業補助金

Ｂ型肝炎予防接種の費用助
成
７月から、平成２８年４月以降に生ま

れた子を対象に、Ｂ型肝炎予防接種の
費用を助成します。
対象者には通知しますので、市内指
定医療機関にて接種してください。
■問市保健センター（緯〈７６〉１１３３）

社会を明るくする運動
犯罪や非行の防止と、罪を犯した人
たちの更生への理解を深め、みんなで
力を合わせて犯罪や非行のない明るい
社会をめざしましょう。
■時運動期間獅７月１日晶～３１日掌

街頭啓発活動
保護司や更生保護女性会会員等が啓
発活動をします。
■時７月１日晶午前８時３０分～午後６時
■場市内各スーパー・駅ほか
■問社会福祉課（緯〈７１〉２２６２）

姉妹都市のハンチントンビーチ市
（米国）とホブソンズベイ市（豪州）へ派
遣する交換学生・引率教諭は次の皆さ
んです。 〈敬称略〉
ハンチントンビーチ市（派遣期間６月
２３日昭～７月７日昭）獅写真前列左か
ら野村知世

ち よ

（安城北中３年）、早川 杏
あんず

（安城西中３年）、萩原舞（東山中３年）、
まい

佐藤希美（篠目中３年）、澤田侑生（安城
のぞ み ゆう き

南中教諭）
ホブソンズベイ市（派遣期間６月２１日
昇～７月５日昇）獅写真後列左から加
藤歩花

ほ の か

（安城南中３年）、杉浦舞衣（明祥
ま い

中３年）、魚形宥登（桜井中３年）、竹内
ゆう と

健人（安祥中３年）、服部郁子（安城北部
けん と いく こ

小教諭）
■問市国際交流協会（緯〈７１〉２２６０）

姉妹都市への交換学生

市職員をかたる振り込め詐欺が多発
しています。市職員を名乗る電話であ
っても、不確かな場合はすぐに振り込
まないように注意してください。
また、次に該当する場合は、市市民
安全課や安城警察署へ問い合わせてく
ださい。
暫不足額を納めれば還付が受けられる
等、巧みに理由をつけて金融機関に
出向かせて指定口座へ振り込みを誘
導する

暫市職員や警察官、娘、息子等さまざ
まな名をかたる

■問市市民安全課（緯〈７１〉２２１９）、安城警
察署（緯〈７６〉０１１０）

■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 2016.6.15

平成２８年度第２学期放送大
学学生

昭林公民館夜間管理臨時職
員

振り込め詐欺多発中


