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■場環境学習センターエコきち
■申７月５日昇から各開催日の３日前ま
での午前９時～午後９時（昌を除く。
開催３日前が昌の場合はその前日ま
で）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（緯・胃〈７６〉７１４８）へ
紙飛行機であそぼう
■時７月１６日松午前１０時～１１時３０分
■対４歳以上（小学1年生以下は保護者
同伴）

■定１０人（先着順）
アクリルたわしで海をきれいに
■時７月１８日抄午前１０時～１１時３０分
■講中嶋雅子氏（日本手芸普及協会講師）

まさ こ

■対小学４年生以上
■定５人（先着順）
■￥１００円（編み針は貸出します）
間伐材で壁掛けづくり
■時７月２３日松午前１０時～１１時３０分
■講榊原昭

しょう

二氏
じ

■対小学生以上の子とその保護者
■定５組（先着順）
■￥３００円
ぶんぶんごまをつくろう
■時７月２５日捷午前１０時～１１時３０分
■対４歳以上（小学1年生以下は保護者
同伴）

■定１０人（先着順）
ぺットボトル風車をつくろう
■時７月２８日昭午前１０時～１１時３０分
■講神谷輝幸氏（環境カウンセラー）

てる ゆき

■対小学生以上
■定１０人（先着順）
■￥１００円
竹水鉄砲をつくってあそぼう
■時７月２９日晶午前１０時・１１時
■対４歳以上（小学1年生以下は保護者
同伴）

■定各１０人（先着順）
■￥３００円
石に絵をかこう～ストーンアート～
■時７月３０日松午前１０時～１１時３０分
■講鬼頭茂雄氏

しげ お

■対小学生
■定１０人（先着順）
■持油性ペン・筆・絵の具
夏休みのポスターをかこう
■時７月３１日掌午後２時～３時３０分
■講鬼頭茂雄氏

しげ お

■対小学生
■定１０人（先着順）
■持絵の具・筆等、ポスター用紙

夏休み親子エコ・クッキン
グ

■問デンパーク（緯〈９２〉７１１１）
■￥入園料別途必要
早朝ハスまつり
早朝に咲く美しいハスの群生した姿
を楽しめるよう、期間中は朝６時に開
園します。冷たいハス花茶のふるまい
や象鼻杯の体験、ハス寿司の販売を予

ぞう び はい

定しています。
■時７月１６日松～１８日抄

熱気球フライト体験
大空の空中散歩を楽しもう！

■時７月１６日松～１８日抄午前６時～１１時
頃（途中休憩有）

■場第４駐車場
■定各３００人程度（当日先着順）
■￥大人１０００円、３歳以上中学生以下
５００円

■他気象条件により変更・中止の場合あり
ダンボール迷路ランド
高さ１．５杓のダンボール迷路に挑戦！

■時７月１６日松～８月３１日昌

■￥４００円（参加賞付）
服部正志の衝撃３Ｄアート魔法の絵画展
■時７月１６日松～１１月６日掌

■内作品の中で不思議な写真が撮れます
■￥大人５００円、小・中学生４００円、３歳
～小学生未満３００円

デンパークの催し

■申申込方法等 ■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。

デンパーククラブハウスの
体験教室
■問同クラブハウス（緯〈９２〉７１１２）
■他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
第２回夏休み子ども箱ずし教室
■時７月２３日松午前１０時（無料開園日）
■内特製の木箱を使って箱ずし作り‼木
箱は持ち帰りできます

■講安城食プロ「箱ずし保存会」
■対子どもとその保護者（子ども１人に
つき保護者１人）

■定７０組（先着順）
■￥５００円
■持エプロン・
三角巾・手
拭きタオル

■申７月６日昌

午前９時３０
分から、直接か電話で同クラブハウ
スへ

ガーデニング講座
■時７月２３日松午後１時～３時３０分
■場環境学習センターエコきち
■内演題獅緑について
■講市公園緑地課長
■対市内在住・在勤・在学の人
■定５０人（当日先着順）
■問エコネットあんじょう（緯〈５５〉１３１５）、
環境都市推進課（緯〈７１〉２２０６）

■場愛知障害者職業能力開発校（豊川市）
■対主に在職中の障害者で、基本的なパ
ソコンの操作ができる人

■定各１０人（定員を超えた場合は抽選）
■申各申込締切日までに、申請書にコー
ス名、住所・氏名・生年月日・電話
番号、障害の程度を記入して郵送
（必着）かファクス・Eメールで愛知
障害者職業能力開発校（〒４４１－１２３１
豊川市一宮町上新切３３－１４／胃０５３３
〈９３〉６５５４／noryokukaihatsuko@
pref.aichi.lg.jp／緯０５３３〈９３〉２１０２）へ
※申請書は同校ウェブサイトで配布。

■問障害福祉課（緯〈７１〉２２２５）
機械CAD入門
■時８月２１日掌・２８日掌午前９時～午後
４時（全２回）

■申申込締切日獅８月１２日晶

フォトショップ基礎
■時９月４日掌・１１日掌午前９時～午後
４時（全２回）

■申申込締切日獅８月２６日晶

障害者スキルアップ講座
（在職者訓練）

■時８月４日昭午前１０時３０分～午後１時
３０分

■場文化センター
■内地元食材を使用して、環境にやさし
い調理方法を勉強しながら、みんな
で食べよう！

■対市内在住の小学生とその保護者
■定１２組２４人（定員を超えた場合は抽選）
■￥１人５００円
■持エプロン・筆記用具・ふきん・手拭
きタオル・不要な広告紙（ゴミ箱用）

■申７月１５日晶までの午前９時～午後５
時（松掌を除く）に、住所・氏名・学
年・電話番号を電話かファクス・Ｅ
メールで環境都市推進課（緯〈７１〉２
２０６／胃〈７６〉１１１２／kankyo@city.
anjo.aichi.jp）へ
※参加の可否は７月中に連絡。

エコきちの講座
（エコ工作講座）

■時７月３０日松午後１時～４時
■場市民交流センター
■内安城産の無農薬米を使って、えごま
オイルおにぎりと自分だけのオリジ
ナルおにぎりを作ります

■対小学４年生以上
■定２５人（定員を超えた場合は抽選）
■￥３００円
■持エプロン・三角巾・手拭き
■他抽選の有無にかかわらず申込者に参
加の可否を７月１９日頃に通知

■申７月１４日昭までの午前８時３０分～午
後５時１５分（松掌を除く）に、直接か
電話又は「米をもっと食べよう講座」
と明記して、代表者の住所・氏名・
電話番号・参加人数を郵送（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.aichi.jp）へ

■問グリーンそう・古居敬子さん（緯０８０
けい こ

〈５２９５〉７７８２）、農務課（緯

〈７１〉２２３３）
※右上QRコードからも
申込可。

■時①７月２８日昭 ②８月３日昌 ③８
月１０日昌 ④８月１７日昌 いずれも
午前１０時～午後１時（受付は午前９
時３０分から）

■場文化センター
■内学校で食べている人気の給食メニュ
ーを、一緒に楽しく作りましょう。
給食を作っている調理員がおいしく
作るコツを伝授します 献立獅ビビ
ンバ、スープ

■対市内在住の小学生とその保護者
■定各１０組（先着順）
■￥１人３００円
■持エプロン・三角巾（バンダナ）・マス
ク・筆記用具・子ども用上履き・水
分補給用の飲み物・手拭き用タオル

■申７月４日捷～８日晶午後１時３０分～
５時に、電話で①②は北部調理場
（緯〈７６〉４７００）、③④は南部調理場（緯

〈９２〉３６６９）へ
■他申込は１日のみ。昨年度参加した家
族は申込できません

■問市学校給食協会給食事務所（北部調
理場内／緯〈７６〉４７００）、同協会事務局
（市役所西庁舎内／緯〈７５〉２３２２）

親子給食調理教室

救命講習会

雅 広報あんじょう 2016.7.1

■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７月５日昇午前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７月１６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■申安城消防署救急係（緯〈７５〉２４９４）
普通救命講習Ⅰ
■時７月１７日掌午前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）
実技救命講習
■時７月２４日掌午前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が普
通救命講習Ⅰにステップアップする
コースです

■場■申知立消防署救急係（緯〈８１〉４１４４）

■問スポーツセンター（緯〈７５〉３５４５）
■￥施設利用料
プール夏休み期間営業時間変更
■時７月２１日昭～８月３１日昌（捷を除く）
■内上記期間中は利用時間を午前１０時～
午後９時に変更

脂肪燃焼エアロ
■時８月３日昌～２４日昌の毎週昌午後１
時３０分～２時３０分（全４回）

■対１８歳以上で運動制限のない人
■定２５人程度（先着順）
■持運動のできる服装・室内シューズ、
タオル、飲み物（ペットボトル）

■申７月７日昭～８月２日昇（休館日を
除く）に、直接か電話で同センターへ

アクアビクス＆筋力トレーニング体験
会
■時８月４日昭～２５日昭の毎週昭午後１
時～２時（全４回）

■対１８歳以上
■定３０人（先着順）
■持水着・水泳帽子
■申７月７日昭～８月３日昌（休館日を
除く）に、直接か電話で同センターへ

スポーツセンターへ行こう

電話番号リサイクル事業取扱店
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）

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扱店（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
まちをつくりましょう。
■時７月１５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

■時７月１６日松午前１０時～１１時
■内民話「子ども地蔵」の語りや、昔話
「ぶんぶくちゃがま」のパネルシアタ
ー、「３匹のこぶたのお母さんの誕生
日」のエプロンシアター、オカリナ
演奏や手品等、親子で楽しめます
※かわいいお土産もあります。

■講石川則子氏（エプロンおばさん）他
のり こ

■対幼児～小学生低学年の子とその保護
者

■定５０組（先着順）
■場■申７月１５日晶までに直接か電話で昭
林公民館（緯〈７７〉６６８８）

エプロンおばさんとむかし
むかし１５

■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・受講料等 ■持持ち物 ■他その他

米をもっと食べよう講座
～オイルおにぎり～

衣浦東部浄化センター
夏休み親子下水道教室
■時８月９日昇午後１時３０分～４時３０分
頃（大雨等により中止の場合有）

■場衣浦東部浄化センター（碧南市港南
町）

■内下水道の仕組を説明、下水処理場を
案内

■対小学生とその保護者
■定３０組（先着順）
■申７月１９日昇～８月５日晶午前９時～
午後５時（松掌を除く）に、電話で衣
浦東部浄化センター（緯〈４８〉８２１０）へ



■時植付獅８月２７日松 収穫獅１１月１９日
松午前９時３０分～１１時（全２回）

■場アグリライフ支援センター
■対市内在住の小学生以下とその保護者
■定２０組（定員を超えた場合は抽選）
■￥１組１０００円
■申７月１９日昇までの午前８時３０分～午
後５時１５分（捷を除く）に、代表者の
住所、氏名、連絡先、参加者数（代表
者含む大人、子どもの人数）を郵送
（必着）・電話・ファクス・Eメールで
アグリライフ支援センター（〒４４４－
１２０１石井町辻原１３１－２／緯〈９２〉６２００
／胃〈９２〉６１２２／agrilife@city.anjo.
aichi.jp）へ
※右QRコードからも申
込可。

親子秋ジャガ植付・収穫体験

餓広報あんじょう 2016.７.1

■問堀内公園（緯〈９９〉５９４７）
七夕まつりPR企画「ふわふわフェスタ」
■時■内７月９日松・１０日掌①きーぼーふわ

ふわ獅午前９時～午後４時 ②きーぼ
ーと写真撮影会獅午前１１時・午後１時
③じゃんけん大会獅午後２時・３時

■対小学生以下
※①は遊具を有料で２つ以上利用し
た小学生以下。

■定①獅各４００人 ②獅各２０人 ③獅各
５０人（いずれも当日先着順）
水の舞台開放
■時７月９日松・１０日掌・１６日松・１７日
掌・１８日抄と２２日晶以降の夏休み期
間中は、平日及び土日も開放。（休園
日除く）午前１０時～午後４時
※雨天・悪天候の場合は中止。

■対おむつが外れた子～小学生
※未就学児は、１８歳以上の保護者同
伴が必要。水遊び用おむつの上に水
着着用の子は利用可。
すいか割り体験会と試食会
■時７月１６日松午前１１時（事務所前にて
午前１０時５０分より受付）
※雨天の場合は１７日掌に実施。

■定すいか割り獅１５人（先着順） 試食会
獅すいかがなくなり次第終了
堀内公園「夏まつり」
■時７月１７日掌・１８日抄午前１０時～午後
３時

■内輪投げ等の模擬店
※景品が無くなり次第終了。

■￥各１００円

堀内公園の催し

今月の再生家具入札販売
■時７月１０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）

■申申込方法等 ■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。

知って納得！NPO法人・
社団法人設立セミナ－
■時７月１６日松午後１時３０分～３時３０分
■場市民交流センター
■内 NPO法人と一般社団法人の特徴や
長所・短所、設立の流れ等を学ぶ

■講中尾さゆり氏（特定非営利活動法人
ボランタリーネイバーズ理事）

■対市民活動をしている、これから始め
ようとしている人

■定２０人（先着順）
■申７月５日昇午前９時から、電話で市
民交流センター（緯〈７１〉０６０１）へ

一坪農園 秋冬野菜づくり
■時９月３日松・１０日松・２４日松、１０月
８日松・２２日松、１１月２６日松午前１０
時から１時間程度（全６回）
※９月３日は午前１１時３０分終了予定。

■場アグリライフ支援センター
■内３釈程度の畑で、キャベツ、ブロッ
コリー等、５種類程の野菜を植付、管
理、収穫等の作業をします。器具や
資材、野菜の苗等は同センターで用意

■対市内在住の人
■定２０組（定員を超えた場合は抽選）
■￥１組１５００円（種子・苗・保険を含む）
■申７月２８日昭までの午前８時３０分～午
後５時１５分（捷を除く）に、代表者の住
所、氏名、連絡先、参加者数（代表者含
む大人、子どもの人数）を郵送（必着）・
電話・ファクス・Eメールでアグリラ
イフ支援センター（〒４４４－１２０１石井
町辻原１３１－２／緯〈９２〉６２
００／胃〈９２〉６１２２／agrilife
@city.anjo.aichi.jp）へ
※右上QRコードからも申込可。

安城七夕まつりの公式キャラクター
「きーぼー」は７月７日に誕生日を迎え、
その記念すべき日に誕生祭を開催しま
す。（雨天中止）
■場安城七夕神社（桜町、安城神社北西）
■問叙安城スタイル（緯〈７３〉９５１１）、商工
課（緯〈７１〉２２３５）

七夕笹飾り納め式
■時７月７日昭午後４時・６時
■内保育園・幼稚園、学校、町内会、会
社、個人等で飾った笹飾りを会場に
持参してください。笹飾りは当日安
城七夕神社で納めます
きーぼー出会いの儀
■時７月７日昭午後５時・７時
■内今年は安城七夕神社に３匹のきーぼ
ーが出現します。来場者はこの３匹
のきーぼーと記念撮影できます

安城七夕神社きーぼー誕生祭

■時７月２３日松・３０日松午前１０時～１１時
３０分

■場安祥閣
■内浴衣の着付を学びます
■講金子智子氏（中部きもの研究会 おお

とも こ

ぎ和装学院）
■対女性
■￥５００円
■持浴衣・半幅帯・ゆかたスリップ・伊
達〆・帯板・紐３本・タオル２枚

■申７月７日昭～２０日昌午前９時３０分～
午後３時に、直接か電話で住所・氏
名・電話番号・参加人数を安祥閣
（緯〈７４〉３３３３）へ

浴衣着付け講座

■時７月３０日松午前１０時～午後０時３０分
■場市民交流センター
■内保温調理でミートパスタとプリンを
作ります

■講岡崎友の会安城南もより
■対小学生とその保護者
■定８組１６人程度（先着順）
■￥１組１５００円（小学生２人の場合は７００
円追加）

■持エプロン・三角巾・ふきん・筆記用具
■申７月５日昇からの午前９時～午後８
時（捷を除く）に、直接か電話で市民
交流センター（緯〈７１〉０６０１）へ

エコでおいしい！
親子でつくる本格パスタ

丈山苑漢詩勉強会
■時７月１７日掌午後２時～４時
■内石川丈山についての勉強会
■講三島徹氏（東洋文化振興会）

とおる

■￥１００円（中学生以下は無料）
■場■問丈山苑（緯〈９２〉７７８０）

駕 広報あんじょう 2016.7.1

■申申込の必要なものは各申込開始日の
午前１０時から、電話でマーメイドパ
レス（緯〈９２〉７３５１）へ

目指せ美ボディ！骨盤エクササイズ
■時７月８日晶午前１０時３０分～正午
■内左右の骨盤の歪みを整えてスタイル
や姿勢を改善する骨盤体操をします

■講岩瀬裕子氏
ゆう こ

■対１８歳以上の女性
■定８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）・ヨガマット又はバ
スタオル

■申申込開始日獅７月５日昇

スイカの種飛ばし大会
■時７月１０日掌午前１１時獅種飛ばし大会
正午獅試食会

■対■定小学生未満の部獅２０人 小学１～
３年の部獅２０人 小学４～６年の部
獅２０人 一般の部（中学生以上）獅男
女各１０人
※当日午前１０時５０分より屋外プール
サイドで受付。（先着順）

■￥施設利用料
「マーメイドちゃんイラスト」大募集
■時用紙配布獅７月１２日昇～３１日掌（無
くなり次第終了） 用紙受付獅８月
１日捷～１２日晶

■内プール利用者（希望者）に配布する画
用紙に描いた似顔絵又は塗り絵を持
参した当日は、プール利用料が無料

■対似顔絵の部獅小学生 塗り絵の部獅

未就学児
■定各１００人（先着順）
■他１人１枚まで。８月２２日捷～９月４
日掌にマーメイドパレスに作品を掲示
女性のためのお手軽エクササイズ～中
級編～
■時７月１５日晶午後１時３０分～２時３０分
■内ストレッチや全身運動等
■講健康運動指導士
■対運動を始めたい中高年の女性
■定８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７月６日昌

ちびっこデー
■時７月２１日昭・２２日晶

■内未就学児は、プール利用料が無料。
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）

マーメイドパレスへ行こう

■場環境学習センターエコきち
■申７月５日昇から各開催日の３日前ま
での午前９時～午後９時（昌を除く。
開催３日前が昌の場合はその前日ま
で）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（緯・胃〈７６〉７１４８）へ
野草入りたこ焼き
■時７月１７日掌午前１０時～１１時３０分
■講古居敬子氏（環境アドバイザー）

けい こ

■対４歳以上の子とその保護者
■定１０人（先着順）
■￥２００円
■持エプロン、三角巾、マスク、ふきん、
はし、皿、タオル
ニホンミツバチのはちみつを味わおう
■時７月２１日昭午前１０時～１１時３０分
■講神谷直子氏

なお こ

■対４歳以上の子とその保護者
■定１０人（先着順）
■￥２００円
木登り体験＆草笛講座
■時７月２４日掌午前１０時～１１時３０分
※雨天時は室内遊び。

■講鬼頭茂雄氏、前田幸汪氏
しげ お ゆき ひろ

■対小学生
■定１０人（先着順）
■￥２００円
■持軍手、長そで長ズボン、運動靴、タ
オル、水筒（雨天時はお絵かき用具）
健康クッキー
■時７月３１日掌午前１０時～１１時３０分
■講古居敬子氏（環境アドバイザー）

けい こ

■対４歳以上の子とその保護者
■定１０人（先着順）
■￥２００円
■持上記野草入りたこ焼き講座に同じ

エコきちの講座
（エコクッキング講座他）

■時７月３０日松・３１日掌午前１０時３０分～
午後５時（３１日は午前１０時から）

■場市民交流センター
■内夏休みの宿題の自由研究にも役立つ
ような、生き物について学び、手で
触れて、目で見て、興味をもっても
らえるような体験や講座

■講西三河野生生物研究会会員
■対小・中学生とその保護者
■他事前申込が必要であったり、定員を
設けている講座もあり。詳細は市民
交流センター（緯〈７１〉０６０１）へ問い合
わせてください

夏休み親子学習会２０１６

親子で根羽村に行こう！
■時８月１日捷午前７時３０分～午後５時
３０分

■場集合・解散獅市役所西駐車場 目的
地獅長野県下伊那郡根羽村檜原川河
川敷（矢作川の源流）

■内魚つかみ、川遊び、五平餅作り等を
根羽村の皆さんと共に行います

■対市内在住の６歳以上の子とその保護者
■定２０組４０人（先着順）
■￥１０００円（食費等）
■持水筒、帽子、水着、タオル、汚れて
もよい服装

■申７月４日捷～１３日昌に、郵便番号・
住所・氏名・年齢・生年月日・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（胃〈５５〉１３１５）へ
※ファクスには子供自然探険隊と表
記してください。

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

子供自然探険隊
～矢作川源流で川遊び～

■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・受講料等 ■持持ち物 ■他その他

ひとり親家庭バス旅行
■時８月２８日掌午前８時１５分
■場トヨタ産業技術記念館（名古屋市）
集合獅市役所西駐車場

■対市内在住のひとり親家庭の子とその
保護者

■定４０人（先着順）
■￥１人１４００円（３歳以下は無料。但し、
弁当代は必要）

■申７月１７日掌～３１日掌に、住所・氏名・
電話番号をファクスで母子福祉会・
成島清美さん（緯・胃〈９９〉６５５４）へ
なり しま きよ み

※７月１７日午前８時～正午のみ電話
でも申込可。

■問子育て支援課（緯〈７１〉２２２９）
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◆◆◆衣浦東部広域連合ＮＥＷＳ◆◆◆
本年第１回衣浦東部広域連合議会臨時会が、５月３１日に広域連合議場（刈

谷市役所）にて開催されました。今議会は碧南市選出議員の任期満了並びに
安城市及び高浜市選出議員の辞職により３市議会において後任の広域連合議
会議員が選出されたことに伴うものです。
議会では正副議長の選挙が行われ、議長に石川信生議員が、副議長に磯貝

のぶ お

幸雄議員が選出されました。広域連合副長及び監査委員（議会選出）の人事案
ゆき お

件が同意されました。
また、高機能消防指令センター総合整備及びはしご付消防自動車購入に伴
う財産の取得並びに高浜消防署改修工事に伴う工事請負契約の締結の３議案
が可決されました。 〈以下敬称略〉
●今回選出の衣浦東部広域連合議会議員（議席番号順）
碧南市選出獅生田綱夫、神谷悟、磯貝幸雄

いく た つな お さとる

安城市選出獅石川博英、法福洋子、近藤之雄、神谷昌宏
ひろ ひで よう こ ゆき お まさ ひろ

高浜市選出獅杉浦康憲、鈴木勝彦
やす のり かつ ひこ

●正副議長
議長獅石川信生（知立市）
副議長獅磯貝幸雄（碧南市）
●同意された人事
広域連合副長獅金原

きん ばら

功（碧南市副市長）
いさお

監査委員（議選）獅石川孝文（安城市）
たか ふみ

■問総務課（緯〈６３〉０１３１）

■問歴史博物館（緯〈７７〉６６５５）
■他７月２３日松・２４日掌に開催を予定し
ていた「押し放題！日本全国のバス
降車ボタン大集合」は都合により中
止します。ご了承ください。
夏休み自由研究相談会
■時７月２８日昭～３０日松午前１０時～午後
３時

■内歴史関係の自由研究について、題材
や調べ方を助言。親子での参加も可

■対小学３年生～中学生
■申７月１６日松午前９時から（休館日を
除く）、希望日・時間・調べたいテーマ
を電話で歴史博物館へ（当日申込も可）

歴史博物館の催し

道路の損傷等をお知らせく
ださい
市では、皆さんが安全に通行できる
よう、道路パトロールを随時実施して
いますが、全ての損傷を即時に把握す
ることは困難です。
道路の穴ぼこ、陥没、ガードレール・
カーブミラーの損傷、側溝等の破損、
照明灯の球切れ・異常点灯等を見つけ
たら、連絡してください。
■問維持管理課（緯〈７１〉２２３７）

生活に必要な基礎会話を勉強します。
■時■内９月４日掌～１１月６日掌の毎週掌

①クラス１（基本的な文法・会話）獅
午前９時～１１時 ②クラス２（場面
設定をした会話練習や文法学習）獅
午前９時～１０時２０分 ③クラス３

（日常生活に即した会話練習）獅午前
１０時３０分～１１時５０分 いずれも全１０回

■場市民会館
■対市内在住・在勤の１６歳以上の外国人
で、日本語会話の初心者

■定①獅３０人 ②③獅各１５人 いずれも
先着順

■￥１０００円
■他８月２８日掌に、クラス分けのための
簡単な面接を実施します

■申７月５日昇～８月２６日晶午前８時３０
分～午後５時１５分（松掌抄を除く）に、
直接か電話で市国際交流協会（緯〈７１〉
２２６０）へ（団体による申込不可）

秋期大人日本語教室

■申申込方法等 ■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。

東日本大震災義援金ありが
とうございます

■内運転免許証を自主返納した日から２
年間分のあんくるバス無料乗車券を
交付

■対市内在住で、有効期限内の全ての運
転免許証を自主返納した人（７５歳以
上及び身体障害者手帳・療育手帳・
精神障害者保健福祉手帳所持者を除く）

■申安城警察署で運転免許証を自主返納
した後、直接市市民安全課（緯〈７１〉
２２１９）へ
※詳細は市公式ウェブサイトに掲載。

運転免許証自主返納支援を
しています

■内利用日獅平成２９年９月２６日～平成３０
年３月２５日

■申優先予約（優先条件：４日間以上の利
用、３室以上又は３階全室利用のど
ちらにも該当）施７月２６日昇～３１日
掌午前９時～午後５時 通常予約施

８月２日昇～１０日昌午前９時～午後
５時（７日掌・８日捷を除く）に、直
接市民ギャラリー（緯〈７７〉６８５３）へ
※電話申込不可。
※希望日が重複した場合は抽選。
※申込期間以降は随時受付。

市民ギャラリー展示室の利
用予約を受付

５月３１日までに市社会福祉協議会に
寄せられた義援金は、１００，８４１，４３６円
です。
５月１日～３１日受付分／敬称略
募金箱への多数の寄付者
■問市社会福祉協議会（緯〈７７〉２９４１）

■時調査期間獅７月１日～８月３１日
■内市内の公園や神社等で、セミのぬけ
がらを探してください。セミのぬけ
がら３０個と景品を交換できます

■申調査期間中の午前９時～午後９時
（昌を除く）に、ぬけがらを持ち環境
学習センターエコきち（緯〈７６〉７１４８）へ

■問環境都市推進課（緯〈７１〉２２０６）

ぬけがらを集めてお宝をゲ
ット！セミのぬけがら調査

セセミマスターを目指そうセミマスターを目指そう！！

石川議長 磯貝副議長 金原副長
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年金生活者等支援臨時福祉給付金の
申請期限は７月３１日掌（窓口は７月２９
日晶まで）です。支給対象者で申請が
済んでいない人は期限までに申請を済
ませるようにしてください。
なお、平成２７年１月１日現在の住所
地が安城市で、給付金の支給対象にな
ると思われる人には、４月２８日に申請
書を送付しています。対象者の要件等
は本紙４月１５日号８ページに掲載。
※申請書紛失等の場合は社会福祉課へ
連絡してください。

■他平成２８年度の臨時福祉給付金は、９
月１日から受付。支給対象と思われ
る人に、８月下旬に申請書を送付予定

■問社会福祉課（緯〈７１〉２２６３）

市民課等の窓口で使用する
封筒提供事業者
市民課窓口等で使用する、広告を掲
載した封筒の提供事業者を募集します。
詳細は、市公式ウェブサイト内「市民
課等の窓口で使用する封筒提供事業者
募集について」のページ参照。
■申７月１日晶～８月１２日晶午前８時３０
分～午後５時１５分（松掌抄を除く）に、
申込書・会社概要（パンフレット等）・
封筒の見本又は案を持参か郵送（必
着）で市民課（〒４４６－８５０１住所記載
不要／緯〈７１〉２２２１）へ

６月５日に開催した消防団消防操法
競練会の結果は以下のとおりです。
■内小型ポンプの部諮優勝獅池浦分団
準優勝獅西尾分団 ３位獅新田分団
４位獅今村分団 ５位獅二本木分団
６位獅赤松分団 ７位獅東尾分団
８位獅南明分団
ポンプ車の部諮優勝獅小川分団 準
優勝獅桜井北部分団

■問危機管理課（緯〈７１〉２２２０）

消防団消防操法競練会結果

年金生活者等支援臨時福祉
給付金申請期限は７月３１日

■時毎週捷昭午後１時、毎週松掌午前１０時
■場自衛隊愛知地方協力本部安城地域事
務所（三河安城町）

■問自衛隊愛知地方協力本部安城地域事
務所（緯〈７４〉６８９４）、市危機管理課（緯

〈７１〉２２２０）

自衛隊制度説明会

デンパークのスタッフ
植栽スタッフ
■内職務内容獅植物の管理等 勤務日時
獅午前８時～正午、午後１時～５時
いずれも松掌抄を含む 賃金獅時給
８２０円（松掌抄は１００円増）、通勤割増
１日２００円 休日獅要相談

■定各２人（高校生不可）
■他面接時に顔写真付きの履歴書を持参
■申７月１１日捷までの午前９時３０分～午
後５時（昇を除く）に、電話でデンパ
ーク（緯〈９２〉７１１１）へ
※期限までに申込が無い場合は７月
１１日以降も受け付けますので問い合
わせてください。

総合運動公園に保存している、C１２型６９号蒸気機関車の写生大会に
１２７人の参加があり、入賞者を６月１９日に中部公民館で表彰しました。
特別賞の受賞者は次の皆さん。
〈敬称略〉
市長賞獅築山真衣 市議会議

ま い

長賞獅築山結衣 教育長賞獅
ゆ い

平澤桃子 中日新聞社賞獅金
もも こ

子陽斗 三河安城駅長賞獅斧
はる と おの

山元樹 安城駅長賞獅鳥居夏
やま げん き なつ

妃 ＳＬ保存会長賞
き

獅新実優
ゆう

斗、田路世那、江坂はるき
と た じ せ な

■問公園緑地課（緯〈７１〉２２４４）

■時開講式獅８月２６日晶 研修期間獅８
月３０日昇～来年１月３１日昇

■内秋冬野菜の栽培実習、農業関連施設
の視察等

■対市内在住で畑の管理作業等ができる
健康な人

■定１５人（定員を超えた場合は抽選）
■￥１５０００円（苗・肥料・保険を含む）
■申７月１５日晶までの午前８時３０分～午
後５時１５分（捷を除く）に、受講申込
書を持参か郵送（必着）でアグリライ
フ支援センター（〒４４４－１２０１石井町
辻原１３１－２）へ
※申込書は同センター・農務課・文
化センター・各地区公民館・市公式
ウェブサイト等で配布。

■場■問アグリライフ支援センター（緯〈９２〉
６２００）

市施設の指定管理者
平成２９年４月１日から次の施設の管
理運営を行う指定管理者を募集します。
■内施設名獅虹の家 業務内容獅就労継
続支援に関する業務、施設及び設備
の維持管理に関する業務

■他詳細は、問い合わせるか、募集要項
を確認してください
※募集要項等は、７月１日晶～２９日
晶午前９時～午後５時（松掌抄を除
く）に障害福祉課・市公式ウェブサ
イトで配布。

■申８月１５日捷～３１日昌午前９時～午後
５時（松掌を除く）に、必要書類を持
ち障害福祉課（緯〈７１〉２２５９）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・受講料等 ■持持ち物 ■他その他

野菜づくり入門コース受講生

築築山真衣さんの作築山真衣さんの作品品



（ ）内は前月比

〈平成28年6月1日現在〉
総 人 口
男 性
女 性

世 帯 数

186,325人（＋137）
95,555人（＋ 69）
90,770人（＋ 68）

72,901世帯（＋ 96）

火 災
救 急

（年間累計／前年対比）

刑 法 犯
交通事故
負 傷 者
死 者

142件（ 613件／－121）
454件（2,458件／－ 71）
81人（ 470人／－ 18）
1人（ 2人／－ 1）

人口・世帯

5月の火災・救急

5月の犯罪・事故

4件（うち建物 1件）
567件（うち急病391件）

解広報あんじょう 2016.７.1

詳細は問い合わせてください。
■問自衛隊愛知地方協力本部安城地域事
務所（緯〈７４〉６８９４）、市危機管理課（緯

〈７１〉２２２０）
一般曹候補生
■時受付期間獅７月１日晶～９月８日昭

試験日諮１次獅９月１６日晶又は１７日
松 ２次獅１０月６日昭～１２日昌のい
ずれか１日

■対１８歳以上２６歳以下（平成２年４月２
日～平成１１年４月１日に生まれた人）
自衛官候補生
■時受付期間諮男子獅年間を通じて募集
女子獅７月１日晶～９月８日昭 試
験日諮男子獅受付時に案内 女子獅

９月２３日晶～２７日昇のいずれか１日
■対１８歳以上２６歳以下（平成２年４月２
日～平成１１年４月１日に生まれた人）
航空学生
■時受付期間獅７月１日晶～９月８日昭

試験日諮１次獅９月２２日抄 ２次獅

１０月１５日松～２０日昭 ３次獅１１月１２
日松～１２月１５日昭

■対高等学校を卒業した（見込含む）２０歳
以下の人

自衛官

天下の奇祭
刈谷万燈祭（まんどまつり）

刈
谷

天下のご意見番として知られる郷土
の英雄「大久保彦左衛門」や時代劇でお
馴染みの「一心太助」らに扮した「彦左
仮装行列」が幸田駅前通りを練り歩き
ます。お祭り屋台やステージイベント
も開催されます。
■時７月３０日松午後６時～９時
※雨天時は、３１日掌に順延。

■場JR幸田駅前通り周辺
■問幸田町商工会（緯０５６４〈６２〉０１２０）

幸田彦左（ひこざ）まつり 幸
田

■問豊田おいでんまつり実行委員会事務
局（豊田市商業観光課内／緯０５６５〈３４〉
６６４２）

■他公共交通機関を利用してください
おいでんファイナル
■時７月３０日松午後５時～８時３０分
■場名鉄豊田市駅東側一帯
■内市内各地で開催され
るマイタウンおいで
んの締めくくり「お
いでんファイナル」。
マイタウンおいでん
で活躍した踊り連が
笑顔と元気のあふれ
る踊りを披露します
花火大会
■時７月３１日掌午後７時１０分～９時
※雨天決行。荒天又は河川増水時は
中止。

■場矢作川河畔（白浜公園一帯／名鉄豊
田市駅下車徒歩１０分）

■内仕掛け花火、メロディ花火、地上約
３０杓の高さからのナイアガラ大瀑布
等が夜空を彩ります

豊田おいでんまつり 豊
田

碧南市最大の市民参加型イベントで
す。メインの総踊りをはじめ、出店や
ステージ発表、復興応援グッズの販売
等イベントが盛りだくさんです。
■時７月３０日松午後２時～８時４５分
■場碧南市役所前道路及びその周辺
■問碧南市地域協働課（緯〈４１〉３３１１）

元気ッス！へきなん 碧
南

ボーイスカウト・ガールス
カウト新入団員

スカウト活動を通して健やかな青少
年を育てるため、スカウト新入団員を
募集します。
■内キャンプ・サイクリング・スキー訓
練等の野外活動、安城七夕まつりで
の奉仕活動や募金活動

■対幼稚園・保育園の年長児及び小学生
■申昇～掌午前８時３０分～午後５時１５分
に青少年の家（緯〈７６〉３４３２）へ

■申申込方法等 ■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。

県の無形民俗文化財に指定され、
２３０年以上の歴史がある伝統的な祭り
です。武者人形をかたどった重さ約６０
手の「万燈」を若衆が一人で担ぎ、笛と
太鼓のお囃子に合わせて勇壮に舞います。

はや し

初日の「新楽」では若衆が万燈を担い
で市内を練り歩き、２日目の「本楽」で
は秋葉社境内で舞が奉納されます。
■時７月３０日松・３１日掌

■場秋葉社周辺（刈谷市銀座／名鉄刈谷
市駅又はJR・名鉄刈谷駅下車）
※会場周辺に駐車場はありません。

■問刈谷市観光協会（緯〈２３〉４１００）
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INFORMAÇÕESÚTEIS
SEF INFORMATION

Português

Englis
外国語の
情報ボックス

※申込・問い合わせは、日本語でお
願いします。

※Inscriçõeseinformaçõessomente
emjaponês

※Applicationsandinquirieswillbein
Japanese.

■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・受講料等 ■持持ち物 ■他その他


