
■読書感想文おたすけ福袋
「図書館職員のおすすめ本」と感想
文が書きやすくなる「おたすけプリ
ント」等を福袋に入れて貸出します。
■時７月３０日松午前９時から
■場中央図書館
■対■定小学３・４年生向け、５・６年
生向け、中学生向けを各２０袋（１
人１袋、当日先着順）

■持図書館利用者カード（利用者登録
のない人は健康保険証等、氏名・
住所・生年月日を証明できるもの）

■新美南吉生誕記念朗読会
南吉が２８歳で出版した初の単行本

『良寛物語「手毬と鉢の子」』を朗読し
ます。
■時７月３１日掌午前９時３０分～１１時３０
分

■場中央図書館
■講出演獅南吉朗読ででむし会
■定５０人（当日先着順）

中央図書館（緯〈７６〉６１１１）

お知らせ

※対象年齢は目安です。

８月の休館日
１日捷・８日捷・１５日捷・２２日捷・
２６日晶・２９日捷

８月のおはなし会
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）

３日昌午前１０時
３０分

えほんのとびら（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）

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（幼
児～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）

２１日掌午後２時かみしばいの会（幼
児～小学３年生）

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）

３１日昌午前１０時
３０分

絵本好き集まれ！お
すすめ絵本紹介（一般）
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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。

■問デンパーククラブハウス（緯〈９２〉７１１
２）

■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
地元の野菜を使ってつくるヘルシー料
理教室
■時８月１２日晶午前１０時～午後０時３０分
■内献立施揚げサンマの香味ダレ、ジャ
ージャー麺等

■講入山竜彦氏
たつ ひこ

■定２０人（先着順）
■￥１５００円
■持エプロン・手ふきタオル・箸
■申申込期限獅８月５日晶

フォトマスターＥＸ「美しいボケをう
つすには」
■時８月１２日晶・２６日晶午前１０時～正午
■講鶴田郁夫氏

いく お

■定２０人（先着順）
■￥２３００円
■持カメラ
■申申込期限獅８月５日晶

デンパーククラブハウスの
体験教室

現役の訪問看護師との交流を兼ねた
研修会です。新しいことを始めたい、
話を聞いてみたい等、興味のある人は
ぜひご参加ください。
■時９月７日昌午前１０時～正午、９月１４
日昌午前１０時～正午

■場碧南市医師会館（碧南市保健センタ
ー内）

■対看護師資格を持ち、現在仕事に就い
ていない又は復職を考えている人

■申８月３１日昌午後５時まで（休館日を
除く）に、電話で碧南市医師会在宅
医療サポートセンター（緯〈４６〉８０５５）
へ

■問高齢福祉課（緯〈７１〉２２２３）、安城市医
師会在宅医療サポートセンター（緯

〈９８〉８３３０）

訪問看護プチ研修会

■時８月２７日松午後１時４５分～４時３０分
■場市民交流センター
■内牛乳パックを使って、手軽に郷土料
理の押し寿司を作ります

■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
■持よく洗った１狩の牛乳パック２本
（開かずに持参してください）、エプ
ロン、三角巾、手ふき

■他抽選の有無に関わらず、８月４日昭

頃に参加の可否を通知
■申７月２９日晶までの午前８時３０分～午
後５時１５分（松掌抄を除く）に、直接
か電話又は「牛乳パックで作る押し
寿司教室」と明記し、代表者の住所・
氏名・電話番号、参加人数（大人・
子どもそれぞれ）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。右Ｑ
Ｒコードからも申込可

■問安城生活改善グループ・黒柳さん（緯

０９０〈４０８０〉６８６７）、農務課（緯〈７１〉２２３３）

現代美術と舞台芸術を同時に楽しめ
る３年に一度の国際芸術祭、あいちト
リエンナーレ。今回は「虹のキャラ
ヴァンサライ創造する人間の旅」をテ
ーマに、国内外から１００組を超えるア
ーティストが集結します。
■時８月１１日抄～１０月２３日掌

■場愛知芸術文化センター、名古屋市美
術館、名古屋市内（長者町会場、栄
会場、名古屋駅会場）、豊橋市内（Ｐ
ＬＡＴ会場、水上ビル会場、豊橋駅
前大通会場）、岡崎市内（東岡崎駅会
場、康生会場、六供会場）

■￥前売券（８月１０日まで）諮一般獅１４００
円 大学生獅１０００円 高校生獅５００
円 会期中販売券（８月１１日～１０月
２３日）諮一 般 獅１８００円 大 学生 獅

１３００円 高校生獅７００円
※この他にフリーパスもあり。
※中学生以下は入場無料。

■他チケット販売所等、詳しくはあいち
トリエンナーレ公式ウェブサイトで
確認してください

■問あいちトリエンナーレ実行委員会事
務局（緯０５２〈９７１〉６１１１）、市文化振興
課（緯〈７７〉６８５３）

あいちトリエンナーレ２０１６

牛乳パックで作る押し寿司
教室

■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

夏休み絵画教室
楽しい夏の思い出を、画用紙いっぱ
いに描きましょう。
■時８月１０日昌午前１０時～正午
■場勤労福祉会館
■講桑原民江氏（虹の会・桑原絵画教室

くわ はら たみ え

主宰）
■対小学生（保護者の同伴は不可）
■定２５人（先着順）
■￥９００円
■持色鉛筆・クレパス・水彩絵の具等
■申７月２０日昌からの午前９時～午後９
時（掌を除く）に、電話で勤労福祉会
館（緯〈７６〉２９０２）へ

■問商工課（緯〈７１〉２２３５）
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■時９月１０日松午後１時３０分
（開場は午後１時）
■場文化センター
■内■講演題獅老いても病んで
も自分らしく過ごすため
に～これからの地域づく
り～ 講師獅紅谷浩之氏

べに や ひろ ゆき

■定５００人（当日先着順）
■他手話通訳・要約筆記あり
■問高齢福祉課（緯〈７１〉２２２３）

潜在保育士のための職場復
帰研修会
■時①９月５日捷午前１０時～１１時３０分
②９月５日捷午後４時１５分～５時
③９月７日昌午前１０時～１１時３０分
④９月７日昌午後４時１５分～５時
⑤９月９日晶午後４時１５分～５時

■場①獅二本木保育園 ②獅桜井保育園
③獅ゆたか保育園 ④獅あけぼの保
育園 ⑤獅さくら保育園

■内保育行政と実務について学ぶ
■対次のすべてに該当する人
暫保育士資格を有している
暫保育の経験がない又はブランクが
ある
暫保育園勤務に興味がある

■定各１５人（先着順）
■申７月１５日晶～２９日晶午前８時３０分～
午後５時に、子ども課（緯〈７１〉２２２８）
へ

■内■時基礎講習会獅８月２０日松午後１時
３０分～３時 フォローアップ講習会
獅１０月１５日松午後３時１５分～４時３０
分（全２回）

■場リサイクルプラザ
■講安城市消費生活学校会員
■対市内在住の１８歳以上
■定１５人（先着順）
■￥７００円
■申７月２０日昌午前９時から、電話で清
掃事業所（緯〈７６〉３０５３）へ

ダンボールコンポスト講習
会

プラネタリウム８月の生解
説
■時①２日昇～５日晶・９日昇～１２日晶・
１６日昇～１９日晶・２３日昇～２６日晶・
３０日昇・３１日昌 ②６日松 ③７日
掌・１３日松・１４日掌 ④２０日松・２１
日掌・２７日松・２８日掌 いずれも午
後１時３０分・３時（２８日は午後１時
３０分のみ）

■内①獅生解説「夏の星座めぐり」、通常
投映番組 ②獅生解説「赤い星の再
会」、通常投映番組 ③獅生解説「夜
空を見守るいて座」、通常投映番組
④獅生解説「いて座のひみつ」、通常
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）

移動児童館
８月は定例の移動児童館に加え、夏
のイベントを開催します。
■問子育て支援センター（緯〈７２〉２３１７）
８月の移動児童館（定例）
■対■時■場乳幼児親子

▲

１９日晶獅高棚町公
民館 ３１日昌獅東部公民館 いずれ
も午前１０時～１１時
夏のイベント
■対■時■場■内乳幼児親子・小学生

▲

３日昌

獅東部公民館／人形劇団「ぐ・ちょ
き・ぱ」 ５日晶獅高棚町公民館／
人形劇「どーなっつ」 いずれも午前
１０時～１１時

夏休み宿題応援「親子 de
アート広場」
ポスターや読書感想画、工作等、夏
休みの宿題を講師のアドバイスのもと、
完成させよう。
■時８月７日掌午前１０時～正午
■場市民交流センター
■講鬼頭茂雄氏

しげ お

■対小学６年生以下の子とその保護者
■定２０組（先着順）
■持アドバイスを受けたい宿題に応じて、
画用紙、画材（絵の具・筆・鉛筆・
クレヨン等）、工作材料（粘土等）を持
参してください

■申７月２０日昌午前９時から、直接か電
話で市民交流センター（緯〈７１〉０６０１）
へ



まほうの一本針でアクリルたわしを
編もう
■時８月１日捷午前１０時～１１時３０分
■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）
■講中嶋雅子氏（日本手芸普及協会講

まさ こ

師）
流木＆貝がらアート
流木や貝がらで作品をつくろう。

■時８月２日昇午前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）
■￥２００円
■講本間嘉彰氏（グリーンバード代表）

よし あき

スノードームをつくろう
■時８月４日昭午前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）
■￥３００円
■講本間嘉彰氏
おりがみでくすだまをつくろう
■時８月５日晶午後１時３０分～２時３０
分

■対４歳以上の子とその親
■定２０人（先着順）
■￥５０円
■講大橋輝美子氏

き み こ

間伐材で壁掛けづくり
■時８月６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）
■￥１００円
■講古居敬子氏（環境アドバイザー）

けい こ

自然素材でネームプレートづくり
■時８月７日掌午前１０時～１１時３０分
■対４歳以上の子とその親
■定１０人（先着順）
■￥１００円
夜のネイチャーゲーム
夜の秋葉公園で自然を観察します。

■時８月７日掌午後６時～７時３０分
■対４歳以上の子とその親
■定１５人（先着順）
■￥１００円
■講古居敬子氏
■持懐中電灯、長袖、長ズボン

はぎれでオリジナルリボンヘアゴム
■時８月８日捷午前１０時～１１時３０分
■対小学５年生
以上

■定５人（先着
順）

■￥１００円
■講稲垣愛美氏

あい み

■持針、はさみ、糸、はぎれ（２０㎝×
２０㎝）
ペットボトル風車をつくろう
■時８月９日昇午前１０時～１１時３０分
■対４歳以上の子とその親
■定５組（先着順）
■￥１００円
■講神谷輝幸氏（環境カウンセラー）

てる ゆき

竹水鉄砲をつくってあそぼう
■時８月１１日抄午前１０時～１０時４５分、
午前１１時～１１時４５分

■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
■持タオル、着替え（濡れても良い服
装）
流しそうめん
安城七夕まつりの竹飾りの竹を使
って、流しそうめんを楽しみます。
■時８月１３日松午前１０時～１１時３０分
■対４歳以上の子とその親
■定２０人（先着順）
■￥２００円
■持お椀、箸
■講古居敬子氏
ザリガニ釣り
ザリガニ釣りを通して、外来種の
取扱を学びます。
■時８月１４日掌午前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）
■￥５０円
■講神谷輝幸氏
カブトムシをつくろう
紙を切ったり折ったりしてカブト
ムシを作ります。
■時８月１５日捷午前１０時～１１時３０分
■対小学２年生以上の子とその親
■定５組（先着順）
■講川角正彦氏

まさ ひこ

■申７月１８日抄～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

■問堀内公園（緯〈９９〉５９４７）
夏休み特別営業
７月２２日晶～８月２８日掌の晶松掌抄

は、午後６時まで開園時間を延長しま
す。
夏休みは電車に乗って遊びに行こう！
■時７月２２日晶～８月３１日昌

■内名鉄電車を利用して来園し帰りの切
符を提示すると、切符１枚につき５０
円券（当日のみ有効）を４枚進呈

水遊び企画「うち水大作戦」
バケツ・ジョロ・水鉄砲を使ってう
ち水をしよう。
■時７月２５日捷・２９日晶午後３時～４時、
８月の昌晶午後３時～４時

■対小学生以下
■持濡れてもよい服装・着替え・タオル
※バケツ・ジョロ・水鉄砲の持参可。
夏休み特別講座「ポスター製作ワンポ
イント講座」
■時７月２７日昌・２８日昭午前１０時～正午
（雨天決行）
■内ポスターや簡単な絵の描き方を学ぶ
■定各１０人（先着順）
■持絵の具・筆記具
作ってみよう「割り箸鉄砲作り」
■時７月３０日松・３１日掌午前１０時～午後
３時

■対小学生以下
■定各５０人（当日先着順）
夏休み特別講座「ペットボトルで仕掛
けづくり」
魚を捕まえる仕掛けを作り、園内の
池で小魚を捕まえ、観察しよう。
■時８月１日捷・３日昌午後１時（雨天
中止）

■定各１０人（当日先着順）
■持小魚を入れるバケツ又は虫かご
スタンプDEGET
■時８月５日晶～７日掌午前９時～午後
４時（雨天中止）

■内各有料遊具を利用し、スタンプを集
めた人の中から抽選で景品を進呈

■対３歳～小学生（未就学児は１８歳以上
の保護者同伴）

■定各２００人（先着順）
■￥各有料遊具利用料
夏休みちびっ子企画「月曜日と木曜日
はじゃんけん大会の日」
■時８月の捷昭午後３時・４時
■内じゃんけんに勝った人に、有料遊具
無料券を進呈

■対小学生以下
■定各５０人（当日先着順）

堀内公園の催し
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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８月８日捷午前１０時～１１時４５分
■場市民会館
■講鈴木明子氏

あき こ

（プロフィギ
ュアスケータ
ー・振付師）

■対市内在住の人
（中学生以下
は保護者同伴）

■定５００人
※７月１９日昇～２９日晶に、市民会館、
文化センター、各地区公民館にて先
着順で整理券を配布。（１家族大人２
枚まで）

■問市教育研究会事務局・藤田（東山中
学校内／緯〈９８〉１５３１）

教育講演会

■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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■問丈山苑（緯〈９２〉７７８０）
カラフルゴムでブレスレットづくり
■時８月２日昇～３１日昌午前９時～午後
４時３０分

■￥入苑料１００円（中学生以下無料）

観月コンサート
■時９月１７日松午
後６時～７時

■内国指定重要無
形民俗文化財
「知立山車文
楽」を山町人
形連が披露

■定１３０人（先着順）
■￥一般１０００円、
中学生以下９００円（入苑料・呈茶料含
む）

■申７月２０日昌午前９時から、電話で丈
山苑へ

丈山苑の催し

８月の土器づくり教室
■時２日昇～５日晶・１６日昇～１９日晶・
２３日昇～２７日松・３０日昇・３１日昌午
後１時から（受付は午後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）

■時７月３１日掌午後１時３０分～３時３０分
■場文化センター
■内■講演題獅「夏を涼しげに過ごす グ
リーンインテリア」 講師獅鈴木富

ふ

美子氏
み こ

■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）

ガーデニング講座

■内■時■場下表のとおり。いずれの講座も
１０月から開講

■対県内のひとり親家庭の父・母・寡婦
で、全日程に出席できる人

■定各２０人（定員を超えた場合は抽選）
■￥教材費
■申７月２９日晶～８月１９日晶午前８時３０
分～午後５時１５分（松掌を除く）に、
申込書を持って子育て支援課（緯〈７１〉
２２２９）へ
※申込書は同課で配布。

ところ開講日講習内容

岡崎市

松

パソコン初級
名古屋市パソコン中級

豊橋市パソコンお仕
事応用

名古屋市
調剤薬局事務
経理事務

掌

登録販売者
名古屋市・
知立市介護職員初任

者研修
名古屋市昇

母子家庭等就業支援講習会

出演団体が協力してつくり
あげる、手作りの演劇祭です。
日ごろの練習の成果を発表し
ませんか。
■時来年２月４日松・５日掌

■場文化センター
■対活動拠点を市内又は隣接市
に置く団体

■申８月１９日晶までに、代表者
の住所・氏名・電話（ファクス）番号、団体名を郵送（必着）かファ
クスで市民ギャラリー（〒４４６－００２６安城町城堀３０／胃〈７７〉４４９１／
緯〈７７〉６８５３）へ

夏休みわくわく子ども教室
２０１６
■時７月３１日掌午前９時４５分～正午
■場青少年の家
■内ユースカレッジのお兄さん、お姉さ
んと工作やレクリエーションを楽し
みます

■講ユースカレッジ第６４期生
■対市内在住の小学４年生以下（未就学
児は保護者同伴）

■定２０人（先着順）
■￥５００円
■申７月１８日抄～２８日昭午前９時～午後
５時１５分（２５日捷を除く）に、電話で
青少年の家（緯〈７６〉３４３２）へ



防衛大学校一般（前期）
■時試験日諮１次獅１１月５日松・６日掌

２次獅１２月６日昇～１０日松で指定す
る１日
※推薦・総合選抜・後期試験もあり。
防衛医科大学校医学科学生
■時試験日諮１次獅１０月２９日松・３０日掌

２次獅１２月１４日昌～１６日晶で指定す
る１日
防衛医科大学校看護学科学生
■時試験日諮１次獅１０月１５日松 ２次獅

１１月２６日松又は２７日掌で指定する１
日
共通事項
■時申込受付期間獅９月５日捷～３０日晶

■対高等学校を卒業（見込み含む）した２０
歳以下の人

■他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）

自衛官

■時訓練期間獅１０月４日昇～来年３月１５
日昌

■場県立東三河高等技術専門校（豊川市
一宮町）

■内募集科獅住宅インテリア、住宅エク
ステリア

■対離転職者
■定各３０人
■￥約２００００円（教科書代等）
■他９月２日晶に試験（筆記及び面接）を
実施

■申８月１９日晶までの午前８時３０分～午
後５時１５分に、入校願書を持って刈
谷職業安定所（刈谷市若松町）へ

■問商工課（緯〈７１〉２２３５）

県立東三河高等技術専門校
１０月入校職業訓練生

９月２２日抄～２５日掌にデンパークで
開催する「仲秋のあかり祭」にて展示す
る、あかり作品を募集します。
■内「あかり」をテーマとした、竹・木材・
ステンドグラス・和紙・ペットボト
ル等によるオブジェやアート作品で、
３メートル四方に収まるもの

■定募集作品数施１０作品（１団体につき
１作品。応募多数の場合は選考して
決定）

■他１団体につきデンパーク入園券を１０
枚進呈。また、上限１５０００円まで材
料費（※）を補助。ろうそくは支給し
ます
※交通費・謝礼等を除く。必ず領収
書を保管しておいてください。

■申８月１７日昌まで（休園日を除く）に、
作品を応募する旨を直接か電話でデ
ンパーク（緯〈９２〉７１１１）へ
※作品の提出は申込後。

あかり作品

デンパーククラブハウスの
講師
１０月～来年３月に、花・健康・暮ら
しに関する講座を定期的にデンパーク
クラブハウスで開催する講師を募集し
ます。
■定■内募集内容獅定員が８～２０人程度の
講座を２・３講座 謝礼獅１回８０００
円

■申７月２２日晶～８月３１日昌午前９時３０
分～午後５時に、直接か電話でデン
パーククラブハウス（緯〈９２〉７１１２）へ

費用定員対象とき講座名

各
６９００円

３０人
小学１
～３年
生

９月９日晶・１６日晶・２３日晶、１０月２１日晶・
２８日晶、１１月４日晶・１１日晶・１８日晶・２５日
晶、１２月２日晶・９日晶・１６日晶午後４時～
４時５０分（全１２回）

児童スイミ
ング

各
４０人

１８歳以
上の女
性

９月６日昇・１３日昇・２０日昇・２７日昇、１０月
１８日昇・２５日昇、１１月１日昇・８日昇・１５日
昇・２２日昇・２９日昇、１２月６日昇午前１１時～
１１時５０分（全１２回）

シェイプア
ップアクア

９月９日晶・１６日晶・２３日晶、１０月２１日晶・
２８日晶、１１月４日晶・１１日晶・１８日晶・２５日
晶、１２月２日晶・９日晶・１６日晶午後１時～
１時５０分（全１２回）

らくらくア
クア

各
３０人

９月６日昇・１３日昇・２０日昇・２７日昇、１０月
１８日昇・２５日昇、１１月１日昇・８日昇・１５日
昇・２２日昇・２９日昇、１２月６日昇午後１時～
１時５０分（全１２回）ゆったりス

イム
５７５０円

９月８日昭・１５日昭、１０月２０日昭・２７日昭、
１１月１０日昭・１７日昭・２４日昭、１２月１日昭・
８日昭・１５日昭午後３時～３時５０分（全１０回）

各
６９００円

４０人
９月７日昌・１４日昌・２１日昌・２８日昌、１０月
１９日昌・２６日昌、１１月２日昌・９日昌・１６日
昌・３０日昌、１２月７日昌・１４日昌午後７時～
７時５０分（全１２回）

あげあげア
クア

２０人４歳以
上

９月７日昌・１４日昌・２１日昌・２８日昌、１０月
１９日昌・２６日昌、１１月２日昌・９日昌・１６日
昌・３０日昌、１２月７日昌・１４日昌午後４時～
４時５０分（全１２回）

幼児スイミ
ング

■内■時■対■定■￥下表のとおり
■申７月２０日昌～８月１２日晶午前１０時～午後７時３０分に、
直接マーメイドパレスへ
※受付方法諮児童スイミング・幼児スイミング施定員を超えた場合は８月
２２日捷に公開代理抽選（未受講者優先）、受講料は８月２３日昇～９月２日晶

に納付 その他の講座施先着順、受講料は申込時に納付
※定員に満たない講座は追加募集あり。

■問マーメイドパレス（緯〈９２〉７３５１）
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福祉への善意・寄付ありが
とうございます
５月分／受け付け順／敬称略
市社会福祉協議会善意銀行
柵木知枝子、祥南小学校、ほほえみダ
ンス、桜井福祉センター利用者、ふれ
あいダンス、中村富士子、さわやかダ
ンス、日本モウルド工業株式会社、匿
名
市役所関係
杉本由美子、株式会社三富、藤野千秋

安城七夕まつりに伴う通行規制によ
り、ＪＲ安城駅周辺のあんくるバスの
バス停が利用できなくなります。
また、一部の運行時刻が変わります。
詳細は、市公式ウェブサイト・各バス
停の臨時時刻表で確認してください。
■時８月５日晶～７日掌

■内利用できなくなるバス停獅日の出・
朝日町東・朝日町西・ＪＲ安城駅・
御幸本町西、松井整形前（安祥線の
み）
臨時に設けるバス停獅末広・相生・
松井整形東・文化センター・ＪＲ安
城駅東

■問都市計画課（緯〈７１〉２２４３）、商工課（緯

〈７１〉２２３５）

安城七夕まつりに伴うあん
くるバス運行の変更

中小企業で働く従業員のための退職
金制度です。
国の掛金助成を受けられ、掛金は全
額非課税、社外積立なので管理も簡単。
パートタイマーや家族従業員も加入で
きます。
■問独立行政法人勤労者退職金共済機構
中小企業退職金共済事業本部（緯０３
〈６９０７〉１２３４）、市商工課（緯〈７１〉２２３５）

中小企業退職金共済制度

国民健康保険「高齢受給者
証」を送付
現在の高齢受給者証（薄だいだい色）

の有効期限は７月３１日掌です。７月下
旬に新しい高齢受給者証（白色）を送付
します。
８月以降に医療機関で診療を受ける
場合には、保険証とともに新しい高齢
受給者証を提示してください。
高齢受給者証は、医療費の自己負担
割合を示すものです。割合は、平成２７
年中の収入・所得により判定します。
■対７０歳以上の国民健康保険加入者
■他７０歳の誕生日の翌月１日（１日生ま
れの人は誕生月）から該当になりま
す。新たに対象となる人には、該当
月の前月下旬に送付します

■問国保年金課（緯〈７１〉２２３０）

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公売します。
■時７月２７日昌午後１時３０分～２時
■場市役所本庁舎
■内公売物件獅分譲マンション１室（１
件）

■他詳細は市公式ウェブサイト内「不動
産公売」のページで確認してくださ
い。滞納市税の完納等があった場合
には、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

７月２０日昌まで、夏の交通安全市民
運動を実施しています。夏は暑さやレ
ジャーの疲れから、運転者の注意力が
散漫になりがちです。長時間の運転を
避ける等、交通事故防止に努めましょ
う。
〈運動重点〉
暫子どもと高齢者を交通事故から守ろ
う

暫すべての座席でシートベルトとチャ
イルドシートを正しく着用しよう

暫飲酒運転を根絶しよう
暫歩道は歩行者優先、自転車は安全速
度で走ろう

■問市民安全課（緯〈７１〉２２１９）

夏の交通安全市民運動

自転車盗は、市内で最も多く発生し
ている犯罪です。
夏は被害が増えます。「今日に限って」

と油断せず、自転車を大事にするため
に、次のことに注意しましょう。
〈被害を防ぐキーポイント〉
暫必ず鍵をかける
暫防犯性の高い錠を使用するとともに、
ツーロック（錠を２ヵ所に設置）をす
る

暫停める場所に注意する
■問安城警察署（緯〈７６〉０１１０）、市市民安
全課（緯〈７１〉２２１９）

自転車盗多発中

点検していますか？
住宅用火災警報器
全ての住宅に住宅用火災警報器の設
置が義務づけられて１０年が経過しよう
としています。
取付後も、いざというときに故障や
電池切れのないよう、定期的に作動確
認（垂れているひもを引く又はボタン
を押す）をしましょう。
また、１０年を経過した住宅用火災警
報器は、電子部品の寿命や電池切れ等
で火災を感知しなくなることがあるた
め、交換しましょう。
まだ設置していない家庭は、大切な
命を守るために一日も早く住宅用火災
警報器を設置しましょう。
■問衣浦東部広域連合消防局予防課（緯

〈６３〉０１３６）

８月７日掌は歴史博物館・市民ギャ
ラリー・埋蔵文化財センター・安祥公
民館を終日休館します。
■問文化振興課（緯〈７７〉６６５５）

歴史博物館等の臨時休館

■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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