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フォトアラカルト
当日募集の写真講座。

■時８月２７日松午後１時３０分～３時３０分
■内テーマ施写真日記をつけよう
■講鶴田郁夫氏（フォトマスターEX）

いく お

■定２０人（当日先着順）
■￥２０００円
押し花講座（Ⅱ）
■時９月１日昭・１５日昭、１０月６日昭・
２０日昭、１１月３日抄・１７日昭午前
１０時～正午（全６回）

■内押し花の作り方と、押し花を使っ
た額物作りにも挑戦します

■講長谷川はる子氏
■定３０人（先着順）
■￥６０００円（材料費別途。開講日の入
園券付）

■申申込締切日獅８月２５日昭

フラワーアレンジメント講座（Ⅱ）
■時９月１日昭・１５日昭、１０月６日昭・
２０日昭、１１月３日抄・１７日昭午後
１時３０分～３時３０分（全６回）

■内季節やテーマに沿ったアレンジ
■講山口秋子氏

あき こ

■定３０人（先着順）
■￥６０００円（材料費別途。開講日の入
園券付）

■申申込締切日獅８月２５日昭

サンドウィッチ教室
■時９月２日晶、１０月７日晶、１１月４
日晶午前１０時～正午（全３回）

■講城殿ミキ氏（カフェプランナー）
き どの

■定２０人（先着順）
■￥６０００円（材料費１回１５００円別途）
■持エプロン・筆記用具・フキン
■申申込締切日獅８月２６日晶

飾り巻き寿司講座
■時９月５日捷、１０月３日捷、１１月７
日捷午前１０時～正午（全３回）

■講城殿ミキ氏（JSIA認定飾り巻き寿
司マイスターインストラクター）

■定２０人（先着順）
■￥６０００円（材料費１回１５００円別途）
■持エプロン・筆記用具・巻きす
■申申込締切日獅８月２９日捷

はじめてのデコパージュ教室
■時９月７日昌・２１日昌、１０月５日昌・
１９日昌、１１月２日昌・１６日昌午前
１０時～正午（全６回）

■講Haru（ハル）氏
■定１０人（先着順）
■￥６０００円（材料費別途）
■申申込締切日獅８月３１日昌

ふわふわテーブルフォト
■時９月１４日昌・２８日昌午前１０時～正
午（全２回）

■内テーブルの上でお気に入りの小物
を撮影しながらフォトレッスン

■講岡本由樹子氏
ゆ き こ

■定１５人（先着順）
■￥２３００円
■申申込締切日獅８月３１日昌

エンジョイ！写真講座（後期）
■時９月８日昭・２９日昭、１０月１３日昭・
２７日昭午前１０時～正午（全４回）

■内撮影実習と講評。モデル撮影も有
■講細井哲雄氏

てつ お

■定２０人（先着順）
■￥４５００円
■申申込締切日獅９月１日昭

寄せ植え講座「ぷくぷくな色々の多
肉植物で寄せ植え」
■時９月９日晶午前１０時～正午
■講野正美保子氏（RHSJコンテナガー

み ほ こ

デニングマスター）
■定２０人（先着順）
■￥４０００円
■持薄手袋・はさみ・エプロン
■申申込締切日獅８月２６日晶

■問デンパーククラブハウス（緯〈９２〉７１１２）
■他入園料別途（一部を除く）。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

■申特に記載のあるものを除き、各申込締切日までの午前９時３０分～午後５時
までに、直接か電話で同クラブハウスへ

デンパークサマーフェステ
ィバル
■問デンパーク（緯〈９２〉７１１１）
■￥入園料
ナイター営業
■時８月６日松～２８日掌の毎週松掌

■内午後９時まで営業
■他１４日掌はゆかたで来園した人は入園
無料
モンキーパフォーマンス

■時８月６日松・７日掌・２７日松・２８日
掌 いずれも午後３時～８時２０分
※雨天中止、体調等の事由により予
告なく変更の場合あり。

花火ショー

■時８月７日掌・１３日松・１４日掌・２０日
松・２１日掌・２７日松・２８日掌 いず
れも午後８時２０分
※小雨決行、荒天中止。

冷リンピック
■時８月１３日松・１４
日掌午前１０時～
午後８時３０分

■内ふわふわかき氷、
冷た～いスイー
ツの移動販売車
が集合

ひきこもり家族のつどい
■時８月３１日昌午後１時３０分～３時３０分
■場衣浦東部保健所（刈谷市大手町）
■内講話施ひきこもりとは～基本的理解
と対応について～、ひきこもり経験
者の体験談

■講鈴木法政氏（NPO法人青少年自立援
のり まさ

助センター北斗寮センター長）
■対ひきこもり状態にある人の家族
■定３０人（先着順）
■申８月３０日昇までに、電話で衣浦東部
保健所健康支援課（緯〈２１〉９３３７）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。

ツツツナナ諮諮

ナポリタナポリタンン

諮諮

神戸モンキーズ劇神戸モンキーズ劇場場
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■問市下水道管理課（緯〈７１〉２２４７）
矢作川浄化センター
■時８月１８日昭・１９日晶午後１時～３時
■場矢作川浄化センター（西尾市港町）
■内下水道の仕組みを説明、施設見学等
■対小学生とその保護者
※申込不要。

境川浄化センター
■時８月１９日晶午後１時３０分～４時
■場境川浄化センター（刈谷市衣崎町）
■内顕微鏡による微生物観察、水質測定
の簡易実験、施設見学

■対小学生とその保護者
■定２０組（先着順）
■申８月２日昇～１０日昌午前９時～午後
５時（松掌を除く）に、電話で境川浄
化センター（緯〈２５〉１２９５）へ

夏休み親子下水道教室

危険物取扱者保安講習会

■時■場上表のとおり
①獅ライフポートとよはし ②獅アイ
プラザ半田 ③獅豊田市民文化会館
④獅幸田町民会館 ⑤獅ウィルあいち
■￥４７００円
■申８月１２日晶までに 郵送獅申請書を
（一社）愛知県危険物安全協会連合会
（〒４６０－０００１名古屋市中区三の丸三
丁目２－１）へ 電子申請獅同連合
会ウェブサイトから申込
※申請書は、同連合会ウェブサイト・
各消防署で配布。

■問（一社）愛知県危険物安全協会連合会
（緯０５２〈９６１〉６６２３）、衣浦東部広域連
合予防課（緯〈６３〉０１３７）

講習種別
会場講習日

一般特定給油
午前－午後①９月２９日昭

－午後－②１０月４日昇

午後－午前５日昌

午後－午前③７日晶

午後－午前④１４日晶

午前
午後－－

⑤

１８日昇

午後午前－１９日昌

午前－午後２０日昭

午後－午前２１日晶

給油＝給油取扱所 特定＝特定事業所

■時９月２５日掌午前１０時～１１時３０分、午
後１時～２時３０分

■場アンデン株式会社（篠目町）
■内補助輪を外して自転車に乗るための
手伝いをします

■対補助輪を外したい子どもとその保護
者

■定各５０人（定員を超えた場合は抽選）
■持自転車、ヘルメット、参加者に事前
に送付する参加証（９月初旬に発送
予定）、飲み物やタオル等（熱中症対
策）

■申８月２１日掌までの午前８時３０分～午
後５時１５分（松掌抄を除く）に、直接
か電話で都市計画課
（緯〈７１〉２２４３）へ
※右QRコードからも
申込可。

こども自転車教室

■時９月４日掌午前７時３０分～午後６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

■内千年持続型社会に向けた取組をして
いる根羽村を見学し、根羽村の皆さ
んと交流します

■対市内在住の人
■定４０人（先着順）
■￥８００円（食費）
■申８月４日昭～１６日昇に、催し名・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

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

環境学習講座
～根羽村との交流ツアー～

■場子育て支援センター（あんぱ～く内）
■申８月１６日昇午前９時から、電話で子
育て支援センター（緯〈７２〉２３１７）へ
※１人１講習まで。

親子遊び講習会
■時８月２５日昭午前１０時～１１時３０分
■内乳児にとって大切な語りかけ～マザ
リーズを楽しむ～

■講児玉珠美氏（名古屋女子大学短期大
たま み

学部保育学科講師）
■対１歳未満の子とその保護者
■定２５組（先着順）
■持バスタオル
子育て何でも相談広場
■時９月１日昭午前１０時～１１時３０分
■内入園を控えての子育て
■講保育園・幼稚園園長
■対乳幼児とその保護者
■定２０組（先着順）
親子遊び講習会
■時９月１６日晶午前１０時～１１時３０分
■内親と子の心をつなぐわらべうた
■講東りつ子氏（わらべうた講師）

ひがし

■対１歳６カ月～未就園の子とその保護
者

■定３０組（先着順）

あんぱ～くの講習会

童話作家 阿部夏丸さんと
半場川で魚と遊ぼう
夏休みの思い出に親子で魚とりをし
ませんか？
■時８月２７日松午前８時３０分～１１時３０分
■場デンパーク北側の半場川
■対３～１２歳の子とその保護者
■定１００人（先着順）
■申８月４日昭～１５日捷に、催し名・郵
便番号・住所・氏名・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

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

■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

今月の再生家具入札販売
■時８月１４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）



■申特に記載のあるものを除き、８月６
日松から各申込期限までの午前９時
～午後８時（休館日を除く）に、直接
か電話で市スポーツセンター（緯〈７５〉
３５４５）へ
アクアビクス教室体験
■時９月１日昭・８日昭午後１時～２時
（いずれか１日のみ参加可）

■内アクアビクス教室を体験
■対１８歳以上
■定各５人（先着順）
■持水着・水泳帽子
■申各開催日当日の午前９時～正午に、
直接か電話で同センターへ
アクアビクス教室
■時９月１日昭～１２月２２日昭の毎週昭午
後１時～２時（９月２２日抄、１１月３
日抄・２４日昭を除く。全１４回）

■対１８歳以上
■定３０人（先着順）
■￥６５００円
■持水着・水泳帽子
■申申込期限獅８月３１日昌

チャレンジ背泳ぎ
■時９月６日昇～１０月２５日昇の毎週昇午
後１時～２時（全８回）

■内背泳ぎに挑戦
■対１８歳以上でクロールで２５杓泳げる水
泳初心者

■定１０人（先着順）
■￥４０００円
■持水着・水泳帽子・ゴーグル
■申申込期限獅８月３１日昌

大人水泳体験会
■時９月９日晶・１６日晶午後１時～２時
（全２回）

■内１０月から開催する基礎水泳教室を事前
に体験

■対１８歳以上の初心者・プール未経験者
■定１０人（先着順）
■￥施設使用料
■持水着・水泳帽子・ゴーグル
■申申込期限獅９月８日昭

レベルアップスイム
■時９月１０日松・１７日松午後６時～８時
（全２回）

■内水泳の練習メニューを体験
■対１８歳以上で５０杓を自由形で概ね４０秒
～６０秒で泳げる人（申込時にクラス
分けのため、タイムを聞き取ります）

■定１０人（先着順）
■持水着・水泳帽子・ゴーグル
■￥施設使用料
■申申込期限獅９月９日晶

パパママ教室 たいけん編

妊娠中の生活や育児について体験を
通して学ぶ教室です。
■時９月１０日松（特に記載のないものは
午前９時２０分～正午。受付は午前１１
時まで）

■場市保健センター仮設健診室（同セン
ター西側の駐車場）

■対妊婦、家族、その支援者
※市外在住者は市内在住（住民登録
のある）者と一緒に参加してください。

■申要予約のものは８月２２日捷～９月２
日晶午前８時３０分～午後５時１５分
（松掌を除く）に、来所か電話・ファ
クスで市保健センター（緯〈７６〉１１３３
／胃〈７７〉１１０３）へ
赤ちゃん体操と交流コーナー（要予約）
■時午前９時２０分・１０時２０分・１１時２０分
■内赤ちゃん体操を通じて接し方や触れ
合い方を学び、赤ちゃんのお父さん・
お母さんから、妊娠・出産・育児の
体験談を聞き、交流します（約４０分）

■他高校生が命の大切さを学ぶ機会とし
て参加します

■定各８組（先着順）
絵本読み聞かせコーナー（要予約）
■時午前９時３０分・１０時１０分・１０時５０分・
１１時３０分

■内赤ちゃんは絵本が大好きです。お父
さん、お母さんの温かい声で絵本を
読んであげましょう。読み聞かせの
実演、赤ちゃん向き絵本の紹介をし
ます（約２０分）

■定各１０組（先着順）
抱っこ体験コーナー
■内赤ちゃん人形を使って、抱っこの体
験（約１０分）

妊婦疑似体験コーナー
■内夫や家族が妊婦体験ジャケットを着
用し、日常生活の様々な動作を体験
（約１０分）
赤ちゃんのおもちゃづくりコーナー
■内身近な材料を使い、赤ちゃんが喜ぶ
おもちゃ作りを体験（約１５分）

展示コーナー
■内栄養バランスのとれた食事、歯の豆
知識、知っておくとあわてない家族
風呂デビューのポイント等の展示や
DVD上映（事故予防、お母さんと赤
ちゃんの絆を深める内容）

市スポーツセンタープール
の催し・講座（大人向け）

■申８月６日松から各申込期限までの午
前９時～午後８時（休館日を除く）に、
直接か電話で市スポーツセンター
（緯〈７５〉３５４５）へ
筋トレマシン使い方指導
■時９月７日昌・１４日昌午後１時３０分～
２時３０分（全２回）

■場市スポーツセンター
■内健康増進を目的とした効果的なマシ
ンの使い方を指導

■対初回講習受講済の１８歳以上
■定１０人（先着順）
■￥施設使用料
■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）

■他初回講習の日程は直接同センターに
問い合わせてください

■申申込期限獅９月６日昇

ニュースポーツ体験（ノルディック
ウォーキング）
■時９月２２日抄午前１０時３０分～１１時３０分
※雨天中止。

■場市総合運動公園
■内２本のポール（ストック）を使ってよ
り効果的な歩行運動を体験

■対１８歳以上のノルディックウォーキン
グ未経験者

■定１０人（先着順）
■持運動シューズ、運動のできる服装、
タオル、飲み物（ペットボトル）
※ポール無料貸出あり。

■申申込期限獅９月２１日昌

市スポーツセンターの催し・
講座（大人向け）

■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。
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■時９月７日昌～１０月１２日昌の毎週昌

①午後４時～５時 ②午後５時～６
時（いずれも全６回）

■場市スポーツセンター
■内水慣れやクロールから始める初心者
対象の教室

■対①小学１・２年生 ②小学３・４年
生 いずれも２５杓以上泳げる人は不
可

■定各１５人（先着順）
■￥３５００円
■持水着・水泳帽子・ゴーグル（必要で
あれば）

■申８月６日松～２０日松午前９時～午後
８時（休館日を除く）に、受講料を持
ち直接市スポーツセンター（緯〈７５〉
３５４５）へ
※電話申込不可。

市スポーツセンターの
子供水泳教室

自転車購入費補助金の申請に必要な
講習会です。
■時８月２０日松、９月１０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

■申各講習会開催日の３日前までの午前
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

■時９月３日松午前９時～正午
■場市民交流センター
■内イカの塩辛、魚のさばき方、てんぷ
ら等の料理と試食

■講尾崎留吉氏（漁場研究
とめ きち

・道
どう

栄丸船長）
えい まる

■対市内在住の大人
■定１５人（先着順）
■￥５００円
■持包丁・エプロン・三角巾・タオル等
■申８月４日昭～１６日昇に、催し名・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

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

環境学習講座～プロの漁師
から学ぶ絶品調理法～

自転車安全利用講習会

■時９月１０日松午前９時～午後５時（予
定）

■場集合・解散獅歴史博物館
■内名古屋市見

み

晴
はらし

台考古資料館、断夫山
だい だん ぷ さん

古墳、志段味古墳群（志段味大塚古
し だ み おお つか

墳、白鳥１号墳等）、青塚古墳（まほ
しら とり あお つか

らの館）等をバスで巡る
■講川﨑みどり氏（文化財保護委員）
■対市内在住・在勤・在学の人
■定２０人（定員を超えた場合は抽選）
■￥１５８０円（昼食代を含む）
■持筆記具、かさ、水筒、帽子、常備薬・
虫除等、懐中電灯（石室見学用）

■申８月１９日晶までに、住所・氏名・年
齢・電話番号をはがき（必着）かファ
クス・Ｅメールで、文化振興課第１
回あおぞら歴史教室係（〒４４６－００２６
安城町城堀３０／胃〈７７〉６６００／bun
kashinko@city.anjo.aichi.jp／緯

〈７７〉４４７７）へ
※２人分まで同時に申込可。

あおぞら歴史教室「名古屋
と尾張の古墳をたずねて」

■時９月１３日昇から１０月１８日昇までの９
月の昇～昭、１０月の昇昭晶午前９時
～午後３時４０分

■場岡崎市産業人材支援センター（岡崎
市羽根町）

■内ワープロ・表計算・パワーポイント
の利用まで実際に活用できる知識を
学習

■対身体・精神等の障害者手帳所持者
（健常者用のパソコン操作、階段の
昇降が可能な人）

■定１０人（面接で選考）
■申８月１６日昇までに、公共職業安定所
（ハローワーク刈谷）にて手続きをし
てください
※受講には公共職業安定所での求職
登録が必要です。

■問ハローワーク刈谷（緯〈２１〉５００１）、愛
知障害者職業能力開発校（緯０５３３〈９３〉
２５０５）

愛知県障害者委託訓練岡崎
情報 パソコン応用コース

セントレアで究極の飛行を
体感せよ！
ABOVEANDBEYOND（アバブ ア
ンド ビヨンド）
中部国際空港（セントレア）では、航

空や宇宙の魅力を体感できる企画展を
開催中です。
セントレアや中部地域とつながりの
深い航空機メーカー、ボーイング１００
周年の記念事業であり、日本では初開
催です。
■時１０月８日松までの午前１０時～午後７
時
※最終受付午後６時。

■場中部国際空港第二セントレアビル
セントレアホール（常滑市）

■内人類初の動力飛行の成功から、最新
技術まで、航空宇宙科学のあゆみを
体験型コンテンツで紹介します

■￥当日券諮大人施１２００円 高校生・大
学生施９００円 小中学生施５００円
※お得な前売券をローソンチケット、
チケットぴあ、イープラスで販売。

■問ABOVEANDBEYOND事務局（緯

０５６９〈３８〉０１５０）

■場環境学習センターエコきち他
■他詳細は問い合わせてください
■申８月５日晶から各開催日の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
夏の自然を体験しよう
■時８月１８日昭午前９時５０分～正午
■場豊田自然観察の森（現地集合・解散）
■講鬼頭茂雄氏

しげ お

■対小学生以上とその保護者
■定２０人（先着順）
■持水筒、帽子、歩きやすい服装
流しそうめん
■時８月２１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歳以上とその保護者
■定２０人（先着順）
■￥２００円
■持お椀、はし
夜のネイチャーゲーム
■時８月２７日松午後６時～７時３０分
■内夜の秋葉公園で自然の姿を観察
■講古居敬子氏
■対４歳以上とその保護者
■定１５人（先着順）
■￥１００円
■持懐中電灯、長そで、長ズボン

エコきちの催し
（自然体験）

■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
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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８月５日晶午前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〉０１
３５）
普通救命講習Ⅲ
■時８月２０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■申刈谷消防署救急係（緯〈２３〉１２９９）
普通救命講習Ⅰ
■時８月２１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■申碧南消防署救急係（緯〈４１〉２６２５）
上級救命講習
■時８月２７日松午前９時～午後６時
■内成人・乳児等の心肺蘇生法、傷病者
管理、外傷の応急手当、搬送法等

■場■申安城消防署救急係（緯〈７５〉２４９４）
普及員講習再教育
■時８月２８日掌午前９時～正午
■内■対応急手当普及員の資格を持つ人が、
前回の講習受講日から３年以内に再
度受講するための講習

■場■申知立消防署救急係（緯〈８１〉４１４４）

甲種防火管理新規講習・乙
種防火管理講習
■時甲種獅９月１５日昭・１６日晶午前９時
４５分～午後４時 乙種獅９月１５日昭

午前９時４５分～午後４時３０分
■場碧南市文化会館（碧南市源氏神明町）
■定１２０人（先着順）
■￥４０００円
■申８月２２日捷～２６日晶午前８時３０分～
午後５時に、申込書と証明写真（縦
４㎝×横３㎝、３カ月以内に撮影し
たもの）を持ち安城消防署（緯〈７５〉２４
５８）へ
※申込書は同署・衣浦東部広域連合
ウェブサイトで配布。

■問衣浦東部広域連合予防課（緯〈６３〉０１３６）

■場環境学習センターエコきち
■他詳細は問い合わせてください
■申８月５日晶から各開催日の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

エコきち環境大学
■時８月２０日松午後１時３０分～３時
■講飯尾歩氏（中日新聞論説委員）

あゆみ

■内講演テーマ施環境問題の今
■対中学生以上
■定４０人（先着順）
太陽熱で回る簡単な風車をつくろう
太陽熱が空気を動かし風車を回す簡
単な工作・実験をしよう。
■時８月１９日晶午前１０時～１１時３０分
■対小学生以上
■定５人（先着順）
竹細工
竹を使って昆虫をつくろう。

■時８月２０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
■定１０人（先着順）
■￥１００円
虫の鳴き声細工
虫の鳴き声がする竹細工をつくろう。

■時８月２２日捷午前１０時～１１時３０分
■講川角正彦氏

まさ ひこ

■対小学生以上とその保護者
■定１０人（先着順）
■￥１００円
よく飛ぶ紙ひこうき
■時８月２５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４歳以上の子とその保護者
■定１０人（先着順）
かえるの置物

竹の自然な形を生かしたかえるのか
ざりをつくろう。
■時８月２８日掌午前１０時～１１時
■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）
■￥１００円

エコきちの催し
（講演会・エコ工作）

■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。

丈山苑サマージャズコンサ
ート
■時８月２０日松午後２時～３時
■内出演獅森谷ワカ（安城市出身）

もり や

■￥入苑料獅１００円（中学生以下無料）
呈茶料獅３００円

■問丈山苑（緯〈９２〉７７８０）へ

■問マーメイドパレス（緯〈９２〉７３５１）
プール利用時間延長
■時８月３１日昌まで
■内期間中はプール・トレーニングルー
ムともに利用時間を午前１０時～午後
９時（入場は午後８時３０分まで）に延
長
※期間中は無休。
早得！お菓子のつかみ取り
■時８月８日捷～１０日昌午前９時３０分か
ら参加券を配布

■内プール利用後、お菓子つかみ取りに
参加できます

■対小学生以下
■定各５０人（先着順）
■￥施設利用料
水中宝探し
■時８月１１日抄午前１０時
■内プール内に隠されたカプセルを見つ
け出して、景品をゲットしよう

■対プールを利用する小学生以下
■定５０人（当日先着順）
■￥施設利用料
ちびっこ抽選会
■時８月２２日捷午前１０時
■内プール利用後に抽選でお菓子の詰め
合わせ等を進呈

■対小学生以下
■定５０人（先着順）
■￥施設利用料
マーメイドちゃん・マーメイド王子を
探せ
■時８月３１日昌午前１０時
■内プール内に隠されたマーメイドちゃ
ん・マーメイド王子を探し出して、
正解した子に無料利用券を進呈

■対プールを利用する小学生以下
■定１００人（当日先着順）
■￥施設利用料

マーメイドパレスへ行こう
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歴史博物館の催し

Excelマクロ／VBA入門
■時９月１７日松・２４日松午前９時～午後
４時（全２回）

■場愛知障害者職業能力開発校（豊川市）
■内Excelマクロの基本操作とプログラ
ミングの基礎知識を習得

■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１０人（定員を超えた場合は抽選）
■申９月９日晶までに、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。

障害者スキルアップ講座
（在職者訓練）市の施設をめぐり、業務の様子等を

見学します。
■時９月２１日昌・２８日昌、１０月５日昌・
１４日晶

■内見学施設例施エコらんど、北部浄水
場、丈山苑、防災倉庫、アグリライ
フ支援センター等
※集合・解散場所は相談に応じます。

■対市内在住者で構成する１０人以上の団
体
※乳幼児の同伴は不可。

■定各日１団体（１団体２０人以内。希望
日が重なった場合は抽選）

■￥昼食代、施設入場料
■申８月１６日昇までの午前９時～午後５
時（松掌抄を除く）に、希望日（第１・
２希望）・団体名・代表者の住所・氏
名・電話番号・見学希望施設名を電
話で秘書課広報広聴係（緯〈７１〉２２０２）
へ

施設めぐり

食生活を中心とした健康づくりのボ
ランティア活動をするために、食に関
する知識や技術を学びます。健康づく
りの輪を広めましょう。
■時９月７日昌・２１日昌、１０月６日昭・
１９日昌、１１月２日昌概ね午前９時３０
分～午後３時（全５回）

■場文化センター
■内講義、調理実習、運動等
■講管理栄養士・保健師・健康づくりリ
ーダー・ヘルスメイト等

■対全日程出席でき、受講後ヘルスメイ
トとして活動可能な市内在住の人

■定２０人（先着順）
■￥１６００円
■持エプロン・三角巾・筆記用具
■他あんじょう健康マイレージポイント
「健康アクション部門」対象事業です
■申８月２日昇～１９日晶午前８時３０分～
午後５時１５分（松掌抄を除く）に、電
話又は申込書を持参かファクスで市
保健センター（緯〈７６〉１１３３／胃〈７７〉
１１０３）へ
※申込書は、同センター・市公式
ウェブサイトで配布。

■問堀内公園（緯〈９９〉５９４７）
夏休み体験講座「手作りMY箸作り体験」
■時８月１３日松・１４日掌午前１１時、午後
1時・３時

■定各１０人程度（先着順）
■他各開始時間の開始１０分前より同園管
理事務所前付近で整理券を配布

お盆企画「回数券限定販売」
■時８月１３日松～２１日掌午前９時～午後
４時（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
南吉スタンプラリー
■時８月１３日松～２１日掌午前９時～午後
４時（休園日を除く）

■内新美南吉作品を題材にしたクイズ形
式のスタンプラリー。参加賞有

■対小学生以下
■定各１００人（当日先着順）
※１人１日１枚まで。
作ってみよう！「牛乳パックＤＥはがき
作り」
■時８月２０日松・２１日掌午前１０時～午後
３時

■内牛乳パックから手作りはがきを作ろ
う！

■定各３０人程度（当日先着順）

堀内公園の催し

■時９月２２日抄午後２時
■場市総合運動公園陸上競技場
■対市内在住・在勤・在学の競技者
■内小学生男女施１２００杓 中学生男女施

３０００杓 ジュニア女子・一般女子施

３０００杓 ジュニア男子・一般男子・
４０歳以上施５０００杓
※ジュニア施平成１０年４月２日から
平成１３年４月１日までに生まれた人
一般施平成１０年４月１日以前に生ま
れた人 ４０歳以上施昭和５１年１２月３
日以前に生まれた人。

■申８月１６日昇～９月６日昇午前９時～
午後５時（捷を除く）に、申込書を持
ち市体育協会（市体育館内／緯〈７５〉
５１８２）へ
※申込書は同協会・同協会ウェブサ
イトで配布。
※９ページ掲載の安城選手権大会の
一部種目で選考会を兼ねる場合も、
申込が必要です。
※詳細は問い合わせてください。

■問市体育館（緯〈７５〉３５３５）

県市町村対抗駅伝競走大会
選手選考会

ヘルスメイト養成講座
（１期）

■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

竹水鉄砲を作って遊ぼう
■時８月２１日掌午前１０時～正午
■場歴史博物館
■講平野周

しゅう

一氏（造園職業訓練指導員）
いち

■対小学生以上とその保護者
■定１２組（先着順）
■￥３００円
■申８月５日晶午前９時から（休館日を
除く）電話で歴史博物館（緯〈７７〉６６５５）
へ
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個人事業税第１期分の納税
をお忘れなく
個人事業税の第１期分の納期限は、
８月３１日昌です。
８月中旬に県から納税通知書を送付
しますので、銀行、信金、農協、漁協、
ゆうちょ銀行（ゆうちょ銀行代理店の
郵便局を含みます）等の金融機関・コ
ンビニエンスストア・MMK設置店
（ＭＭＫ端末が設置されているスーパ
ー、ドラッグストア等の店舗）・県税事
務所で納付してください。
なお、Ｐａｙ-ｅａｓｙ（ペイジー）に対応
しているインターネットバンキング又
はＡＴＭを利用して納付することもで
きます。
※コンビニエンスストア及びＭＭＫ設
置店については納付書の納付金額が
３０万円以下のものに限ります。
※Pay-easy並びにゆうちょ銀行及び
郵便局では領収証書が発行されませ
ん。領収証書が必要な場合は、金融
機関等の窓口で納付してください。

納税には便利な口座振替を
納税には便利で安全な口座振替の制
度があります。希望する人は口座を開
設している金融機関の窓口で手続をし
てください。
■問西三河県税事務所（緯０５６４〈２７〉２７１３）、
市市民税課（緯〈７１〉２２１４）

矢作川水源基金に参加と関
心を
矢作川の水は私たちの生活に欠かせ
ない大切なもの。しかし水源地域では、
過疎化や林業の低迷等課題は山積して
います。この基金は、植林や保育等山
の管理と上下流域の交流に活用されま
す。
皆さんも上下流域の交流への参加や
基金への寄付をお願いします。
■問（公財）矢作川水源基金事務局（緯０５６
４〈２３〉２６４５）、市企画情報課（緯〈７１〉２２
０４）

夏の安全なまちづくり市民
運動
夏は、１年を通じて油断しやすい時
期です。暑い日が続くため、窓を開け
たまま寝てしまうことも多くあり、侵
入盗が多発します。
また、日が長くなり、気がつくと遅
い時間になっていることもしばしば。
夜だけではありませんが、できるだけ
一人で行動しないようにする等、犯罪
に巻き込まれないように注意する必要
があります。
日ごろから、家族や知り合いの人と
声を掛け合い、振り込め詐欺、侵入盗、
性犯罪等の被害に遭わないよう、対策
を実践しましょう。
〈運動の重点〉
暫住宅を対象とした侵入盗の防止
暫子どもと女性の犯罪被害防止
暫自動車盗の防止
暫特殊詐欺の被害防止
■時運動期間獅８月１日～１０日
■問安城警察署（緯〈７６〉０１１０）、市民安全
課（緯〈７１〉２２１９）

児童扶養手当の加算額が変
わります
平成２８年８月１日から「児童扶養手

当法」の一部が改正され、平成２８年８
月（１２月支給分）から児童扶養手当の第
２子の加算額及び第３子以降の加算額
が変更されます。受給者の所得に応じ
て決定されます。
■内子どもが２人目の加算額（月額）諮変
更前施定額５０００円 変更後施全額支
給１００００円、一部支給９９９０円～５０００
円 子どもが３人目以降の加算額

（１人につき月額）諮変更前施定額
３０００円 変更後施全額支給６０００円、
一部支給５９９０円～３０００円

■問子育て支援課（緯〈７１〉２２２９）

てらべサニーサイド保育園
での入園対象年齢が拡大
１０月１日より６週間～５歳児を受け
入れます。
■内入園対象年齢諮拡大前獅６カ月から
拡大後獅６週間から

■場てらべサニーサイド保育園（今本町）
■問子ども課（緯〈７１〉２２２８）

■時１１月分の利用予約受付開始日施８月
２日昇

■内利用できる部屋施第１・２・３・４
会議室、文化室、和室、芸能室

■申利用予約受付開始日の午前９時から
直接明祥公民館へ（午前９時の時点
で利用希望が重なった場合は抽選）

■問明祥公民館（緯〈９２〉３５２１）

現在改修中の明祥（旧南部）
公民館利用予約受付を開始

遊休農地と違反転用農地を解消する
ため、農業委員会は農地パトロールを
実施します。現地立ち入りへのご理解
をお願いします。
■時８月上旬～１１月３０日
■問農務課（緯〈７１〉２２３４）

農地パトロール

お盆休み等の大型連休中の
県営名古屋空港の駐車場
県営名古屋空港は、現在、９都市へ
１日２４往復運航しており、昨年よりも
４往復増えています。
盆休みや３連休等は、多くの利用客
が県営名古屋空港を利用するため、駐
車場が満車になることが予想されます。
その場合、駐車ができず航空機の搭乗
に間に合わないことも想定されます。
空港を利用する際は、名古屋・勝川・
西春の各駅と空港を約２０分で結ぶバス
を始めとする公共交通機関を利用して
ください。
■問県営名古屋空港（緯０５６８〈２９〉１６００）

水の日・水の週間
毎年８月１日は「水の日」と水循環基
本法により定められており、今年も８
月１日から７日までの「水の週間」にお
いては、全国各地で様々な行事が行わ
れます。
この機会に、普段当たり前のように
使っている水について、今一度よく考
え、その使い方を見直してみましょう。
家庭での節水のポイント
家庭では、次のようなことを心がけ
ると水の節約となり、家計にも優しく
なります。
暫歯磨きやシャワー等では、水を出し
っ放しにせず、こまめに蛇口を開け
閉めする

暫食器は油汚れ等を新聞紙や布で落と
してから水洗いをする

暫風呂の残り湯を洗濯、ふき掃除、植
木の水やり、まき水等に再利用する

暫水洗トイレの洗浄レバーは、大小を
使い分ける

■問県振興部土地水資源課（緯０５２〈９５４〉
６１１８）

■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。
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在宅重度障害者手当等の所
得状況届の提出を
下記手当の受給者へ、８月８日付で
書類を送付します。期限までに提出し
てください。提出が遅れると、手当の
支払いができなくなります。
■対在宅重度障害者手当・特別児童扶養
手当・障害児福祉手当・特別障害者
手当・経過的福祉手当の受給者

■申提出方法獅８月１２日晶～９月１２日捷

午前８時３０分～午後５時１５分（松掌

を除く）に、書類を持ち障害福祉課
（緯〈７１〉２２２５）へ

児童扶養手当、県・市遺児
手当の現況届の提出を
手当の受給者（受給額が全部停止の

人も含む）へ、８月初旬に関係書類を
送付します。期限までに提出してくだ
さい。提出がない場合、手当の支払い
ができなくなります。
なお、受給には本人及び生計が同じ
扶養義務者（直系血族、兄弟姉妹）の所
得制限があります。
※市遺児手当の現況届は、義務教育終
了後の児童を扶養している受給者の
み提出が必要。

※県遺児手当の現況届は送付しません。
今回より窓口で配布し、記入・提出
とします。

■他児童扶養手当の受給開始後５年経過
した人等は、就労状況等の届出が必
要です。６月に該当者へ書類を送付
しました。期限までに提出がない場
合、手当額が２分の１に減額されます

■申提出方法獅８月３１日昌までの午前８
時３０分～午後５時１５分（松掌抄を除
く）に、書類を持ち子育て支援課（緯

〈７１〉２２２９）へ

市の市民協働に関する取組や平成２９
年度までに策定予定の第２次安城市市
民協働推進計画について審議するため、
同委員の一部を公募します。
■内任期施１１月１日～平成３０年１０月３１日
（２年間） 選考施書類審査、面接
（９月１６日晶予定） 報酬施会議１回
７５００円

■対市内在住・在勤・在学・市内で活動
する満２０歳以上（平成２８年４月１日
現在）で、主に平日昼間に年５回程
度開催する会議に出席できる人

■定３人程度
■申８月１９日晶までの午前８時３０分～午
後５時１５分（松掌抄を除く）に、所定
の応募用紙を持参か郵送（消印有効）・
ファクス・Ｅメールで市民協働課
（〒４４６－８５０１住所記載不要／胃〈７２〉
３７４１／kyodo@city.anjo.lg.jp／緯

〈７１〉２２１８）へ
※応募用紙は、同課・市公式ウェブ
サイトで配布。

■内職種獅運転手 勤務内容獅発達障害
者１人の通所のための普通自動車移
送運転業務（障害者の付添含む） 雇
用期間獅９月１日～平成２９年３月３１
日 勤務日時獅捷～晶の間で指定す
る日の午前８時３０分～１１時の２．５時
間と午後２時～５時の内２時間（１
週間に２０時間未満） 勤務場所獅社
会福祉会館 賃金獅時給９１０円、通
勤割増１日２００円 選考獅面接（８月
２４日昌）

■対普通自動車運転免許を有する人
■定２人
■申８月５日晶～１９日晶午前９時～午後
５時（掌捷抄を除く）に、申込書を持
ち市社会福祉協議会（社会福祉会館
内／緯〈７７〉２９４１）へ
※申込書は同会館・同協議会ウェブ
サイトで配布。

社会福祉協議会臨時職員

現在の保険証の有効期限は８月３１日
です。８月中旬～下旬に新しい保険証
を世帯主宛て簡易書留で送付します。
■問国保年金課（緯〈７１〉２２３０）

国民健康保険証を更新

■問市学校給食協会（緯〈７５〉２３２２）
臨時給食調理職員
■場①中部調理場（福釜町） ②南部調理
場（和泉町）

■時採用時期獅９月上旬
■内勤務内容獅給食の調理（午後勤務は
食器の洗浄） 勤務日時諮捷～晶（抄

を除く。南部調理場は夏休み等学校
給食がない日も除く） ①獅午前８
時１５分～正午 ②獅午後１時１５分～
４時４５分 賃金獅時給９６０円、通勤
割増１日２００円 選考獅面接（各調理
場で随時）

■定各調理場３人程度
■申捷～晶午前９時～午後５時（抄を除
く）に、申込書を持ち市学校給食協
会（市役所西庁舎内／緯〈７５〉２３２２）へ
※申込書は同協会・同協会ウェブサ
イトで配布。
臨時給食調理職員 登録者
登録者を随時電話で受付しています。
勤務条件等を確認しながら、欠員の生
じた調理場で勤務できます。

臨時給食調理職員・登録者

成人保健業務に従事する臨時保健師
を募集します。
■内雇用開始獅９月１日 勤務日時獅捷

～晶午前８時３０分～午後５時（年５
回程度松掌勤務あり） 勤務内容獅

成人保健事業における生活習慣病予
防（保健指導）、健康教育、保健相談
等 賃金獅時給１４４０円、通勤割増１
日２００円 選考獅面接（８月２２日捷）

■他健康保険・厚生年金・雇用保険対象
■定１人
■申８月１日捷～１５日捷午前８時３０分～
午後５時１５分（松掌抄を除く）に、顔
写真付履歴書と保健師免許証の原本
を持ち市保健センター（緯〈７６〉１１３３）へ
※提出書類は返却しません。

臨時保健師

■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

安城市市民協働推進会議委
員



（ ）内は前月比

〈平成28年7月1日現在〉
総 人 口
男 性
女 性

世 帯 数

186,470人（＋145）
95,655人（＋100）
90,815人（＋ 45）
72,972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

109件（ 722件／－151）
485件（2,943件／－129）
85人（ 555人／－ 33）
0人（ 2人／－ 2）

人口・世帯

6月の火災・救急

6月の犯罪・事故

5件（うち建物 3件）
527件（うち急病356件）
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オリジナルまつりソングに合わせ、
一般道路を踊り会場として、２０００人を
超える踊り手がさまざまな衣装で踊り
ます。踊りコンテストもあり、気合の
入ったパフォーマンスは必見です。
■時８月２０日松午後５時～９時
※荒天の場合は中止。

■場三好稲荷閣周辺道路（みよし市三好町）
※公共交通機関で来場ください。

■問みよし市観光協会（市産業課内／緯

０５６１〈３４〉６０００）

三好いいじゃんまつり
み
よ
し

ステージショーや体験型アトラクシ
ョン等子どもから大人まで楽しめる催
し物が盛りだくさん。フィナーレには
スターマインをはじめとする多くの花
火が夏の夜空を彩ります。
■時８月１９日晶午後５時～９時・２０日松

午前１１時～午後９時
※１９日は市民盆おどりのみ開催。
※花火大会は２０日午後７時から。

■場刈谷市総合運動公園（刈谷市築地町）
■他刈谷駅北口・名鉄知立駅・刈谷市役
所他から無料シャトルバスを２０日の
み運行（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）

刈谷わんさか祭り・花火大
会

刈
谷

幕末から明治と
いう大きな時代の
動きの中で、卓越
した技術と独創性
によって活躍した
絵師・河鍋

かわ なべ

暁
きょう

斎の
さい

展覧会です。強烈
な個性で筆を操っ
た暁斎のほとばし
る墨筆と色彩から、
その魅力を堪能く
ださい。
■時８月２０日松～１０
月２日掌午前１０
時 ～ 午 後６時
（捷を除く。ただし、９月１９日抄は
開館し、翌２０日昇は休館）
※入場は午後５時３０分まで。

■￥一般施９００円 高校生・大学生施６００
円 小・中学生施４００円

■場■問碧南市藤井達吉現代美術館（緯〈４８〉
６６０２）

鬼才－河鍋暁斎展
幕末と明治を生きた絵師

碧
南

■内募集住宅獅下表のとおり
■申入居資格を事前に確認し、８月８日
捷～１５日捷午前８時３０分～午後５時
１５分（松掌抄を除く）に、直接建築課
（緯〈７１〉２２４０）へ
※入居申込案内書は建築課で配布。
※単身者の入居不可。

入居時家賃
（月額）

建設
年度

部屋番号
・間取り住宅名

２６，０００～
５１，１００円Ｈ７３０１

（３DＫ）
吹付
ふき つけ

（上条町）

２９，３００～
５７，５００円Ｈ１６B１０４

（３DＫ）
東
ひがし

大道
だい どう

（里町）

３０，５００～
５９，８００円Ｈ１９３０６

（３DＫ）
大東
だい とう

（大東町）

市営住宅入居者（抽選）

「大提灯まつり」は約４５０年もの長い
歴史を持つ由緒あるまつりです。和紙
で作られた６組１２張の大提灯（※一番
大きい提灯は長さ約１０杓）の壮大さは
見るものを圧倒し、灯が入るとそこに
描かれた古式ゆかしい時代絵巻が漆黒
の夜空に浮かびあがります。
■時■内８月２６日晶諮午前８時施大提灯掲
揚 午前１０時施大提灯献詠俳句大会
午後３時・８時施奉納神楽 午後７
時施献灯祭 ２７日松諮午前９時３０分
施奉納弓道大会 午後３時施奉納神
楽 午後５時施大提灯降納
※雨天・荒天時は次の晴天日まで順延。

■場三河一色諏訪神社（西尾市一色町）
※大提灯献詠俳句大会は一色町公民
館で開催。

■問三河一色諏訪神社（緯０５６３〈７３〉４２７６）、
西尾市商工観光課（緯０５６３〈６５〉２１７０）

三河一色大提灯まつり 西
尾

《《文読む美人《文読む美人》》
河鍋暁斎記念美河鍋暁斎記念美術術館蔵館蔵

東大道住東大道住宅宅

■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。

回 広報あんじょう 2016.8.1

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.

■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


