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■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（緯〈９２〉７３５１）へ
腰痛予防のための健康お灸
■時９月８日昭午前１０時３０分～正午
■内お灸の安全な使い方、疲労回復に効
果的なツボ等、初歩的なお灸の仕方
を体験します
■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９月６日昇

ベビーマッサージ
■時９月１６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です
■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９月６日昇

目指せ美ボディ！骨盤エクササイズ
■時９月２３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行いま
す。（初心者向けの内容です）
■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９月７日昌

マーメイドパレスの講座

マーメイドパレスの催し

■問マーメイドパレス（緯〈９２〉７３５１）
高齢者無料開放
■時９月１７日松～１９日抄

■内６５歳以上の人はプール又はトレーニ
ングルームを無料で利用できます
※トレーニングルームの利用には、
講習修了証が必要です。
BINGO大会！
■時９月１８日掌午後２時
■内ビンゴになった人にプール利用券を
進呈
■対プール利用者
■定１００人（先着順）
■他開始１０分前から造波プール前でビン
ゴカードを配布
文字探しラリー
■時９月１９日抄午前１０時
■内プールに隠された文字を探し、キー
ワードを完成させた人にお菓子を進呈
■対当日プールを利用した中学生以下
■定５０人（当日先着順）
ちびっこデー
■時９月２２日抄

■内未就学児の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。保護
者同伴（保護者１人につき２人まで）

■他入園料別途。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９月７日昌から各申込期限までの午
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
花の写真講座（後期）
■時１０月７日晶・２１日晶、１１月１１日晶・
２５日晶午後１時３０分～３時３０分（全
４回）
■講岡田巳吉氏

み よし

■定２０人（先着順）
■￥４０００円
■持カメラ、筆記用具
■申申込期限施９月３０日晶

プチ写真家と編集長の学校（後期）
■時１０月１２日昌・２６日昌、１１月９日昌・
３０日昌午後１時３０分～３時３０分（全
４回）
■講鶴田郁夫氏（フォトマスターEX）

いく お

■定２０人（先着順）
■￥６３００円（写真集代金別途）
■持カメラ、筆記用具
■申申込期限施１０月５日昌

寄せ植え講座「秋の寄せ植え～秋の花
を使用して～」
■時１０月１４日晶午前１０時～１１時３０分
■講野正美保子氏（コンテナガーデニン

み ほ こ

グマスター）
■定２０人（先着順）
■￥４０００円
■持薄手袋・はさみ・エプロン（ガーデ
ニング用）

■申申込期限施９月３０日晶

世界のチーズ講座
ヨーロッパを中心に各国のチーズを
味わい、チーズの魅力に迫ります。チ
ーズの特色、歴史、風土とのつながり、
ワインの選び方や楽しみ方を紹介しま
す。
■時１０月２０日昭、１１月２４日昭、１２月１５日
昭午前１０時３０分～正午（全３回）
■講加藤純

じゅん

子氏（CPA認定チーズプロ
こ

フェッショナル、JSA認定ワインエ
キスパート）
■定２０人（先着順）
■￥６０００円（材料
費別途１回
１０００円～１５００
円）

■持筆記用具
■申申込締切日獅

１０月１３日昭

デンパーククラブハウスの
体験教室

創造の旅（キャラバン）コン
サート（２部制）
モバイルトリエンナーレ関連事業で
す。現代アートと音楽のコラボレーシ
ョンを楽しめます。出演獅名古屋芸術
大学の学生
■問市民ギャラリー（緯〈７７〉６８５３）
室内楽のミニコンサート
■時９月２２日抄午前１０時３０分～１０時５０分
■場市民ギャラリー
野外会場でのミニコンサート
■時９月２２日抄午後２時３０分～２時５０分
■場安祥城址公園
※雨天の場合は市民ギャラリー。

■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。

粗大ごみとしてリサイクルプラザに
持ち込まれた物の中から、再利用可能
な家具等を補修・再生し、入札販売し
ます。
■時９月１１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
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第４２回消費生活展「健幸に
生きる～くらしと環境～」
■時９月１７日松午後１時～３時・１８日掌

午前９時３０分～午後３時
■場中部公民館
■内暮らしと環境をテーマとした展示・
体験コーナー・発表等

■問商工課（緯〈７１〉２２３５）

安祥公民館で活動している陶芸自主
グループ等の作品展示のほか、陶芸教
室や体験メニュー、チャリティーバザ
ー等、どなたでも楽しめる陶芸まつり
を開催します。
■時９月２４日松・２５日掌

※催しの時間等詳細は問い合わせて
ください。
■場安祥公民館
一日陶芸教室

■時９月２４日松午前１０時～１１時３０分、午
後１時３０分～３時
■内手回しろくろを使って、陶芸作品を
作ります

はじめての陶芸体験
■時９月２５日掌①午前１０時～１１時３０分
②午後１時３０分～３時
■内①獅陶板のメモリアルプレートの作
成 ②獅絵馬の形の絵付け体験

共通事項
■定各２４人（定員を超えた場合は抽選）
■￥３００円
■申９月１８日掌午前８時４５分～９時に、
直接安祥公民館（緯〈７７〉５０７０）へ
※電話申込不可。
※定員に達しない場合は１８日午前９
時から先着順で受付。

市民陶芸まつり

■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９月５日捷から各開催日の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
※受付開始日は１家族１講座のみ。

エコクッキング～うどんづくり～
地元産の小麦粉「きぬあかり」を使っ
て地産地消うどんづくりを体験します。
■時９月１８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２０人（先着順）
■￥２００円（保護者も要参加費）
■持エプロン、三角巾、マスク、ふきん、
ボウル（１８～２０尺）、おわん、はし
エコクッキング～じゃがいももち～
地元産のじゃがいもを使ってじゃが
いももちをつくろう。
■時９月１９日抄午前１０時～１１時３０分
■講杉浦ひろ子氏（環境アドバイザー）
■対４歳以上の子とその保護者
■定１０人（先着順）
■￥２００円（保護者も要参加費）
■持エプロン、三角巾、マスク、ふきん、
さら、はし
エコクッキング～おはぎづくり～

秋分の日に作った伝統行事のおはぎ
づくりを体験します。（１人５個）
■時９月２２日抄午前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）
■￥３００円（保護者も要参加費）
■持エプロン、三角巾、マスク、ふきん、
さら、はし、持ち帰り容器

こどもエコあそび
牛乳パックやダンボールでぶんぶん
ゴマを作ってあそぼう。
■時９月２４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）

エコきちの講座（エコクッ
キング等子ども向け）■場市民会館

■定各２０人（先着順）
■他詳細は問い合わせてください
■申９月１５日昭から各開催日の３日前ま
での午前９時～午後９時（昇を除く）
に、直接か電話で市民会館（緯〈７５〉
１１５１）へ
どなたでも!!かんたん＆楽しい絵手紙
お出かけ先で見た感動を絵手紙に！
簡単なキットを使用して絵手紙を送り
ましょう。道具の使い方や上手く描け
るポイントを教えてくれます。最終回
には絵手紙で年賀状作りにも挑戦しま
す！
■時１０月１７日捷・３１日捷、１１月１４日捷午
前１０時～１１時３０分（全３回）

■講石田季実枝氏（NPO法人さわやか絵
き み え

手紙の会代表）
■￥５８００円（材料費、初心者用の簡単な
道具代含）

花屋さんも学びたい！一流フローリスト
から学ぶフラワーアレンジ

日常生活に彩りを添える、印象的な
フラワーアレンジをつくる「コツ」を、
若手注目のフローリストから学びま
しょう！お花屋さんも注目の先生が教
えてくれます。
■時１０月１９日昌、１１月１６日昌午後２時～
４時３０分（全２回）
■講平野弘明氏

ひろ あき

（ふらわーしょっぷ窓花
まど か

チーフデザイナー）
■￥１５１２０円（材料費込）
醸造見学＆体験あり!!美味しく学ぶ日
本酒と西三河醸造文化講座
愛知県は全国でも有数の醸造どころ
と言われています。本講座では、日本
酒のテイスティングと味噌や白だし等
の醸造調味料を使った料理のマッチン
グを楽しみながら、西三河の醸造文化
に触れます。
醸造元見学や特別体験もあります！
■時１０月２２日松、１１月１２日松・２６日松午
後３時～５時（全３回）
※１２日は午後１時～６時。（醸造元体験）
■講田中順

じゅん

子氏（日本酒ディレクター・
こ

料理家）
■対２０歳以上
■￥１２９６０円（食材・交通費含）

市民会館の講座

■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・受講料等 ■持持ち物 ■他その他
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■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９月５日捷午前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９月１７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■申知立消防署救急係（緯〈８１〉４１４４）
普通救命講習Ⅰ
■時９月１８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■申安城消防署救急係（緯〈７５〉２４９４）
実技救命講習
■時９月２５日掌午前９時～１１時
■内■対インターネット上で応急手当WEB
講習若しくは救命入門コースを受講
した人が普通救命講習Ⅰにステップ
アップするコースで、心肺蘇生法、
AEDの使用法、止血法の実技を行
います
■場■申刈谷消防署救急係（緯〈２３〉１２９９）

救命講習会

スポーツの秋がやってきました。歩
くこと、始めませんか？
■時９月１８日掌午前９時３０分～午後３時
２０分（雨天中止）
■場集合・解散獅市役所さくら庁舎（旧
西会館）
■内コース施さくら庁舎指豊田安城自転
車道指昭林公園（休憩）指デンパーク・
道の駅（昼食・休憩）指都築弥厚像指

丈山苑指デンパーク・道の駅指昭林
公園（休憩）指さくら庁舎
※丈山苑は希望者のみ。

■￥施設利用料
■持昼食・水筒・雨具・敷物
■他集合場所へは乗り合わせか、公共交
通機関を利用してください
■問市体育館（緯〈７５〉３５３５）

デンパーク・丈山苑歩け運
動

■場■申９月２７日昇午前９時から、電話で
子育て支援センター（あんぱ～く内
／緯〈７２〉２３１７）
※１人１講習まで。（パパ講座は除く）
※パパ講座のみ９月２９日昭受付開始。

子育て何でも相談広場
■時１０月４日昇午前１０時～１１時３０分
■内 Let’sトイレトレーニング
■講保健師
■対乳幼児とその保護者
■定２０組（先着順）
育児講習会
■時１０月２１日晶午前１０時～１１時３０分
■内子どもの写真を撮るコツ
■講細井哲雄氏（全日本写真連盟安城支

てつ お

部会員）
■対乳幼児の保護者
■定２５人（先着順）
■持デジカメ（スマホ不可）・今までに撮
った子どもの写真５、６枚
■他別室託児あり
親子遊び講習会
■時１１月１１日晶午前１０時～１１時３０分
■内ママと踊ろうニコニコ体操
■講高橋千恵子氏（健康運動指導士 スタ

ち え こ

ジオDo代表）
■対１歳６カ月～未就園の子とその保護者
■定３０組（先着順）
第３回 パパ講座

■時１０月２９日松午前１０時～１１時３０分
■内パパとパワフルに運動遊び
■講相川優一氏（ポッキー先生）

ゆう いち

■対乳幼児とその父親
■定３０組（先着順）

子育て支援センター講習会

■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９月５日捷から各開催日の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
環境大学講演会
■時９月１７日松午後１時３０分～３時３０分
■講山内晴雄氏（NPO法人祖父江のホタ

はる お

ルを守る会）
■内講演テーマ施生物多様性保全の取り
組み
■対１８歳以上
■定４０人（先着順）
市民環境講座～石けんの影響調査～
■時９月２５日掌午後１時３０分～３時３０分
■講古居敬子氏（環境アドバイザー）

けい こ

■対１８歳以上
■定１０人（先着順）

エコきちの講座
（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。

第２回神経系難病患者・家
族教室
■時９月３０日晶午後２時～４時
■場衣浦東部保健所（刈谷市大手町）
■内神経系難病患者のためのコミュニケ
ーション講座・交流会

■講田中芳則氏（ナゴヤ福祉用具プラザ
よし のり

リハビリテーション工学技師）
■対神経系難病患者とその家族、支援に
関わる医療介護関係者

■申９月２０日昇までに電話で衣浦東部保
健所健康支援課（緯〈２１〉９３３８）へ

■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）
■申申込締切日までに、訓練コース名、
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
※申込の様式は同校ウェブサイトで
配布。

■問障害福祉課（緯〈７１〉２２２５）
イラストレータ基礎
■時１０月２２日松・２９日松午前９時～午後
４時（全２回）

■申申込締切日獅１０月１４日晶

パワーポイント２０１３
■時１０月２３日掌・３０日掌午前９時～午後
４時（全２回）

■申申込締切日獅１０月１４日晶

Excelマクロ／VBA
■時１１月５日松・１２日松午前９時～午後
４時（全２回）
■申申込締切日獅１０月２８日晶

障害者スキルアップ講座
（在職者訓練）
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■問堀内公園（緯〈９９〉５９４７）
廃材DE紙すき体験～メッセージカー
ド作り～
■時９月１０日松・１１日掌午前１０時～午後
３時

■内おじいちゃん・おばあちゃんに牛乳
パック廃材でメッセージカードを作
って敬老の日にプレゼントしよう！

■定各５０人（当日先着順）
遊具に乗って綿菓子プレゼント
各日の指定遊具利用者に先着で綿菓
子をプレゼントします。
■時９月１７日松～１９日抄午前９時～午後
４時
■内指定遊具諮１７日獅メルヘン号（汽車）
１８日獅メリーゴーランド １９日獅観
覧車

■対小学生以下
■定各３００人（当日先着順）
体験！昔あそび
■時９月１７日松～１９日抄午前１０時～午後
３時（雨天中止）
■内ベイゴマ・竹馬・剣玉遊びの体験会
堀内公園「秋まつり」
■時９月２４日松・２５日掌午前１０時～午後
３時

■内輪投げ等の模擬店を開催
■対小学生以下
■￥各１００円

堀内公園の催し

■問丈山苑（緯〈９２〉７７８０）
夜間開苑
９月１６日晶・１８日掌は午後９時まで
開苑します。ライトアップされた丈山
苑が楽しめます。
※入苑は午後８時３０分まで。
■￥入苑料獅１００円（中学生以下無料）
呈茶料獅３００円
秋月コンサート（津軽三味線）

■時１０月２２日松午後６時～７時３０分
■内出演獅輝＆輝

き き

■定２００人（先着順）
※雨天の場合は１３０人。（室内で実施）
■￥一般獅１０００円 中学生以下獅９００円
いずれも入苑料・呈茶料含む

■申９月７日昌午前９時から、電話で丈
山苑へ

丈山苑の催し

■時１０月２３日掌午前１０時～午後２時
■場デンパーク
■内クッキーファクトリー・ビュッフェ
■対市内在住のひとり親家庭の子とその
保護者

■定４５人（先着順）
■￥１人１３００円（３歳以下は無料）
■申９月１１日掌～２５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

※１１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）

ひとり親家庭おたのしみ会

あおぞら歴史教室
「岡田菊次郎と明治用水」

■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

彼岸花や半場川周辺を見て
歩こう
■時９月１８日掌午前９時～１１時３０分
■場集合・解散獅マーメイドパレス臨時
駐車場（明祥プラザの道向かい）
■内ガイドの案内で堤防に咲く彼岸花と
半場川周辺を見ながら歩きます
■講都築宏行氏（安城ふるさとガイドの会）

ひろ ゆき

■持歩きやすい服装、靴
■問エコネットあんじょう（緯〈５５〉１３１５）、
環境都市推進課（緯〈７１〉２２０６）

安城のまちづくりに功績のある岡田
菊次郎生誕１５０年にあたり、その功績
きく じ ろう

と明治用水との関わり及び岡田氏が師
と仰ぎ親交を深めた内藤魯一氏との関

ろ いち

係等をバスで巡ります。
■時１０月８日松午前９時～午後４時３０分
■場集合・解散獅歴史博物館
■内見学先獅県立農林学校開校記念館、
岡田菊次郎銅像（明治用水会館）、明

めい

治川神
じ がわ じん

社、明治用水西井筋分岐点、
じゃ にし い すじ ぶん き てん

菊次郎銅像（水源神社）、旧
きゅう

頭首
とう しゅ

工、
こう

知立神社養正館、内藤魯一銅像
よう せい かん

（猿渡公民館）、
さわたり

明治用水中井筋と悪
なか い すじ あく

水合
すい ごう

流
りゅう

点、まちのえき
てん

岡菊苑、
おか きく えん

追田
おい だ

悪水
あく すい

■講 天野暢保氏
のぶ やす

（文化財保護
委員長）
■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）
■持歩きやすい服装、靴、筆記用具、か
さ、水筒、帽子、常備薬

■申９月２３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２
回あおぞら歴史教室係（〒４４６－００２６
安城町城堀３０／胃〈７７〉６６００／
bunkashinko@city.anjo.aichi.jp
／緯〈７７〉４４７７）へ
※２人分まで同時に申込可。

９月１９日抄は敬老の日です。
■問高齢福祉課（緯〈７１〉２２２３）
敬老祝品・敬老金の贈呈
８０歳以上に敬老祝品を、８５歳・９０歳・
９５歳・１００歳以上に、敬老金（サルビア
商品券）を贈呈します。
９５歳の肖像写真の展示
全日本写真連盟安城支部の会員が撮
影した９５歳の肖像写真を展示します。
■時８月２７日松～９月６日昇午前９時～
午後９時（休館日を除く。掌は午後
５時まで、６日は正午まで）

■場総合福祉センター
敬老訪問
市内最高齢者、１００歳の高齢者宅を

市長らが訪問し、長寿を祝います。
■時９月５日捷～１６日晶

おじいさん・おばあさんの似顔絵展
市内の小学２年生が描いた高齢者の
似顔絵約２７０点を展示します。
■時９月１５日昭～２２日抄午前９時～午後
９時
※掌抄は午後５時まで。
■場市内各福祉センター
敬老の日浴場無料開放
■時９月１９日抄午前１０時～午後４時
■場市内各福祉センター
■対市内在住の６０歳以上

市の敬老行事
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デンパークの催し

■場市スポーツセンター
■申９月６日昇～各申込期限の午前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（体力測定会は申込不要）
【秋季】ウォーキング基本教室
■時１０月６日昭～２７日昭の毎週昭午前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、タオル、飲み物
（ペットボトル）
■他雨天時は屋内実施のため、施設利用
料、室内用シューズが必要
■申申込期限施１０月５日昌

大人水泳教室（初心者対象）
■時１０月７日晶～１２月９日晶の毎週晶午
後１時～２時（全１０回）
■対１８歳以上で２５杓泳げない人
■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９月３０日晶

競泳用ペースメーカー体験会
■時１０月１６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）
■￥施設利用料
■持水着・水泳帽子・ゴーグル（必要で
あれば）
■申申込期限施１０月１５日松

体力測定会
■時１０月２３日掌午前１０時～午後４時
※受付は午後３時３０分まで。

■内６種目を測定し、体力年齢を算出。
体組成計による測定も実施
■対６歳～６４歳の健康な人（小学生は保
護者同伴）
■持運動のできる服装・室内用シューズ・
タオル・飲み物（ペットボトル）

市スポーツセンターの催し・
講座

■問デンパーク（緯〈９２〉７１１１）
■￥入園料別途必要
モンキーパフォーマンス
■時９月３日松・４日掌・１０日松・１１日
掌 いずれも午前１１時～午後３時
※雨天中止、体調等の事由により予
告なく変更の場合あり。

染花・手作り盆栽「四季の花々」展
■時９月７日昌～１９日抄午前９時３０分～
午後５時

■内本物の花にはないニュアンスを加え
て、表情豊かに創作したアートフラ
ワー作品約７０点を展示

■場■問愛知県緑化センター（豊田市西中
山町／緯０５６５〈７６〉２１０９）
■申申込開始日の午前９時から（捷を除
く）電話で同センターへ
※同センターホームページ内申込
フォームからも申し込みできます。
■他いずれの研修も開催当日午前８時の
時点で豊田市西部に暴風警報が発令
されている場合は中止とします
庭木の手入れ（広葉樹の剪定）
■時１０月１５日松午前１０時３０分～午後３時
３０分
■内広葉樹の管理のポイントを学び、ク
ロガネモチ・ウバメガシ等の整枝・
剪定実習をします
■定３０人（先着順）
■申申込開始日施９月１５日昭

マツの手入れと剪定の仕方（初心者向）
■時１０月１６日掌午前１０時３０分～午後３時
３０分
■内日々の管理の中で培ったマツの手入
れと剪定のコツを伝えます
■講荒木伸一郎氏（緑化センター協力会）

しん いち ろう

■定３０人（先着順）
■申申込開始日施９月１６日晶

庭木の手入れ（針葉樹の剪定）
■時１０月２２日松午前１０時３０分～午後３時
３０分
■内針葉樹の管理のポイントを学び、マ
ツの整枝・剪定実習をします
■講鳥居和之氏（元緑化センター職員）

かず ゆき

■定３０人（先着順）
■申申込開始日施９月２２日抄

法務局が所掌する業務（登記、筆界
特定、人権擁護及び供託等）を始め、
遺言等の公正証書の作成に関する相談
や、一般法律相談等、日常生活の様々
な心配ごと、困りごと、悩みごとにつ
いて、法務局職員並びに公証人、司法
書士、土地家屋調査士、人権擁護委員
及び法テラス弁護士が無料で相談を受
けます。
■時１０月２日掌午前１０時～午後４時
■場名古屋法務局（名古屋合同庁舎第１
号館内／名古屋市中区三の丸）

■定■他予約優先制。法テラス弁護士への
相談は、１２組限定の完全予約制

■申捷～晶午前８時３０分～午後５時１５分
（抄を除く）に、電話で名古屋法務局
民事行政調査官室（緯０５２〈９５２〉８１７０）
へ

全国一斉！法務局休日相談
所（名古屋法務局）を開設

■時９月１１日掌午後２時（開場は午後１
時３０分）
■内出演施黄昏亭駄らく、夢ノ家くっか、

たそがれ てい だ ゆめ の や

若
わか

鯱
しゃち

亭
てい

笑
しょう

天、
てん

経大亭
けい だい てい

勝笑、
しょう しょう

お好味家喜
この み や き

楽
らく

■定１５９人（当日
先着順）

■場■問昭林公民
館（緯〈７７〉
６６８８）

第１５回昭林落語会

■時９月２５日掌午前９時～午後４時（小
雨決行）

■場集合・解散獅市役所西駐車場（さく
ら庁舎前） 行き先獅自然観察の森
（豊田市）
※市のバスで移動。
■内観察指導員による解説の付いた観察
会です
■対市内在住の小学生とその保護者
■定２０人（先着順）
■他昼食、飲み物、必要に応じて雨具
■申９月５日捷～９日晶に、参加者全員
の郵便番号・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事務局（胃

〈５５〉１３１５）へ
■問エコネット安城（緯〈５５〉１３１５）、環境
都市推進課（緯〈７１〉２２０６）

親子自然観察会～豊田市自
然観察の森を歩く～

愛知県緑化センターの研修

■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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〈キリトリセン〉
＊＊デンパーク＊＊
敬老無料入園券

有効期間 ▼平成２８年９月１日昭～９月３０日晶

（毎週昇を除く）
本券１枚で、市内在住の６５歳以上１人と同行の家族１人が
入園できます。（孫の付添い、６５歳以上1人のみも可）

［安城市高齢福祉課・（公財）安城都市農業振興協会］

デンパーク市民特別入園券
の有効期限は９月３０日まで
本紙４月１日号７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
が９月３０日晶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）

県手帳・県勢要覧・県地図
の購入予約を受付
■申９月３０日晶までの午前８時３０分～午
後５時１５分（松掌抄を除く）に、電話
で経営管理課（緯〈７１〉２２０５）へ

平成２９年版愛知県手帳
■内見開きカレンダー、見開き１週間日
記、県内市町村のイベント紹介等各
種情報を掲載。１５尺×９尺で黒と赤
の２種類

■￥５００円
あいち県勢要覧２０１７
■内統計表とグラフでみる県・市町村の
概要、裏面は１７万分の１のカラー地
図を掲載。Ａ１判、４色刷
■￥３００円
愛知県地図
■内Ａ１判、白地図（平成２４年１０月時点
の内容）
■￥１５０円

■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

事件事故なら「１１０番」、相談するなら
「＃９１１０」。
「変な男に追いかけられた」「娘をか
たった電話があった」「嫌がらせメール
が届いて不安だ」。これらはまず＃９１１０
へ。警察で解決できないものは、専門
の相談機関を案内します。安心して相
談してください。
■時捷～晶午前９時～午後５時（祝日、
年末年始を除く）

■内警察相談専用電話獅緯＃９１１０
※つながらない場合は緯０５２〈９５３〉
９１１０。
■他愛知県警ホームページに、「よくある
警察相談Ｑ＆Ａ」等、警察相談の情
報掲載あり
■問市市民安全課（緯〈７１〉２２１９）、安城警
察署（緯〈７６〉０１１０）

９月１１日は警察相談の日

１０月１日から７日は公証週間です。
日曜公証（遺言、離婚契約等）相談所開
設
公証人が無料で相談に応じます。
■時１０月２日掌午前９時～午後４時
※捷～晶（抄を除く）午前８時３０分～
午後５時も無料で相談できます。
■場西尾公証役場（西尾市花ノ木町）
■内相談内容獅①遺言、離婚・金銭貸借・
借地・借家・任意後見契約等の公正
証書作成 ②会社設立の定款や外国
提出書類等の認証等

■他１０月１日松～７日晶午前９時３０分～
正午、午後１時～４時３０分（松掌含
む）に緯０３〈３５０２〉８２３９でも電話相談
を実施します

■問西尾公証役場（緯０５６３〈５４〉５６９９）

公証週間

■問下水道管理課（緯〈７１〉２２４７）
「下水道の日」街頭ＰＲ
■時９月８日昭午後４時～５時３０分
■場アピタ安城南店（桜井町）
■内安城七夕親善大使が啓発品を配布し
ます
下水道を正しく使いましょう
下水管の詰まりや破損を防ぐため、
次のことに気をつけてください。
暫油・野菜くず等を流さない
暫トイレットペーパー以外のもの（紙
おむつ等）をトイレに流さない

暫灯油・薬品等を流さない

９月１０日は下水道の日

校区別地震防災カルテを作
成しました
各地区での防災学習や防災教育等の
基礎資料として、市内の各小学校区毎
に、地区の特性や地震による被害想定、
防災上の課題等をまとめた、「安城市校
区別地震防災
カルテ」を作
成しました。
自主防災組
織等へ配布の
他、市公式ウ
ェブサイトで
も配布してい
ますので、防
災活動等に活
用してください。
■問危機管理課（緯〈７１〉２２２０）

■時９月９日晶～２７日昇午前８時３０分～
午後５時１５分（松掌抄を除く）

■他この案に意見のある人は縦覧期間満
了日まで、市へ意見書を提出するこ
とができます

■場■問都市計画課（緯〈７１〉２２４３）
西三河都市計画生産緑地地区の変更
■内生産緑地地区の変更案
西三河都市計画道路の変更
■内３・４・６２６号花園里線他１路線

７月までに市社会福祉協議会に寄せ
られた義援金は、１００，８４５，４２１円です。
７月１日～３１日受け付け分／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）

東日本大震災義援金ありが
とうございます

西三河都市計画変更案の縦覧
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〈キリトリセン〉
＊＊デンパーク＊＊
敬老無料入園券

有効期間 ▼平成２８年９月１日昭～９月３０日晶

（毎週昇を除く）
本券１枚で、市内在住の６５歳以上１人と同行の家族１人が
入園できます。（孫の付添い、６５歳以上1人のみも可）

［安城市高齢福祉課・（公財）安城都市農業振興協会］



（ ）内は前月比

〈平成28年8月1日現在〉
総 人 口
男 性
女 性

世 帯 数

186,664人（＋194）
95,763人（＋108）
90,901人（＋ 86）

73,081世帯（＋109）

火 災
救 急

（年間累計／前年対比）

刑 法 犯
交通事故
負 傷 者
死 者

139件（ 861件／－154）
534件（3,477件／－189）
117人（ 672人／－ 18）
0人（ 2人／－ 3）

人口・世帯

7月の火災・救急

7月の犯罪・事故

2件（うち建物 1件）
683件（うち急病467件）
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〈キリトリセン〉

＊＊デンパーク＊＊
敬老無料入園券
有効期間 ▼表面に記載しています

★本券の払戻し、再発行はできません
★本券の転売・コピーは禁止します

利用人数 □１人 □２人

〈キリトリセン〉

デンパークハロウィンカー
ニバル参加者
ハロウィン仮装コンテスト
ハロウィンのお化けカボチャや魔女
等好きな仮装をして参加しよう！
個人でもグループでも参加できます。
グランプリ・特別賞他、全員に参加賞
があります。
■時１０月３０日掌午前１１時
■定５０組程度（先着順）
■他定員に達しない場合のみ、当日も先
着順で受付
※当日午後２時から誰でも自由に参
加できるパレードもあります。みん
なでレッツ・エンジョイ・パレー
ド！
■申９月５日捷午前９時３０分から電話で
デンパーク（緯〈９２〉７１１１）へ

西尾市医師会准看護学校の
学生
看護職を希望し准看護師の資格を取
得したい人、平成２９年度の学生を募集
します。
■時推薦（高校・社会人）入試施１０月２９日松

一般入試施平成２９年２月１８日松

■対受験資格等は問い合わせてください
■問西尾市医師会准看護学校（緯０５６３〈５４〉
２８４１）

明祥地域どろんこまつりを撮影した
写真を募集します。
■時明祥地域どろんこまつり獅９月１０日
松午前９時２０分～１１時２０分 写真
展獅１０月６日昭～２３日掌午前９時～
午後９時（休館日を除く）

■場明祥地域どろんこまつり獅明祥公民
館北の田んぼ 写真展獅明祥公民館
■内作品規格獅２Ｌ～Ａ４又は四ツ切
賞諮市長賞（１点）獅賞状・図書券
２０００円分 議長賞（１点）獅賞状・図
書券２０００円分 発表・表彰獅１０月末
に市公式ウェブサイトに掲載し、入
賞者に直接通知。１１月１３日掌明祥プ
ラザまつりにて表彰

■申９月３０日晶までの午前９時～午後９
時（休館日を除く）に、必要事項を記
載した応募票を作品裏面に貼付し、
持参か郵送（必着）で明祥公民館（〒
４４４－１２２１和泉町大下３８－１／緯〈９２〉
３５２１）へ
※応募票・応募要項は同館・市公式
ウェブサイトで配布。
※詳細は応募要項で確認してくださ
い。

明祥地域どろんこまつり写
真展作品

毎年９月９日を「救急の日」とし、こ
の日を含む１週間を「救急医療週間」
（９月４日～１０日）として、全国各地に
おいて応急手当の講習会等救急に関す
る様々な行事が実施されます。
突然の事故や病気等のとき、傷病者
の救命のためには、救急現場に居合わ
せた人による応急手当、救急隊員の応
急処置と搬送、医療機関での処置のス
ムーズな連携が必要です。
しかし、救急車の出動件数は、近年
ほぼ一貫して増加しており、高齢化の
進展等により、今後も当分増加するこ
とが見込まれています。救急車は地域
の限られた資源であるため、このまま
では真に緊急を要する場合の対応が遅
れてしまうことがあります。そのため、
救急車の適正な利用方法について、地
域住民一人一人が問題意識をもって考
えることが必要です。
衣浦東部広域連合消防局では、多く
の人が応急手当を身につけ、救急業務
や救急医療への正しい理解と認識を深
められるよう、救命講習会を毎月開催
しています。是非参加してください。
■問衣浦東部広域連合消防課（緯〈６３〉０１３５）

救急の日

■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＊＊
敬老無料入園券
有効期間 ▼表面に記載しています

★本券の払戻し、再発行はできません
★本券の転売・コピーは禁止します

利用人数 □１人 □２人

会 広報あんじょう 2016.9.1

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


