
親子いちごプランター植付
体験
■時１０月２９日松午前９時３０分～１１時
■場アグリライフ支援センター
■内プランターにいちごの苗を植付
※植付後は、自宅で管理・収穫。
■対市内在住の小学生以下の子とその保
護者
■定２０組（定員を超えた場合は抽選）
■￥１０００円（２５尺×６５尺×２０尺程度のプ
ランターを持参する人は７００円）

■申９月２３日晶までの午前８時３０分～午
後５時１５分（捷・２２日抄を除く）に、
代表者の住所・氏名・連絡先、代表
者を含む参加人数（子ども、大人そ
れぞれ）、プランターの要・不要を電
話かファクス・Ｅメール・郵送（必
着）でアグリライフ支援センター（緯

〈９２〉６２００／胃〈９２〉６１２２／agrilife@
city.anjo.aichi.jp）
へ
※右のＱＲコードか
ら電子申請もできま
す。

■問堀内公園（緯〈９９〉５９４７）
作ってみよう！「手作り万華鏡」
■時１０月１日松午前１０時～午後３時（雨
天の場合は２日掌に順延）

■定５０人（当日先着順）
遊具に乗って綿菓子プレゼント
■時１０月８日松～１０日抄午前９時～午後
３時

■内指定遊具の利用者に綿菓子を進呈
指定遊具諮８日施メルヘン号（汽車）
９日施メリーゴーランド １０日施観
覧車

■対小学生以下
■定各３００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１０月８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①②獅小学生以上
■定①獅４０人 ②獅２０人 いずれも先着
順

■￥器具使用料各５００円。両方使用する
場合は８００円、持参する人は無料
■持運動しやすい服装・靴、飲み物
■申９月２１日昌～１０月７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

堀内公園の催し

■大人のためのおはなし会’１６秋
物語に耳をかたむけ、笑ったり泣
いたりうなずいたり、そんなひとと
きを一緒にいかがですか。
■時９月３０日晶午前１０時～１１時１０分
■場中央図書館
■内■講演目施猫岳の猫、お月さまの話、
十二人兄弟他 語り手施おはなし
レストラン
■定５０人（当日先着順）

■講演会「自著を語るその４『五感の
哲学』」
『五感の哲学～人生を豊かに生き
切るために～』の著者・加藤博子氏

ひろ こ

（名古屋大学文学博士）が、執筆秘話
等を語ります。
■時１０月１６日掌午後２時～４時
■場中央図書館
■定５０人（先着順）
■申９月２０日昇午前９時から電話で中
央図書館へ

中央図書館（緯〈７６〉６１１１）

催し

１０月の休館日
３日捷・１７日捷・２４日捷・２８日晶・
３１日捷

南吉絵本『ごんぎつね』をはじめ多く
の絵本を手がけた、かすや昌宏氏（絵

まさ ひろ

本作家）が「ごんぎつねとわたし」をテ
ーマに、南吉作品の魅力を語ります。
■時１１月６日掌午後２時～４時
■場中央図書館
■定８０人（先着順）
■他当日は講演に先立ち、市小中学校読
書感想文感想画表彰式を行います
■申１０月４日昇午前９時から、電話で中
央図書館（緯〈７６〉６１１１）へ

図書館司書が、絵本の持つ子育てパ
ワーと「良い絵本」の選び方を教えます。
講座を通じて、それぞれに合った絵本
の選び方もアドバイス。家庭で子ども
と過ごす貴重な時間を、絵本で楽しみ
ませんか。
■時１０月６日昭・１３日昭・２７日昭午前１０
時～１１時３０分（全３回）

■場中央図書館
■対乳幼児の家族で３回とも受講可能な
人（子どもの同席は不可）
■定３０人（先着順）
■他託児あり（先着１０人、１人１回３００円）
■申９月２２日抄午前９時から、電話で中
央図書館（緯〈７６〉６１１１）へ

子どもとえほんを楽しもう
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碧海信用金庫本店前会場（御幸本町）
■時９月２４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９月２４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等の販売、
限定グッズが買えるきーぼーショッ
プミニ、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

■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。

※対象年齢は目安です。

１０月のおはなし会
１日松午後３時おはなしレストラン

（小学生以上）
４日昇・１８日昇
午前１０時３０分

えほんとわらべうた
の会（０～２歳）

５日昌午前１０時
３０分

えほんのとびら
（０～２歳）

６日昭午前１０時
３０分

おはなしゆりかご
（０～２歳）

８日松午後２時おはなしえがお
（３歳～小学３年生）

１２日昌午前１０時
３０分

おはなしたまてばこ
（１～５歳）

１５日松午前１０時
３０分

南吉朗読ででむし会
（小学生以上）

１６日掌午後２時かみしばいの会
（３歳～小学３年生）

２０日昭午前１０時
３０分

いないいないばあ
（１～５歳）

２１日晶午前１０時
３０分

このゆびと～まれ
（０～２歳）

２２日松午前１１時大人のための絵本朗
読会（一般）

２５日昇午前１０時
３０分

絵本好き集まれ！お
すすめ絵本紹介（一般）

２６日昌午前１０時
３０分

おはなしまあだ
（１～５歳）

第２回新美南吉絵本大賞講
演会

ＪＲ安城駅前商店街を回遊するウォ
ーキングコースができました。魅力的
な商店やまちなかのスポットに立ち寄
りながら歩いてみませんか。講師によ
るウォーキング講座も同時開催します。
■時９月１７日松午前９時３０分、午後１時
（小雨決行）
■場集合・解散獅安城公園駐車場 コー
ス（約４灼）獅市役所指ＫＥＹＰＯＲＴ

キー ポート

指日の出公園（休憩所）指岡菊苑指八
幡社指安城神社・七夕神社指市役所
■他当日商店街で使える買い物券を進呈
■問安城スタイル（緯〈７３〉９５１１）、商工課
（緯〈７１〉２２３５）

安城まちめぐり

■時１０月２２日松午前９時３０分～正午（受
付は午前９時から）
■場市体育館
■内輪投げ、４０ｍ競争、風船割り競争、
パン食い競争、ミニボーリング、ハ
ンドボール投げ、大玉ころがし等
※１人２種目まで参加可。

■対身体・知的・精神障害のある人
■持体育館シューズ
■申１０月７日晶までに、申込書を郵送
（消印有効）で身体障害者福祉協会会
長・岡田龍

りゅう

祐さん（〒４４６－００４６赤松
すけ

町新屋敷２４３／緯〈７５〉２１８６）へ
※申込書は同協会・障害福祉課で配
布。

■問障害福祉課（緯〈７１〉２２２５）

障害者福祉体育祭

■場歴史博物館
※「ＰＡＲＫヨガ」は安祥城址公園。

■問歴史博物館（緯〈７７〉６６５５）
体験講座「聖徳太子を描こう」
■時１０月２日掌午後１時～３時
■内聖徳太子絵伝の太子の模写を体験
■講阪野智啓氏（文化財保存修復研究所

ばん の とも ひろ

／日本画専攻）他
■定３０人（先着順）
■￥５００円
■申９月１９日抄午前９時から、電話で歴
史博物館へ

安祥城址公園イベント「ＰＡＲＫヨガ」
歴史博物館「聖徳太子絵伝模写完成
記念特別展」の仏教美術展示にちなみ、
仏教同様インドより伝わったヨガを楽
しみます。
■時１０月８日松午前１０時～１１時
■定５０人（先着順）
■￥５００円（特別展観覧券付）
■申９月１９日抄午前９時から、電話で歴
史博物館へ

歴博演芸場「安城絵解きフォーラム～
聖徳太子絵伝と日本の絵解き文化～」
三河すーぱー絵解き座等による、絵
解きの実演や座談会を行います。
■時１０月９日掌午後１時～４時
■講梛野明仁氏（三河すーぱー絵解き座）、

なぎ の あき ひと

阿部泰郎氏（名古屋大学教授）他
やす ろう

歴史博物館の催し

■時１０月１５日松午前１０時～正午
■場安祥閣
■講平岩淳子氏

じゅん こ

■対女性
■定１０人（先着順）
■￥１０００円（花代含む）
■持華道用ハサミ
■申９月２３日晶～１０月７日晶午前９時～
午後５時（休館日を除く。１０月７日
の受付は午後３時まで）に、住所・
氏名・電話番号・参加人数を直接か
電話で安祥閣（緯〈７４〉３３３３）へ

初めてでもできる華道体験
講座

第１回のテーマは「起業するなら個
人事業？法人？」。今後、毎月１回テー
マを変えて開催します。（全６回を予定）
■時９月３０日晶午前１１時～正午
■場ＫＥＹＰＯＲＴ（ＪＲ安城駅１階）

キー ポート

■講右田和暉氏（司法書士法人名南経営）
みぎ た かず き

■対起業を目指している人、新規事業立
ち上げを考えている人等

■申９月２８日昌までの午前９時～午後１０
時に、電話かＥメールでＫＥＹＰＯＲＴ

キー ポート

（緯〈７７〉６３１３／info@keyport.jp）へ
■問商工課（緯〈７１〉２２３５）

起業セミナー

女性のためのお手軽エクサ
サイズ
初級編
■時１０月７日晶午前１０時３０分～１１時３０分
■内体力に自信がない人でも気軽に参加
できるお手軽エクササイズを、健康
運動指導士が指導

中級編
■時１０月２１日晶午後１時３０分～２時３０分
■内ボールを使ったストレッチや全身運
動を取り入れたお手軽エクササイズ
を、健康運動指導士が指導

共通事項
■場マーメイドパレス
■対運動を始めようと
思っている中高年
の女性

■定各８人（先着順）
■￥各５００円
■持運動のできる服装、タオル、飲み物
（ペットボトル）
■申９月２０日昇午前１０時から、電話でマ
ーメイドパレス（緯〈９２〉７３５１）へ

■時１０月２１日晶、１１月１８日晶、１２月１６日
晶、来年１月２０日晶、２月１７日晶

いずれも午後１時～４時（相談は1
人約５０分）

■場市役所さくら庁舎
■内仕事と子育ての両立への悩みや職場
復帰への不安等について、キャリア
カウンセラーが相談に応じます
※職業紹介はしていません。
■対県内に居住し、再就職を考えている
子育て中の女性
■定各３人（先着順）
■他希望者には無料託児あり
■申９月２０日昇～相談希望日１週間前ま
での午前９時～午後５時に、電話か
ファクスで商工課（緯〈７１〉２２３５／胃

〈７６〉００６６）、又は県西三河県民事務所
産業労働課（緯０５６４〈２７〉２７８２／胃

０５６４〈２３〉４６５３）へ

子育て女性再就職サポート
事業西三河地域臨時相談
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■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

うつ病患者を支える家族が、うつ病
の正しい知識や接し方を学ぶ教室です。
■時①１０月５日昌 ②１０月２０日昭 ③１１
月９日昌 いずれも午後１時３０分～
３時３０分

■場衣浦東部保健所（刈谷市大手町）
■内■講①施羽根晃氏（羽根メンタルクリ

あきら

ニック院長）による講話「うつ病の理
解と治療について」、座談会 ②施耕

こう

野
の

登氏（矢作川病院精神保健福祉士）
のぼる

による講話「家族の心がまえについ
て」、座談会 ③施座談会
■対うつ病患者の家族
■定各３０人（先着順）
■申各開催日前日までの午前９時～午後
５時（松掌抄を除く）に、電話で衣浦
東部保健所健康支援課（緯〈２１〉９３３７）へ

うつ病家族教室



■問デンパーククラブハウス（緯〈９２〉７１１２）
■￥入園料別途
■申９月２１日昌からの午前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作るヘルシー料理
教室
■時１０月２１日晶午前１０時～午後０時３０分
■内献立施サツマイモのサラダ、キノコ
とベーコンのクリームパスタ等

■定２０人（先着順）
■￥１５００円
■持エプロン、手ふきタオル、箸
写真講座「デンパークでお散歩フォト」
■時１１月９日昌・３０日昌午前１０時～正午
（全２回）
■講岡本由樹子氏

ゆ き こ

■定１５人（先着順）
■￥２３００円
■持カメラ
JB’Sダンス
■時１０月１３日昭・２７日昭、１１月１０日昭・
２４日昭、１２月８日昭・２２日昭午前１０
時～１１時３０分（全６回）

■講MARI氏
マ リ

■定１５人（先着順）
■￥１２０００円

デンパーククラブハウスの
体験教室

プラネタリウム１０月の生解
説
■時①１日松・２日掌・８日松・９日掌

②１０日抄・１５日松・２２日松・２３日掌・
２９日松・３０日掌 ③１６日掌 いずれ
も午後１時３０分・３時（２３日は午後
１時３０分のみ）

■内①獅生解説「星空の海」 ②獅生解説
「幸せの星をさがして」 ③獅生解説
「やぎ座のミステリー」 いずれも生
解説に加え通常投映番組あり
■￥５０円（団体４０円、中学生以下無料）
■場■問文化センター（緯〈７６〉１５１５）

無戸籍者解消のための相談
窓口
日本国民であるものの戸籍に記載さ
れていない人（無戸籍者）について、戸
籍に記載されるための手続き方法等の
相談、案内をしています。
相談窓口施名古屋法務局刈谷支局（緯

〈２１〉００８６）、市市民課
※受付時間はいずれも午前８時３０分～
午後５時１５分（松掌抄を除く）。

■問市市民課（緯〈７１〉２２２１）

■時１０月１４日晶午後１時３０分～４時３０分
■場文化センター
■内■講第１部施過重労働による健康障害
防止のための労務管理／中西浩信氏

ひろ のぶ

（刈谷労働基準監督署副署長） 第２
部施働くとき、雇うとき、これだけ
は知っておきたい労働法／阿萬裕子

あ ずま ひろ こ

氏（特定社会保険労務士）
■定５０人（先着順）
■申１０月１３日昭までの午前９時～午後５
時（松掌抄を除く）に、直接か電話で
市商工課（緯〈７１〉２２３５）又は県西三河
県民事務所産業労働課（緯０５６４〈２７〉
２７８２）へ

労働講座

あんジョイ生活サポーター
養成研修
本市が来年４月から実施する、高齢
者に対する生活支援サービス（訪問サ
ービス、通所サービス、地域サロン等）
の担い手を養成する研修です。
■時■場下表のとおり（いずれも全２日間
の研修。各回は同じ内容です）

■内介護保険制度、高齢者の特性、生活
支援の方法、接遇・マナー、認知症
等病気に関する知識を学ぶ
■定各２０人（先着順）
■持筆記用具、昼食
■申９月２０日昇～各回開催日２週間前ま
での午前９時～午後５時１５分に、申
込書を郵送（必着）・ファクス又は電
話で叙ニチイ学館研修担当（〒４４４－
００４３岡崎市唐沢町１１－５第一生命・
三井住友海上岡崎ビル２階／胃０５６４
〈２６〉３３３２／緯０５６４〈２７〉０３１１）へ
※申込書は各地区公民館・各福祉セ
ンター、市公式ウェブサイトで配布。

■問市高齢福祉課（緯〈７１〉２２２３）
会場日程回

総合福祉センター１０月２９日松・
３０日掌

第１回

明祥福祉センター１１月２４日昭・
２５日晶

第２回

北部福祉センター１１月２６日松・
２７日掌

第３回

作野福祉センター１２月３日松・
４日掌

第４回

桜井福祉センター１２月８日昭・
９日晶

第５回

安祥福祉センター１２月１０日松・
１１日掌

第６回

※時間はいずれも午前９時３０分～午後
４時。

１０月の移動児童館
■対■時■場乳幼児親子

▲

５日昌・１９日昌獅

東部公民館 １４日晶・２８日晶獅高棚
町公民館 いずれも午前１０時～１１時
■問子育て支援センター（緯〈７２〉２３１７）

メダカ里親プロジェクト
■時１０月１日松午後１時３０分～３時３０分
（午後１時２０分に歴史博物館入口前
に集合）
■内表彰式・報告会と放流式
エコクッキング
■時１０月８日松午前１０時～１１時３０分
■内食品ロスを出さない調理法等を学ぶ
■対４歳以上の子とその保護者
■定１０人（先着順）
■￥２００円（保護者も必要）
■講市消費生活学校会員
■持エプロン、三角巾、ふきん、箸
廃油石けんづくり
■時１０月９日掌午前１０時～１１時３０分
■対１８歳以上
■定１０人（先着順）
■講古居敬子氏（環境アドバイザー）

けい こ

■持長袖の服
ツリークライミング
■時１０月９日掌午後１時３０分～３時
■内秋葉公園で木登り体験（雨天時は室
内でお絵かき）
■対小学生
■定１０人（先着順）
■￥２００円
■講鬼頭茂雄氏

しげ お

■持手袋、長袖の
服、長ズボン、運動靴、タオル、水
筒（雨天時はクレヨン又は色鉛筆）
武道であそぼう
■時１０月１５日松午前１０時～１１時３０分
■内体操や受け身、護身術を使った動き
で遊びます（雨天時は室内遊び）
■対小学４年生以上（保護者の同伴があ
れば小学３年生の参加も可）
■定１０人（先着順）
■講服部真史氏

まさ し

■持手袋、長袖の服、長ズボン、運動靴、
タオル、水筒
共通事項
■申９月２０日昇～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

環境学習センターエコきち
の講座
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■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。

デンパークの植栽スタッフ
■内職務内容獅植物管理等 勤務日時獅

①午前８時～正午 ②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①②施各２人（高校生不可）
■他面接時に顔写真付履歴書を持参
■申９月２６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９月
２８日昌以降も受付。

パブリックコメント制度に
よる意見
交通安全対策基本法に基づき、「第１０
次安城市交通安全計画（案）」を作成し
ます。市の交通安全に関する総合・長
期的な施策を定める本計画（案）への意
見を募集します。
■問市民安全課（緯〈７１〉２２１９）
計画（案）の閲覧
■時閲覧期間施９月１５日昭～１０月１４日晶

午前８時３０分～午後５時１５分（閉庁・
休館日を除く）

■場市民安全課、市政情報コーナー、文
化センター、各地区公民館
※市公式ウェブサイトでも閲覧可。

意見の提出
上記閲覧期間中に、住所・氏名・意
見を、持参か郵送（必着）・ファクス・
Ｅメールで市民安全課（〒４４６－８５０１住
所記載不要／胃〈７６〉１１１２／anzen@city.
anjo.aichi.jp）へ
※電話での受付は不可。個別には回答
しません。

市職員が業務に使用するパソコン
（約１０００台）の毎起動時に、画面上に掲
載する有料広告を募集します。
■内掲載期間獅来年１月～６月 広告内
容獅縦６００ピクセル蓋横８００ピクセル
で１枠１０秒間表示 募集枠施１カ月
あたり３枠、計１８枠（１カ月単位で
申込） 掲載料獅最低提示月額１枠
１万円（応募者多数の場合、提示
額の高い者を選定）

■対広告掲載事業者又は広告代理店で、
市税の滞納が無い者

■他記載した他にも条件があります。詳
しくは募集要項で確認してください

■申９月３０日晶～１０月２０日昭午前８時３０
分～午後５時１５分（松掌抄を除く）に、
広告掲載事業者獅申込書、会社概要、
広告データ（jpeg形式で１００KB以下）
を入れたCD・DVD 広告代理店獅

申込書、会社概要 それぞれ持参か
郵送（必着）で企画情報課ＩＣＴ推進室
（〒４４６－８５０１住所記載不要／緯〈７１〉
２２０７）へ
※募集要項・申込書は、同室・市公
式ウェブサイトで配布。

市職員用パソコンへの有料
広告

市保健センターで赤ちゃん訪問業務
（乳児家庭全戸訪問）に従事する臨時看
護師を募集します。
■内採用日獅１１月１日 勤務日時獅捷～
晶午前９時～午後５時で週４日程度
賃金獅時給１４４０円、通勤割増１日
２００円 選考獅面接（１０月１４日晶）
■対看護師資格及び普通自動車運転免許
を持っている人

■定１人
■他健康保険・厚生年金・雇用保険対象
■申９月２０日昇～１０月６日昭午前８時３０
分～午後５時１５分（松掌抄を除く）に、
顔写真付履歴書と看護師免許証を持
って市保健センター（緯〈７６〉１１３３）へ

赤ちゃん訪問員

アクション油ヶ淵２０１６
■時１０月２９日松午前１０時～午後３時（天
候によっては３０日掌に順延）
■場勤労青少年水上スポーツセンター・
油ヶ淵（碧南市湖西町）
■内①生きもの講座「油ヶ淵の生きもの
でミニビオトープを作ろう」
②乗船体験及び水質に関する講座
③油ヶ淵の生きものタッチプール
④水質浄化に関連するブースや展示
等
⑤魚釣り大会
※①②は要申込、③④は参加自由。
⑤は釣った魚を持って、当日午前１０
時～１１時に会場内特設テントへ集合。
■申①②への参加希望者は、１０月７日晶

までに申込書を県水地盤環境課（緯

０５２〈９５４〉６２１９）へ
※申込書は「油ヶ淵電子図書館」ウェ
ブサイトで配布。魚釣り大会の詳細
も同ウェブサイトで確認してくださ
い。
■問市環境都市推進課（緯〈７１〉２２０６）
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■￥入苑料１００円（中学生以下無料）、呈茶
料３００円
■問丈山苑（緯〈９２〉７７８０）
山野草展
■時１０月７日晶～９日掌午前９時～午後
５時（７日は午後１時から、９日は
午後３時まで）
■内和泉きらめきクラブ山野草部会会員
の作品を展示

夜間開苑
１０月１４日晶～１６日掌は、午後９時ま
で開苑します（入苑は午後８時３０分ま
で）。満月と竹あかりに映し出された幻
想的な苑内を鑑賞しませんか。

丈山苑の催し

■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



熱を感知し、警報や消火を自動で行
う自動消火装置をコンロ台の天井に無
料で設置します。
■対次のいずれにも該当する人
暫自動消火器を設置していない
暫７０歳以上のひとり暮らし高齢者
（認定者）
暫所得税が非課税
■他設置後の取外しや廃棄費用は自己負
担です
■申９月１５日昭～１０月１４日晶午前８時３０
分～午後５時１５分（松掌抄を除く）に、
直接高齢福祉課（緯〈７１〉２２２３）へ

自動消火器の給付 人と動物が共生するまちを
目指そう
■問環境都市推進課（緯〈７１〉２２０６）
９月２０日～２６日は動物愛護週間
暫ペットは命ある生き物、家族の一員
です。最後まで責任をもって飼いま
しょう。繁殖を希望しないのであれ
ば、去勢や避妊手術をしましょう

暫飼い主のいない猫にエサを与えない
でください。衛生環境の悪化やトラ
ブルを引き起こすだけでなく、繁殖
して不幸な命を増やしてしまいます。
エサを与えるのであれば、猫を保護
し、責任をもって飼育しましょう

暫ふんの放置、リードをつけずに散歩
することもマナー違反です。他の人
に迷惑をかけない飼育をしましょう

９月２８日は「世界狂犬病デー」
暫人が狂犬病を発症すると、ほぼ１００％
死に至ります

暫犬を飼ったら必ず登録し、狂犬病の
予防接種を毎年受けさせてください

暫日本では昭和３２年以降、国内での感
染はおきていません。しかし、世界
では、１０分間に１人が狂犬病で亡く
なっており、感染原因の多くは犬に
かまれることです

暫人への感染防止には、犬への狂犬病
予防接種が最も有効です

社会生活基本調査にご協力
を
１０月２０日現在で総務省が実施します。
対象世帯には、１０月上旬～中旬に調査
員が伺い、調査書類を配布します。調
査票での回答のほか、インターネット
でも回答できますので、ご協力をお願
いします。
■対無作為に選ばれた全国の約９万世帯
（そのうち愛知県は約３０００世帯）で、
１０歳以上の世帯員
■問県県民生活部統計課（緯０５２〈９５４〉
６１１６）、市経営管理課（緯〈７１〉２２０５）

平成２９年度入学生を募集します。
■時試験日獅１１月５日松

■内試験科目獅国語総合（古文・漢文を
除く）、面接
■対合格した場合は同校への入学を確約
でき 推薦獅来年３月に高等学校を
卒業見込みの人 社会人獅来年４月
１日現在、３４歳以下で高等学校を卒
業している又は高等学校卒業と同等
の学力のある人
■定２０人程度
■申１０月１８日昇～２８日晶午前９時～午後
５時（松掌を除く）に、申込書を持参
か郵送（消印有効）で安城市医師会安
城碧海看護専門学校（〒４４６－００２６安
城町広美４２／緯〈７７〉８５８８）へ
※申込書は同校で配布。

市医師会 安城碧海看護専
門学校学生（推薦・社会人）

明るい選挙推進安城市協議
会公募委員
■内職務内容施街頭啓発活動（選挙毎に
１回）、協議会への出席（年１回）、模
擬投票授業への協力（市内各高校に
て随時実施）等 謝礼施活動１回に
つき２０００円分の商品券 任期施１２月
１日から平成３０年６月～９月に開催
する協議会開催日前日まで（約１年
半） 選考施面接（１１月上旬）
■対１２月１日現在、１８歳以上３０歳未満で
市内在住の人（高校生を除く）
■定２人程度
■他選出された委員の氏名は、市公式ウ
ェブサイト等で公表します
■申９月３０日晶～１０月１４日晶午前８時３０
分～午後５時１５分（松掌抄を除く）に、
応募用紙を持参か郵送（必着）・ファ
クス・Ｅメールで選挙管理委員会
（行政課内／〒４４６－８５０１住所記載不
要／胃〈７６〉１１１２／ senkyo@city.
anjo.aichi.jp／緯〈７１〉２２０８）へ
※応募用紙は同委員会・市公式ウェ
ブサイトで配布。

◆あかりアート展
■時９月２１日昌～２６日捷

■内あかりを使った透かし絵オブジェ
の展示

◆光と影の世界を楽しむシルエット
アート体験会＆展示
■時９月２１日昌～２５日掌

※体験会の受付は午前１０時３０分～
午後６時３０分。
※２１日昌は体験会は行いません。

■￥体験会獅５００円から

■問デンパーク（緯〈９２〉７１１１）

３０００本の竹あかりや高さ３ｍの竹灯籠スクリーン、加藤進太郎氏（キャン
ドルアーティスト）による演出で幻想的な明かり空間を楽しめる「仲秋のあか
りまつり」。市内園児によるペットボトルキャンドル等、温もりあふれる作品
で彩られた園内で、さまざまなイベントを開催します。
■時９月２２日抄～２５日掌（期間中は開園時間を午後９時まで延長、あかりの点
灯（雨天中止）は午後６時から）
■￥入園料

◆月夜のしらべコンサート
■時■内９月２２日抄施和太鼓零～ＺＥＲ

ぜろ

Ｏ～（和太鼓）２３日晶施黒野宏通
ひろ みち

（オカリナ）２４日松施津軽三味線・
雅
みやび

會（津軽三味線）２５日掌施
かい

梵迦
ぼん が

（BONGA）（和太鼓） いずれも午
後４時３０分・７時３０分
※２２日は午後７時３０分のみ。

◆観望会
■時９月２５日掌午後７時から
■内天体望遠鏡で星を観察

「秋穫祭」イベント情報
１０月１日松から秋穫祭を開催します。１０月１日は午前１１時と午後３時から

「おかずクラブ」によるお笑いライブ、１０月２日掌は午前１１時と午後２時３０分
からきかんしゃトーマスキャラクターショーを行います。

「仲秋のあかり祭」主なイベント
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■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。

■他公共交通機関を利用してください
■問高浜市文化スポーツグループ（緯〈５２〉
１１１１）
おまんと
法被に地下足袋姿の若者が、円形に
組んだ馬場で疾走する馬に向かって飛
びつき、人馬一体となって駆け回る勇
壮な祭りです。
■時１０月１日松・２日掌午前８時～午後
５時頃

■場春日神社・八剱社（高浜市春日町）

射放弓（しゃほうきゅう）
「お弓奉納の儀」として、約３５０年の
歴史を誇る祭りです。裃に大小の刀を

かみしも

差した武者姿の若者が、東西へ白羽の
矢を放ちます。矢は見学者が拾い、護
符として家に飾る風習があります。
■時■場１０月８日松獅八幡社（高浜市八幡
町）１０月９日掌獅神明社（高浜市芳
川町） いずれも日の出～午後２時
３０分頃

高浜のまつり 高
浜

Ｂ型肝炎予防接種の定期接
種が始まります
１０月からＢ型肝炎予防接種が定期接
種となります。対象者には、生後２カ
月頃に他の予防接種と一緒に通知しま
すので、市内指定医療機関で接種して
ください。
■対本年４月以降に生まれた子
※母子感染予防で健康保険によりＢ
型肝炎ワクチンの投与を受けられる
子を除く。
■内１歳になるまでに３回接種（すでに
任意接種している場合は、その回数
を含む）
■他任意Ｂ型肝炎予防接種助成券を未使
用の場合は、市保健センター、各指
定医療機関で交換できます
■問市保健センター（緯〈７６〉１１３３）

■時運動期間獅９月２１日～３０日
■問市民安全課（緯〈７１〉２２１９）
運動重点
暫子どもと高齢者を交通事故から守ろ
う

暫夕暮れ時と夜間の歩行中・自転車乗
用中の交通事故をなくそう

暫後部座席を含めた全ての座席でシー
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

秋の交通安全市民運動

■問衣浦東部保健所（緯〈２１〉９３３８）、市保
健センター（緯〈７６〉１１３３）

衣浦東部保健所管内でも結核の発病が
あります
衣浦東部保健所管内では、昨年新た
に６０人が結核を発病し、そのうち約７
割が６０歳以上の人でした。
高齢者の発病が多いのは、若いころ
に感染し体内で休眠していた結核菌が、
体力の衰えや病気による免疫力の低下
に伴い、活動を始めてしまうからです。
一方、働きざかりの人の発病もあり
ます。風邪と自己判断せず、２週間以
上咳が続く等、気になる症状がある場
合は病院を受診しましょう。
予防と早期発見のために
発病を防ぐためには免疫力を高める
ことが必要です。バランスのとれた食
事や十分な睡眠、適度な運動を心がけ
ましょう。
早期発見のためには、職場や市の健
診等で１年に１回は胸部Ｘ線検査を受
けることが大切です。
なお、子どもの結核の重症化を予防
するために、ＢＣＧ接種を１歳までに
受けましょう。

結核の予防と早期発見を

７月分／受付順／敬称略
市社会福祉協議会善意銀行
十四年会、ユーホーム安城店、ふれあ
いダンス、横山眞司、太田勉、中村富
士子、匿名
市役所関係
市民交流センター来館者他（募金箱）、
匿名

福祉への善意・寄付

換水清掃・施設点検のため休館します。
■時プール獅９月２９日昭～１０月１４日晶

トレーニングルーム獅１０月３日捷・
１０日抄～１４日晶

■問マーメイドパレス（緯〈９２〉７３５１）

マーメイドパレスの休館

本市では、市民の皆さんが年に１回
下記がん検診を受診する際の費用を助
成しています。
■内■対子宮頸がん検診施２０歳以上 乳が
ん・胃がん・大腸がん・肺がん・前
立腺がん検診施４０歳以上
※記載した他にも要件があります。
詳しくは、本紙５月１日号７ページ
を参照するか問い合わせてください。

■問市保健センター（緯〈７６〉１１３３）

１０月はがん検診受診率５０％達
成に向けたキャンペーン月間
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