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■時３月８日昌午前１０時３０分～１１時４５分
■内出演施谷田育代（声楽）、柳

やす よ

沢知津江
ち ず え

（チェンバロ）、富永雅美（フルート）、
まさ み

鈴木寛子（ピアノ）
ひろ こ

演目施水の戯れ、幻想曲「さくらさ
くら」、朧月夜、早春賦、花の街、プ
レリュード、G線上のアリア、カナ
リオス、ソナタC-dur第１楽章、春
よこい、花は咲く

■定１５９人
※無料整理券を２月２２日昌午前９時
から昭林公民館で配布。
※未就学児の入場はご遠慮ください。
■他託児（１人３００円、先着５人）あり。
希望者は３月１日昌までに昭林公民
館
■場■問昭林公民館（緯〈７７〉６６８８）

昭林モーニングコンサート

丈山苑の催し
■￥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）
つばき盆栽展
■時３月３日晶～５日
掌午前９時～午後
５時（３日は午前
１０時から、５日は
午後３時まで）
■内椿一花会員の作品
を展示
和布で楽しむキルト展
■時３月１０日晶～１２日
掌午前９時～午後
５時（１２日は午後
３時まで）
■内徳穂直美キルト教

とく ほ なお み

室の作品を展示

木のペンダントづくり
■時３月４日松・１２日掌午前１０時～１１時
■内間伐材に絵を描いてオリジナルペン
ダントを作ります
■対４歳以上（未就学児は保護者同伴）
■定各１０人（先着順）
■￥１００円
環境サロン
講師から自然栽培で作る春・夏野菜
の話を聞きます。サロン形式で気軽に
参加できます。
■時３月５日掌午後１時３０分～３時３０分
■講野中慎吾氏（農業生産法人みどりの

しん ご

里）
■対１８歳以上
■定４０人（先着順）
■￥２００円（コーヒー付き）
■持筆記用具
親子でエコクッキング
■時３月１１日松午前１０時～１１時３０分
■内地域でとれた食材を使って料理を作
り、根羽杉で作った箱に詰めます
■講神谷直子氏、古居敬子氏、間下栄子

なお こ けい こ ま した えい こ

氏
■対４歳以上の子とそ
の保護者
■定１５組（先着順）
■￥１箱１０００円
■持エプロン、三角巾、マスク、ふきん、
箸、皿
はぎれでリースづくり
■時３月１３日捷午前１０時～１１時
■講稲垣愛美氏

あい み

■対１８歳以上
■定１０人（先着順）
■￥３００円

共通事項
■申２月１９日掌～各講座開催日３日前
（昌の場合はその前日）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）
※受付初日は、１家族１講座のみ。

環境学習センター「エコき
ち」の講座

オリジナル陶器グッズを作
ろう
■時３月２６日掌午前１０時～正午、午後１
時３０分～３時３０分

■場市民ギャラリー
■内初めてでも楽しめるポーセラーツ。
磁器に好みの転写紙を貼りオリジナ
ルグッズを作ります
※焼成が必要なため、作品の受渡は
４月８日松以降になります。
■講佐野久美子氏（日本ヴォーグ社ポー

く み こ

セラーツインストラクター）
■定各１０人（定員を超えた場合は抽選）
■￥マグカップ（小）獅６００円 マグカッ
プ（大）・お皿・ペンスタンド獅各８００
円

■他未就学児の参加には保護者の同伴が
必要です
■申３月１２日掌まで（必着）に、「オリジナ
ル陶器グッズを作ろう申込」と明記
し、住所・氏名・年齢・電話番号・
参加人数（１回の申込につき２人ま
で）、参加者全員の氏名、希望する時
間・制作物（マグカップ大・小、お
皿、ペンスタンド）を郵送の場合は
はがき、ファクスの場合は任意の用
紙に記入し、市民ギャラリー（〒４４６
−００２６安城町城堀３０／胃〈７７〉４４９１／
緯〈７７〉６８５３）

地元農家の労力不足を補うた
め、JAあいち中央では、職業
安定法による無料職業紹介事業
を始めました。作物ごとの収穫
時期や農作業で労働力を必要と
している農家と、パートとして
農作業をしたい人の橋渡しをし
ます。詳細は問い合わせてくだ
さい。
■問JAあいち中央営農支援室（緯

〈７３〉４４４４）、市農務課（緯〈７１〉
２２３３）

■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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３月の移動児童館
■対■時■場乳幼児親子

▲

１日昌・１５日昌獅

東部公民館 １０日晶・１７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）

碧海信用金庫本店前会場（御幸本町）
■時２月２５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２月２５日松午前１０時～午後３時
■内今月のイベント獅健康マイレージ抽
選会（午前１１時頃）、健康測定会
通常イベント獅子どもの遊び場（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、きーぼーショップ
ミニ、商店街アイドル「看板娘。」ス
テージ、きーぼーのお楽しみ抽選会
■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

■問堀内公園（緯〈９９〉５９４７）
期間限定「回数券限定販売」
■時３月１日昌～３１日晶（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
キャンディープレゼント
■時３月１１日松午前９時から
※雨天の場合は１２日掌に順延。

■内■対有料遊具を利用した小学生以下に
キャンディーを進呈
■定各遊具３０人（当日先着順）
赤ちゃんハイハイレース
■時３月１１日松午前１０時３０分（受付は公
園管理事務所前で午前１０時から開始）
※雨天の場合は１２日掌に順延。
■内参加者に有料遊具利用券を進呈
■対立ち歩きのできない赤ちゃんとその
保護者

■定４０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３月１１日松・２７日捷諮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２月２７日捷～各開催日前日の午前９
時～午後４時３０分（休園日を除く）に、
直接か電話で堀内公園

堀内公園の催し

親子で楽しむイースター
外国人講師と一緒にイースター（※）

を体験しませんか。
※イエス・キリストの復活を祝う日。
■時３月１２日掌午前１０時～正午
■場デンパーク
■内イースタージェルキャンドル作り、
エッグハンティング（宝探しゲーム）
※講座は英語で行います。
■対小学生とその保護者
■定１０組程度（先着順）
■￥１７００円（入園料を含む）
■申２月２０日捷～３月３日晶午前８時３０
分～午後５時１５分（松掌を除く）に、
直接か電話で市国際交流協会（緯〈７１〉
２２６０）

交通安全市民大会
■時２月２５日松午後２時１５分～４時
■場文化センター
■内式典獅交通安全宣言、交通安全市民
運動活動方針の発表等 アトラクシ
ョン獅めおと楽団ジキジキによる音
楽漫談
■他来場者に交通安全啓発品を進呈
■問市民安全課（緯〈７１〉２２１９）

野外活動やボランティア活動等を
通し、国際的に活躍できる子どもを
育成します。
■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、募金活動等

■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）



我広報あんじょう 2017.2.15

■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。

観光ＰＲ動画に投票してお
買い物券を当てよう
市観光協会では、安城市の観光PR
動画を募集し、優秀な作品を買い取る
コンペを開催しています。コンペの一
次審査は、インターネットでの一般投
票により行います。あなたが投票した
作品が一次審査を通過し、最終審査で
上位３作品に入った場合、抽選で１００
人に買い物券５００円分を進呈します。
■時投票受付期間獅２月１０日晶～３月１０
日晶

■申投票手順獅①スマート
フォン・パソコンから
市観光協会の投票ペー
ジにアクセス（右ＱＲ
コードからも可） ②投票ページの
評価基準に基づき作品に投票 ③投
票後、フォームに氏名・Ｅメールア
ドレス・一言コメントを入力し、買
い物券が当たるチャンスに応募
■他注意事項獅投票は１人１回１作品の
み。複数投票は無効となります
当選者の発表獅当選者には４月７日
晶までにshoko@city.anjo.aichi.jp
より投票時に入力のＥメールアドレ
スへ買い物券発券の案内を送付します
■問市観光協会事務局（商工課内／緯〈７１〉
２２３５）

■問マーメイドパレス（緯〈９２〉７３５１）
春のトレーニングスタートキャンペー
ン
■時３月２日昭～３０日昭

■対■内期間中、トレーニングルーム初回
講習会に参加した高校生以上に、特
製タオルを進呈

女性のためのお手軽エクササイズ
■時①初級編：３月３日晶午前１０時３０分
～１１時３０分 ②中級編：３月１７日晶

午後１時３０分～２時３０分
■内①獅椅子に座ったままできるエクサ
サイズ ②獅ボールを使ったストレ
ッチ、椅子に座ったままできる全身
運動を取り入れたエクササイズ
■講健康運動指導士
■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２月２１日昇午前１０時から、電話でマ
ーメイドパレス

目指せ美☆ボディ！骨盤エクササイズ
■時①中級編：３月１６日昭 ②初級編：
３月２４日晶 いずれも午前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
■講岩瀬裕子氏

ゆう こ

■対①施初級編に参加したことがある人
②施１８歳以上の女性
■定各８人（先着順）
■￥各５００円
■持運動のできる服装、タオル、ヨガマ
ット又はバスタオル、飲み物（ペッ
トボトル）
■申①施２月２２日昌

②施２月２３日昭

いずれも午前１０
時から、電話で
マーメイドパレ
ス

マーメイドパレスの催し

３月の土器づくり教室
■時１日昌～３日晶・７日昇～１１日松・
１４日昇～１７日晶・２０日抄～２５日松・
２８日昇～３１日晶午後１時から（受付
は午後２時まで）
■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）

プラネタリウム３月の生解
説
■時①４日松・５日掌・１１日松・１２日掌・
１８日松～２０日抄・２５日松午後１時３０
分 ②４日松・５日掌・１１日松・１２
日掌・１８日松～２０日抄・２５日松午後
３時 ③２８日昇～３１日晶午後１時３０
分・３時

■内①獅全編生解説「憧れ
の南十字星～南国の星
空めぐり～」 ②獅生
解説「３月の星空めぐ
り」、通常投映番組 ③獅生解説「春
の星空探訪」、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）

衣浦東部保健所の相談・検
査
■他有料の検査の費用は問い合わせてく
ださい
こころの健康医師相談（予約制）
■時①３月７日昇午後２時～４時 ②３
月１６日昭午後２時～４時
■場①獅衣浦東部保健所（刈谷市大手町）
②獅安城保健分室（横山町）
■内精神科医師による相談
■申事前に衣浦東部保健所健康支援課
（緯〈２１〉９３３７）
エイズ・肝炎検査（無料）、梅毒検査（有
料）
■時毎週昇午前９時～１１時（３月２８日を
除く）
※エイズ検査は３月６日捷午後６時
～７時も実施。
■場■問衣浦東部保健所生活環境安全課
（緯〈２１〉４７９７）
骨髄バンクドナー登録（予約制）
■時毎週昇午前９時～１１時（３月２８日を
除く）
■場■申事前に衣浦東部保健所生活環境安
全課（緯〈２１〉４７９７）
検便・井戸水検査等（有料）
■場■問衣浦東部保健所試験検査課（緯〈２１〉
９３５３）
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シルバー人材センター臨時
職員
■内採用日獅４月１日松 業務内容獅一
般事務 勤務日時獅週５日（捷～晶）、
１日５時間３０分（抄、年末年始を除
く） 賃金獅時給８９０円、通勤割増１
日２００円 選考獅面接（３月９日昭午
後１時３０分から）

■対パソコン（ワード、エクセル）操作が
できる人
※介護等の資格所有者歓迎。
■定１人
■申２月１６日昭～２４日晶午前９時～午後
５時（松掌を除く）に申込書を持って
シルバー人材センター（緯〈７６〉１４１５）
※申込書は同センター及び同センタ
ーウェブサイトで配布。

■問高齢福祉課（緯〈７１〉２２２３）

パブリックコメント制度に
よる意見
第２次安城市エコサイクルシティ計
画を作成します。市の自転車に関する
施策を定める本計画案への意見を募集
します。
■問都市計画課（緯〈７１〉２２４３）
計画案の閲覧
■時２月１５日昌～３月１６日昭午前８時３０
分～午後５時１５分（松掌を除く）

■場都市計画課、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
メールで都市計画課（〒４４６−８５０１住所
記載不要／胃〈７６〉００６６／toshikei@
city.anjo.aichi.jp）
※電話での受付は不可。個別には回答
しません。
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１２月分／受付順／敬称略
市社会福祉協議会善意銀行／福祉基金
鹿乗町内会、鳥居弘美、ダボ、中村富
士子、赤堀やす子、古井町農用地利用
改善組合、御菓子司北城屋アンディ店、
たかたな歯科、御菓子司北城屋百石総
本店、わさびや、デンパークふるさと
館、デンパークマーケット、中部公民
館利用者、コパン、社会福祉会館利用
者、福釜町内会、でんまぁと安城西部
店、二本木公民館利用者、安城市身体
障害者福祉協会、安城市町内会長連絡
協議会、安城市民生児童委員協議会、
国際ソロプチミスト安城、安城市福祉
まつり事務局、安城市福祉まつり実行
委員会、JA産直センター安城東部店、
有限会社城西生花店、みかわ市民生協
安城横山店、つる屋菓子舗、稲穂、
JA産直センター安城桜井店、東部公
民館利用者、松栄運輸株式会社、桜井
ロングゴルフ、作野福祉センター利用
者、中部福祉センター利用者、安城市
健民少年団、ふれあいダンス、山本美
智、安祥福祉センター利用者、匿名
市役所関係
株式会社デンソーハートフルクラブ安
城自主企画、株式会社ヤマコ、NPO
団体ZERODREAM

福祉への善意・寄付

市の事業の総合的な見直しを行った結果、市民保養事業を廃止することと
なりました。当事業の財源を新たな子ども・子育て支援施策等に活用してい
きますので、ご理解をお願いします。
■問商工課（緯〈７１〉２２３５）

改正道路交通法の施行
３月１２日に、改正道路交通法が施行
されます。主な改正点は次の２点です。
暫７５歳以上の運転者が、信号無視・一
時不停止・逆走等、特定の違反行為
をした場合、臨時認知機能検査を受
検しなければならない制度が始まり
ます。また、運転免許証更新時の認
知機能検査において一定基準に該当
した場合の認知症チェックが強化さ
れます。

暫自動車の種類に準中型自動車、運転
免許の種類に準中型自動車免許が追
加されます。
※詳細は愛知県警察公式ウェブサイト
で確認してください。
■問市民安全課（緯〈７１〉２２１９）、安城警察
署（緯〈７６〉０１１０）

■内利用可能施設・日時獅下表のとおり

■対市内在住・在勤の１０人以上で構成さ
れた団体
※小学校利用は、学区内在住・在勤
者に限ります。
■申３月１日昌～４月３０日掌に申請書を
持って 小・中学校施設獅利用を希
望する各学校（松掌抄を除く） 県立
学校施設獅市体育館（緯〈７５〉３５３５／
休館日を除く）
※申請書は市公式ウェブサイトで配布。

利用可能日時利用可能施設
松掌抄、学校休業
日の昼間市内小学校運動場

松掌抄、学校休業
日の昼間・夜間及
び平日の夜間

市内小・中学校体
育館、市内中学校
運動場（安城北中
学校を除く）

松掌抄の昼間市内県立学校運動
場

松掌抄の夜間県立安城東高等学
校体育館

平成２９年度の学校施設利用
団体登録を受付

障害者福祉の調査にご協力
を
第５期安城市障害福祉計画策定のた
め、２月中旬に次の対象者へアンケー
トを送付します。２月２８日昇まで（必
着）に返送してください。ご協力をお
願いします。
■対障害者手帳を所持する人・特定疾患
を罹患している人・自立支援医療受
給者証を所持する人の中から無作為
抽出した１５００人

■問障害福祉課（緯〈７１〉２２５９）


