
自治体シンクタンク安城市みらい創
造研究所による、中長期的な視点から
の行政課題の調査分析に基づく研究成
果を報告します。
■時３月２２日昌午後２時～３時３５分
■場市役所大会議室
■内研究報告施今後の安城市の財政状況
に関する研究、安城市におけるコミ
ュニティバスの持続可能な運営に向
けた課題と取組に関する研究
※市民幸福度アンケート調査報告も
行います。
■申３月１４日昇までの午前８時３０分～午
後５時１５分（松掌を除く）に、住所・
氏名・電話番号を電話かファクス・
Eメールでみらい創造研究所（緯〈７１〉
２２９９／胃〈７６〉１１１２／mirai@city.anjo.
aichi.jp）

「安城市みらい創造研究所」
研究成果報告会
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■内■時■対■定■￥下表のとおり
■申３月７日昇～２０日抄午前１０時～午後７時３０分（休館日を除く）に、直接マーメイ
ドパレス（緯〈９２〉７３５１）
※定員を超えた場合は、３月２１日昇午後１時に公開代理抽選（未受講者、市内
在住・在勤者優先）。定員に満たない場合は追加募集します。キャンセル待ちは
抽選順で各５人まで。
※大人対象の教室（親子水泳、幼児スイミング、児童スイミング以外）は、３月
７日より受講料を添えて申込ください。（先着順）
※３月２２日昌～３１日晶に受講料を納めてください。期間中に入金がない場合は、
参加できません。受講料には傷害保険料を含みます。

受講料定員対象とき講座名

２，４５０円２０組幼児とそ
の保護者

４月９日掌～３０日掌の毎週掌午後１時～１時５０
分（全４回）親子水泳

各
６，９００円

２０人４歳以上４月１２日昌～７月１２日昌の毎週昌（５月３日抄、
６月２１日昌を除く）午後４時～４時５０分（全１２回）

幼児スイミン
グ

各
３０人

小学１～
３年

４月１４日晶～７月１４日晶の毎週晶（５月５日抄、
６月２３日晶を除く）午後４時～４時５０分（全１２回）晶

児童スイミ
ング

４，６００円４月９日掌～５月２８日掌の毎週掌午後２時～２
時５０分（全８回）掌

各
６，９００円

１８歳以上
の女性

４月１１日昇～７月１１日昇の毎週昇（５月２日昇、
６月２０日昇を除く）午後１時～１時５０分（全１２回）昇

ゆったり
スイム ４月１３日昭～７月１３日昭の毎週昭（５月４日抄、

６月２２日昭を除く）午後３時～３時５０分（全１２回）昭

４月１１日昇～７月１１日昇の毎週昇（５月２日昇、
６月２０日昇を除く）午前１１時～１１時５０分（全１２回）昇

シェイプ
アクア

４月１２日昌～７月１２日昌の毎週昌（５月３日抄、
６月２１日昌を除く）午後７時～７時５０分（全１２回）昌

あげあげ
アクア

４月１４日晶～７月１４日晶の毎週晶（５月５日抄、
６月２３日晶を除く）午後１時～１時５０分（全１２回）晶

らくらく
アクア

第８回｢歩け歩け運動｣

■他入園料別途。都合により変更する場
合があります。詳細は問い合わせて
ください
■申３月５日掌～各申込期限の午前９時
３０分～午後５時に、直接か電話で同
クラブハウス（緯〈９２〉７１１２）
JB'Sダンス講座

おじさん・おじいさん・おばさん・
おばあさんのためのヒップホップ＆ソ
ウルダンス講座。フラフープを使って
体幹を鍛え、ダンスの振付を毎回少し
ずつ練習していきます。講座終了後に
は、曲を完成させデンパークのステー
ジに立ってダンサーデビューしましょ
う！
■時４月１３日昭・２７日昭、５月１１日昭・
２５日昭、６月８日昭・２２日昭午前１０
時～１１時３０分（全６回）

■講MARI氏（国際パルスリズムトレー
ナー）
■定２０人（先着順）
■￥１２０００円
■申申込期限獅４月６日昭

春季写真講座「プチ写真家と編集長の
学校」
■時４月１２日昌・２６日昌、５月１０日昌・
２４日昌、６月１４日昌・２８日昌午後１
時３０分（全６回）
■内「春の訪れから夏祭り」をテーマに表
現、記録や旅の思い出、デンパーク
のお気に入り撮影からフォトブック作
成まで編集とレイアウトを学びます。
２回の撮影と３回の編集レイアウト、
最後はお茶と写真タイム
■講鶴田郁夫氏（フォトマスター

いく お

EX）
エキスパート

■定２０人（先着順）
■￥６３００円（写真集代別途）
■申申込期限獅４月５日昌

寄せ植え講座 ハンギングバスケット
～春の花を使い市販の容器で可愛く～
■時４月１４日晶午前１０時
■内ハンギングバスケットを作成
■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
■申申込期限獅３月３１日晶

デンパーク クラブハウス
の体験教室

■申申込方法等 ■問問い合わせ先 ※なお、指定及び制限を設けない項目は記載していません。

マーメイドパレスの水泳教室

桜を眺めながら歩きます。
■時受付獅４月１日松午前９時～９時１５分
■内集合獅総合運動公園多目的広場（テ
ニスコート横） コース諮健脚コー
スＡ施９灼（速歩） 健脚コースＢ施

９灼（普通速） ファミリーコース施

６灼（ゆっくり） 参加賞、完歩賞有
■対市内在住・在勤・在学、市体育協会会員
■定５００人（先着順）
■申３月２９日昌までの午前９時～午後５
時（休館日を除く）に、申込用紙を持
参か郵送（消印有効）・電話・ファク
ス・Eメールで市体育協会（市体育館
内／〒４４６－００６１新田町新定山４１－８／
緯〈７５〉５１８２／胃〈７５〉３５５９／anjotaikyo
@ybb.ne.jp）
※申込用紙は市体育館・各地区公民
館・マーメイドパレス他で配布。
※当日会場での受付も行いますが、
当日受付は参加賞がありません。
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■時３月１２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）

今月の再生家具等入札販売

電話番号取扱店
緯〈７６〉８７０３山本自転車店（別郷町）

緯〈７６〉３３８７ソウリンサイクル商会
（明治本町）

緯〈７６〉２０２４サイクルショップ二藤
（御幸本町）

保管期限が過ぎた放置自転車の中か
ら、再利用可能な自転車を整備し、市
放置自転車リサイクル事業取扱店（下
表参照）で各店２・３台を販売します。
まちの美観、歩行者等の通行の妨げ
となる放置自転車をなくし、きれいな
まちを作りましょう。
■時３月１０日晶から
■問維持管理課（緯〈７１〉２２３７）

放置自転車のリサイクル販
売

■時３月２４日晶・２９日昌午後１時３０分～
３時
■場安祥閣
■内苔玉を作成します
■講石垣枝里氏

え り

■対女性
■￥５００円
■申３月８日昌～２１日昇午前９時～午後
４時に、直接か電話で住所・氏名・
電話番号・参加人数を安祥閣（緯〈７４〉
３３３３）

和室で楽しく、苔玉講座

女性の健康に関する知識の普及と健
康に関心を持つきっかけとするため、
女性の健康週間にあわせ健康測定会を
開催します。
■時３月９日昭午前１０時～午後５時
■場ドラッグスギヤマ安城店（城南町）
■内骨密度測定、血管年齢測定、健康相
談
■他骨密度測定を希望する人は、素足に
なれる服装でお越しください

■問市保健センター（緯〈７６〉１１３３）

女性の健康週間 健康測定
会

■問歴史博物館（緯〈７７〉６６５５）
懐かしの"車"写生大会＆見学会～昭
和の車が集まるよ～
■時３月１２日掌午前１０時～午後３時（受
付は午後２時３０分まで）

■場安祥城址公園（雨天：博物館ピロティ）
■内ミゼット、スバル３６０等が登場
■講石井成久氏

しげ ひさ

■対小学生、幼稚園児（保護者同伴）
※中学生以上も参加できますが展示
表彰対象外。

■持クレヨン、画版、目玉クリップ
※画用紙は配布します。

姫きものをつくろう
いらなくなった着物や古い着物をリ
メイクして、ミニチュアの着物「姫き
もの」をつくります。玄関の置物や、
外国へのお土産にも人気です。
■時４月２日掌午後１時３０分～３時３０分
■講榊原清美氏（古裂美術工房）

きよ み こ ぎれ

■定２０人（先着順）
■￥１０００円
■持裁縫道具（針、待ち針、糸切りばさ
み、白糸）

■申３月５日掌午前９時から、電話で歴
史博物館

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３月５日掌午前９時から、電話で各
申込先
■問衣浦東部広域連合消防課（緯〈６３〉０１３５）
普通救命講習Ⅲ
■時３月１８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■申安城消防署救急係（緯〈７５〉２４９４）
普通救命講習Ⅰ
■時３月１９日掌午前９時～正午
■場高浜市役所
■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
■申高浜消防署救急係（緯〈５２〉１１９０）

■場■問デンパーク（緯〈９２〉７１１１）
■￥入園料
装道木村会展 花を結ぶ
■時３月８日昌～１３日捷

■内きものの帯を花や蝶等に美しく結ん
だ「帯結び」作品約２５点を展示
きものショー
■時３月１１日松・１２日掌午後２時
■内木村恭子氏

やす こ

（装道礼法きもの学院講師）
そう どう

とその生徒のみなさんによるショー
安城サルビア会押花展
■時３月１５日昌～２７日捷

■内長谷川はる子氏（花の講座講師）と会
員のみなさんによる自然の美しさを
再発見できる押花約６０点を展示

デンパークの催し

歴史博物館の催し

■時３月１１日松午前１１時～午後３時
■場安城駅西駐車場前
■内陰オシゴトごっこ施本物のマイクや
制服でアナウンサーや警察官等の職
業体験。給料は会場や付近の商店街
で使えるおむすび通貨 隠おむすび
通貨を購入して買い物施会場で購入
したおむすび通貨で、会場や付近の
商店街で買い物や地元のお米と交換

■対陰施小学生 隠施小学生は除く
■￥陰施２００円 隠施おむすび通貨は１０００
円単位で購入可
■他周辺商店による飲食ブースを設置
■問㈱安城スタイル（緯〈７３〉９５１１）、商工
課（緯〈７１〉２２３５）

こども夢の商店街

史跡をまわり、安城を学びながら、
健康の道（福釜コース）を歩きます。ノ
ルディックウォーキング教室も行います。
■時３月１８日松午前９時（受付は午前８
時３０分から）

■場集合場所施福釜神明神社（福釜町）
■内コース施福釜町周辺の約４灼

■定ウォーキング施定員なし ノルディッ
クウォーキング教室施２０人（先着順）

■申ノルディックウォーキング教室のみ
３月３日晶～１５日昌午前８時３０分～
午後５時１５分（松掌を除く）に、電話
で市保健センター（緯〈７６〉１１３３）

健康の道ウォーキング

■時期間・日時 ■場場所 ■内内容 ■講講師 ■対対象・資格 ■定定員 ■￥費用 ■持持ち物 ■他その他
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■問マーメイドパレス（緯〈９２〉７３５１）
■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
ベビーマッサージ
■時３月２２日昌午前１０時３０分～正午
■内赤ちゃんとママの肌と肌のふれあい
により、悩みを解消します
■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３月７日昇

日々の疲労をためないための健康お灸
■時３月２３日昭午前１０時３０分～正午
■内お灸の安全な使い方、冷えを取り去
り、カラダを温めるツボ等、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３月８日昌

マーメイドパレスの講座

■￥施設使用料
■問マーメイドパレス（緯〈９２〉７３５１）
平日限定「利用料還元フェア」
■時３月７日昇～１０日晶・１４日昇～１７日
晶

■内くじを引き、当たりが出た人に施設
利用券を進呈
■対プール・トレーニングルーム利用者
ホワイトデープレゼント
■時３月１４日昇午前１０時
■内■対プール・トレーニングルームを利
用した女性にキャンディーを進呈
■定１００人（当日先着順）
ちびっこデー
■時３月１８日松～２０日抄

■時未就学児のプール使用料が無料。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。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）
マーメイド感謝祭陰水中宝探し
■時３月１９日掌午前１０時
■対■内プールに隠されたカプセルを見つ
けた小学生以下に、景品を進呈
■定５０人（当日先着順）
マーメイド感謝祭隠流水プールでボー
ト体験
■時３月１９日掌午前１０時５０分・１１時５０分、
午後０時５０分

■内ボートで流水プールをまわる体験が
できます
■対小学生以下（小学３年生以下は保護
者同乗）
■定各５組（２人１組、当日先着順）

■申３月８日昌～各開催前日の午前９時
～午後８時（捷を除く）に、直接か電
話で市スポーツセンター（緯〈７５〉３５４５）
※アクアビクス教室、大人水泳教室
は３月３１日晶申込締切。

春季・ウォーキング基本教室（高齢者向）
■時４月５日昌～２６日昌の毎週昌午前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、帽子、靴、タオ
ル、飲み物（ペットボトル）
■他雨天の場合は施設内ランニングコー
スで実施のため、施設使用料、室内
用の靴が必要
アクアビクス教室
■時４月６日昭～７月２０日昭の毎週昭午
後１時～２時（５月４日抄を除く。
全１５回）

■対１８歳以上
■定３０人（先着順）
■￥７０００円
■持水着、水泳帽子
ダンスエクササイズ
■時４月８日松～２２日松の毎週松午後５
時３０分～６時３０分（全３回）

■内様々なダンスエクササイズを行いま
す（初心者向、シニア可）
■講MARI氏（国際パルスリズムトレーナー）
■対高校生以上
■定１５人程度（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）
ニュースポーツ体験（ノルディック
ウォーキング）
■時４月９日掌午前１０時３０分～正午（雨
天中止。小雨決行）
■内ポールを使ってより効果的な歩行運
動を体験
■講梛野久美子氏（日本ノルディックフ

く み こ

ィットネス協会）
■対ノルディックウォーキング未経験の
１８歳以上
■定１０人（先着順）
競泳用ペースメーカー体験会
■時４月９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）
■￥施設使用料
■持水着、水泳帽子、ゴーグル（必要な人）

市スポーツセンターの催し
・講座

水中ウォーキング
■時４月１１日昇～２５日昇の毎週昇午後１
時～２時（全３回）

■対中高年
■定１０人（先着順）
■￥施設使用料
■持水着、水泳帽子
大人水泳教室
■時４月１４日晶～６月９日晶の毎週晶午
後１時～２時（５月５日抄を除く。
全８回）

■対１８歳以上の水泳初心者
■定２０人（先着順）
■￥４０００円
■持水着、水泳帽子、ゴーグル

マーメイド感謝祭韻造波プールで水上
歩行
■時３月１９日掌午前１０時台から午後４時
台までの毎時１５分から３５分まで（午
後２時台は除く）
■内巨大ボールの中に入り、プールの上
をハムスターのようにころころボー
ルを転がして進む体験ができます
■他開催時間中は、造波プールの一般利
用を制限します
■対小学生以下（小学３年生以下は保護
者同乗）
■定各８組（２人１組、当日先着順）
マーメイド感謝祭吋BINGO大会！
■時３月１９日掌午後２時
■内ビンゴになった人に施設利用券を進
呈
■対プール利用者
■定１００人（先着順）
※午後１時５０分から造波プール前で
ビンゴカードを配布。
マーメイド感謝祭右抽選会
■時３月１９日掌午前１０時
■対■内当日プールやトレーニングルーム
を利用した高校生以上に抽選で電化
製品や生活用品、施設利用券等を進
呈
■定１００人（当日先着順）

マーメイドパレスの催し

■申申込方法等 ■問問い合わせ先 ※なお、指定及び制限を設けない項目は記載していません。
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最近子どもを狙った凶悪事件が多発
しています。安城市内においても不審
者情報が数多く寄せられています。
「こども１１０番の家」は、危険から子
どもたちの安全を守り、地域ぐるみで
の防犯意識向上のため、市内に１１００カ
所以上設置されています。郷土の将来
を担う子どもたちの安全を確保し、犯
罪に巻き込まれないよう、地域のみな
さんによる「こども１１０番の家」の新規
設置にご協力ください！

もし子どもたちが不審者に
●声をかけられた
●後をつけられた
●体を触られた
●車に乗せられそうになった 等

身の危険を感じたときは、「こども１１０
番の家」に駆け込めば、緊急一時保護
を受けることができ、１１０番通報や保
護者、学校へ連絡してもらえます。
「こども１１０番の家」になり、普段の
生活の中で、万一子どもたちが駆け込
んできたら、保護してください。毎日
家にいなくてもかまいません。また、
期間も決まっていません。できる期間
で何年でも結構です。できなくなった
場合は申し出てください。
もし、地域で不審者やいじめ、けん
か等を発見した場合は、すぐに最寄り
の学校、警察に連絡してください。
■問市青少年愛護センター（青少年の家
内／緯〈７６〉３４３２）

エコきちへ行こう
■場環境学習センターエコきち
■申３月４日松から各開催日の前日まで
の午前９時～午後９時（昌を除く。
開催前日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・参加人数を電話かファクス
で環境学習センターエコきち（緯・
胃〈７６〉７１４８）
※受付開始日は１家族１講座のみ。

春の自然観察会
■時３月２０日抄午前１０時～１１時３０分
■内小川町の野原の自然を観察します
■講近藤音吉氏（小川の自然を守る会会長）

おと きち

■対小学生以下は保護者同伴
■定２０人（先着順）
■持飲み物
■他集合場所は参加者に連絡
やさしいヨガ

■時３月１０日晶・２４日晶午前１０時～１１時３０分
■講下尾真紀氏（ヨガ講師）

しも お ま き

■対１８歳以上
■定各２０人（先着順）
■￥５００円
■持ヨガマット（なければバスタオル）、
バスタオルかブランケット、飲み
物、汗拭きタオル

ぼたもちづくり
■時３月１９日掌午前１０時～１１時３０分
■内小豆あんでぼたもちづくり
■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）
■￥２００円（保護者も必要）
■持エプロン、三角巾、マスク、ふきん、
持ち帰り容器

堀内公園の催し
■問堀内公園（緯〈９９〉５９４７）
赤ちゃんハイハイレース
■時３月２５日松午前１０時３０分（受付は午
前９時から管理事務所前）
※雨天の場合は２６日掌に延期。
■他参加者に有料遊具利用券を進呈
■対未歩行の赤ちゃんとその親
■定４０人（先着順）
南吉スタンプラリー
■時３月２７日捷～３１日晶午前９時～午後
４時（雨天中止）
■対小学生以下
■定各１００人（当日先着順）
春休み利用者還元抽選会
■時３月２８日昇～３１日晶午前９時～午後
４時
■内各日の指定遊具に乗った人に抽選で
有料遊具利用券を進呈 指定遊具諮

２８日昇獅メルヘン号 ２９日昌獅サイ
クルモノレール ３０日昭獅メリーゴ
ーランド ３１日晶獅観覧車
■対４歳以上（未就学児は１８歳以上の保
護者同伴）
■定各１００人（当日先着順）
■￥有料遊具使用料

初心者テニス体験会
■時３月６日捷・１３日捷午前１０時３０分～
正午（雨天の場合は２７日捷）
■講高橋順

じゅん

治氏（日本体育協会公認テニ
じ

ス上級指導員）
■対１８歳以上の初心者や初心者に近い人
■定各６人（先着順）
■￥１１００円（両日参加の場合は１６００円）
■持飲み物、タオル、持っている人は硬
式テニスラケット
親子でエコあそび体験
■時３月２７日捷午前１０時～１１時３０分
■内バスタオルでぬいぐるみ作り
■講相羽千佳子氏（幼児教室わいわいく

ち か こ

らぶ講師）
■対２歳～未就園児とその保護者
■定２０組（先着順）
■￥子ども１人につき２００円
■持バスタオル、輪ゴム２本

５市から始める!シン・エコアクション。
■時３月１２日掌午後１時３０分～３時３０分
■場 JAあいち豊田本店（豊田市西町）
■内安城市、岡崎市、豊田市、知立市、
みよし市がエネルギーの地産地消、
温室効果ガスの大幅削減、気候変動
等への適応を連携して取り組むため
策定した行動計画を公表
■問環境都市推進課（緯〈７１〉２２０６）

子どもの味方「こども１１０番
の家」への協力を錘

西三河首長誓約シンポジウム

こ
ど
も
１
１
０
番
の
家
に
設
置
さ
れ
る

プ
レ
ー
ト（
右
）と
旗（
左
）

■時期間・日時 ■場場所 ■内内容 ■講講師 ■対対象・資格 ■定定員 ■￥費用 ■持持ち物 ■他その他
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予防接種の接種忘れはあり
ませんか
３月１日～７日は、予防接種週間です。
接種忘れのないよう確認してください。
■問市保健センター（緯〈７６〉１１３３）
成人の風しん抗体検査及び予防接種費
用助成の申請はお早めに
■内抗体検査の費用及び抗体が十分でな
いと判定された人の予防接種費用を
補助します 助成額獅抗体検査、予
防接種費用それぞれ上限５０００円

■対妊娠を希望する女性（※）とその夫、
妊婦の夫
※初めての妊娠を希望する人は県の
助成（要事前申請）により、抗体検査
が無料となる場合有。検査実施期限
は３月１０日晶です。詳細は衣浦東部
保健所安城分室（緯〈７５〉７４４１）へ問い
合わせてください
■他抗体検査後、結果がわかるまで約１
週間かかることがあります。予防接
種を希望する人は、早めに検査を受
けてください
■申検査・予防接種後、３月３１日晶まで
の午前８時３０分～午後５時１５分（松

掌抄を除く）に、申請書（同センター、
市公式ウェブサイトで配布）、検査の
領収書・結果、ワクチンの種類や接
種日が分かる予防接種の領収書、認
印、検査・予防接種を受けた人の口
座が分かるものを、持参か郵送（必
着）で市保健センター（〒４４６－００４５
横山町下毛賀知１０６－１）

「交通事故、詐欺等の犯罪被害に遭
い、警察や検察庁に訴えたが、検察官
が起訴しないのは納得できない」という
人は岡崎検察審査会に相談してください。
■問岡崎検察審査会事務局（緯０５６４〈５１〉
５７９３）、市行政課（緯〈７１〉２２０８）

ご存知ですか！検察審査会

■時５月２４日昌までの開庁時間
■内店舗名称獅安城今池商業施設 店舗
所在獅今池町三丁目３６７番ほか1筆
縦覧内容獅大規模小売店舗の新設の
届出に関する事項

■場■問県商業流通課（緯０５２〈９５４〉６３３８）、
市商工課（緯〈７１〉２２３５）

大規模小売店舗立地法に係
る届出書の縦覧

本紙平成２８年１０月１日号３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３月３１日晶と迫っていま
す。ぜひご利用ください。
■問農務課（緯〈７１〉２２３３）

デンパーク市民特別入園券
の有効期限は３月３１日まで!

矢作川小川築堤工事に伴う
堤防道路通行止
国土交通省豊橋河川事務所では、小
川町地内において、堤防の嵩上げや断
面の拡幅工事を進めています。工事に
伴い小川橋から美矢井橋までの堤防天
端道路を通行止にして施工しています。
■時通行止期間施５月３１日（予定）まで
■場小川町地内
■他現地にて迂回路を案内しています。
案内に従って通行してください
※通行止の詳細は豊橋河川事務所ホ
ームページに掲載。URL施http://www.
cbr.mlit.go.jp/toyohashi/information
/pdf/yahagi-koji_anjo.pdf
■問豊橋河川事務所工務課（緯０５３２〈４８〉
８１０３）、市土木課（緯〈７１〉２２３９）

■時変更日獅４月１日購入分から
※購入日から１月以内に申請。
■内補助金の額施購入価格の２分の１
（３分の２） 補助限度額施バイオ式
生ごみ処理機３００００円（４５０００円）、乾
燥式生ごみ処理機３００００円（４５０００円）、
たい肥化容器１基につき５０００円
（７０００円）、減量容器１基につき５０００
円（７０００円） 括弧内は変更前
■対補助対象要件
暫市内に住所を有している個人
暫市税を滞納していない
暫安城市内の販売店から生ごみ処理
機器を購入

暫購入価格（消費税を含む）が、２０００
円以上
※詳細は問い合わせてください。
■問清掃事業所（緯〈７６〉３０５３）

生ごみ処理機器購入補助金
を減額します

平成２９年度版（４月～平成３０年３月）
ごみカレンダーを３月中旬に配布します。
■問清掃事業所（緯〈７６〉３０５３）

ごみカレンダーを配布

春季火災予防運動
３月１日から７日まで、全国一斉に
春季火災予防運動が実施されます。平
成２８年度全国統一防火標語施消しま
しょう その火その時 その場所で
住宅防火命を守る７つのポイント諮３
つの習慣施①寝たばこは、絶対やめる
②ストーブは、燃えやすいものから離
れた位置で使用する ③ガスこんろ等
のそばを離れるときは、必ず火を消す
４つの対策施①逃げ遅れを防ぐために、
住宅用火災警報器を設置する ②寝具、
衣類及びカーテンからの火災を防ぐた
めに、防炎品を使用する ③火災を小
さいうちに消すために、住宅用消火器
等を設置する ④お年寄りや身体の不
自由な人を守るために、隣近所の協力
体制をつくる
放火（疑い含
む）は全国及び
衣浦東部広域連
合消防局管内で
火災発生原因の
第１位です。放
火を防ぐための
チェックシート
を衣浦東部広域連合ホームページに掲
載しています。一度チェックして、放
火対策を万全なものにしましょう。
■問衣浦東部広域連合予防課（緯〈６３〉０１３６）

■時変更日施４月１日
■内変更前施北部出張所 変更後施北部
支所
※業務内容、住所、電話番号に変更
はありません。

■問北部出張所（緯〈９８〉８４６８）

「北部出張所」の名称を
「北部支所」に変更

２月に引き続き、４月以降も特別徴
収（年金天引き）となる人については、
４月、６月及び８月の天引き額を記載
した仮徴収額通知書を、３月又は４月
に送付していましたが、平成２９年度分
から通知書の送付を廃止します。
なお、平成２９年度の保険料（税）額に
ついては、これまでどおり７月中旬頃
に通知しますので、ご理解とご協力を
お願いします。
■問高齢福祉課介護給付係（緯〈７１〉２２２６）、
国保年金課医療係（緯〈７１〉２２３２）、国
保年金課国保係（緯〈７１〉２２３０）

介護保険・後期高齢者医療
保険・国民健康保険にかか
る仮徴収額通知書廃止

■申申込方法等 ■問問い合わせ先 ※なお、指定及び制限を設けない項目は記載していません。

矢作川
土を盛って堤防の
かさ上げをします

堤防工事（盛土）のイメージ図
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平成２９年度から援助を希望する人の
申請を受け付けています。
■対経済的な理由で、市立小・中学校へ
の就学に困る児童・生徒
■申４月に小学校へ入学する児童のみの
世帯獅３月２４日晶まで 市内小・中
学校に在学している児童・生徒がい
る世帯獅３月１０日晶まで（松掌抄を
除く）に入学を予定、又は現在通学
している学校へ申し出てください
※年度中途であっても、援助が必要
となった場合は申請することができ
ます。この場合は援助の開始時期が
異なります。

■問学校教育課（緯〈７１〉２２５４）

就学援助制度

「安城いきいきたい肥」を配
布
せん定枝リサイクルプラントで製造
した「安城いきいきたい肥」を配布しま
す。
■時４月２２日松～２９日抄（期間中は松掌

抄も配布します）
■内配布数量施総量２００ｔの内、たい肥
使用対象面積（参考：１釈当たり３手）
に応じて１世帯３００手以下
※応募者多数の場合は抽選。決定者
のみ通知。
受取方法施たい肥を直接積み込める
４ｔ以下のトラックで来るか袋を持
参して、せん定枝リサイクルプラン
トへ（スコップ貸出有）
■申３月１日昌～１４日昇午前８時３０分～
午後５時１５分（松掌を除く）に、申込
書に住所・氏名・電話番号・希望数
量（手）・たい肥使用面積又はプラン
ターの個数を記入し、持参か郵送
（必着）・ファクス・Ｅメールで清掃事
業所（〒４４４－１１５５堀内町西新田２／胃

〈７７〉１３１８／ikiiki@city.anjo.aichi.jp）
※申込書は同所・市公式ウェブサイ
トで配布、任意の用紙も可。
※記入漏れは無効。
■問清掃事業所（緯〈７６〉３０５３）

■内業務内容獅保育 勤務開始日獅４月
１日 勤務場所獅市内公立保育園
選考獅面接（申込時又は指定日）

■定各若干名
■他通勤割増１日２００円、協会けんぽ健
康保険、厚生年金、雇用保険加入、
就労時間内禁煙
■申捷～晶午前８時３０分～午後５時（抄

を除く）に、写真付履歴書と保育士
証を持ち子ども課（緯〈７１〉２２２８）

臨時保育士
■内勤務日時獅捷～晶午前８時３０分～午
後５時（松勤務有） 賃金獅時給１３１０
円

６時間パート保育士
■内勤務日時獅捷～晶午後１時～７時
賃金獅時給１２３０円

保育園臨時職員（保育士）

■内業務内容獅保護者の対応、通訳、保
育補助、通信の翻訳等（他園への巡
回有） 勤務開始日獅４月１日 勤
務日時獅捷～晶午前９時３０分～午後
６時 勤務場所獅みその保育園 賃
金獅時給１５６０円、通勤割増１日２００円

■対ポルトガル語・日本語による通訳、
簡単な翻訳ができる人

■定１人
■他協会けんぽ健康保険、厚生年金、雇
用保険加入、就労時間内禁煙
■申捷～晶午前８時３０分～午後５時（抄

を除く）に、写真付履歴書（日本語）、
外国籍の人は在留カードの写しを持
ち子ども課（緯〈７１〉２２２８）

保育園臨時職員（通訳保育
アシスタントポルトガル語）

来年度からの市国際交流協会事業で
活動するボランティアを広く募集しま
す。
■内活動内容施通訳（言語不問）、日本語
教室（教室全般、事務作業のみも可）、
ホームステイの受け入れ。これら以
外にも日本文化を紹介できる人、日
本人に自国文化を伝えられる外国人
等も歓迎です。又、グループでの登
録もできます
■対１８歳以上
■他詳細は問い合わせるか、同協会ホー
ムページで確認してください
■申３月６日捷～４月２８日晶午前８時３０
分～午後５時１５分（松掌抄を除く）に、
直接か電話で市国際交流協会（さく
ら庁舎内／緯〈７１〉２２６０）

ボランティア募集錘異文化
交流をはじめませんか？

■時期間・日時 ■場場所 ■内内容 ■講講師 ■対対象・資格 ■定定員 ■￥費用 ■持持ち物 ■他その他

デンパークのスタッフ
■内賃金獅時給８５０円（松掌抄は１００円増）、
通勤割増１日２００円 休日獅応相談
■他面接時に写真付の履歴書を持参。高
校生不可

■申３月１０日晶までの午前９時３０分～午
後５時（休園日を除く）に、電話でデ
ンパーク（緯〈９２〉７１１１）
※期限内に申込がない場合は、期限
後も受け付けますので問い合わせて
ください。
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 いずれも松掌抄勤務有
■定①獅２人 ②獅３人
ゲートスタッフ
■内職務内容獅入退場管理等 勤務日時
獅松掌抄午前９時～午後５時１５分の
内で指定する時間
■定若干名
メルヘン号運転スタッフ
■内職務内容獅メルヘン号の運転及び乗
車補助 勤務日時獅松掌抄を含む午
前９時１５分～午後５時３０分の内で指
定する時間
■対普通自動車運転免許を有する人
■定１人

最低賃金引上げ支援「業務
改善助成金」活用事業者
生産性向上のための設備投資等を行
い、事業場内の最低賃金を一定額以上
引上げた場合、その設備投資等の費用
の一部を助成する制度です。
制度の拡充により、最低賃金の引上
げ額が異なる５つのコースから選択で
きるようになりました。
■対事業場内最低賃金が１０００円未満の中
小企業・小規模事業者
■他申請方法等詳細は厚生労働省のホー
ムページ「業務改善助成金」で確認で
きます

■問商工課（緯〈７１〉２２３５）
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■申申込方法等 ■問問い合わせ先 ※なお、指定及び制限を設けない項目は記載していません。

（ ）内は前月比

〈平成29年2月1日現在〉
総 人 口
男 性
女 性

世 帯 数

186,925人（＋88）
95,858人（＋17）
91,067人（＋71）

73,251世帯（＋78）

人口・世帯

火 災
救 急

１月の火災・救急

5件（うち建物 2件）
745件（うち急病516件）

６０歳以上の健康で働く意欲のある人
を募集しています。様々な仕事があり
ますので、健康維持のためにもシルバ
ーの会員になって生きがいを見つけ社
会参加をしましょう。４月から始まる
日常生活支援の仕事に参加できる人も
大歓迎です。あなたのやる気と時間を
大いに活用しましょう。
■時入会説明会獅毎月第２昌午前１０時
■場シルバー人材センター（百石町）
※３月３０日昭午後２時、北部福祉セ
ンターで出張入会説明会を開催。
■問シルバー人材センター（緯〈７６〉１４１５）、
高齢福祉課（緯〈７１〉２２２３）

シルバー会員として週２日
程働きましょう！

■内勤務場所獅図書情報館（アンフォー
レ内） 業務内容獅図書業務全般、
開館準備 雇用期間施４月３日～９
月３０日（更新の場合有） 勤務日時獅

①週５日午前８時３０分～午後５時
②週３日午前９時～午後５時 ③月
８日以上平日午後５時～８時、松掌

抄午前１１時～午後６時 ①②は松掌

抄を含み、平日週１回程度午後８時
まで、松掌抄隔週１回程度午後６時
までの夜間当番有 賃金施時給９５０
円、通勤割増１日２００円 選考獅書
類審査、面接（３月２１日昇）
※応募者多数の場合は書類審査を１
次選考とする場合有。

■対普通自動車運転免許を有し、簡単な
パソコン操作ができる健康な人（図書
館司書資格、図書館勤務経験者優遇）
■定①獅５人程度 ②獅５人程度 ③獅

１０人程度
■申３月１４日昇までの午前９時～午後５
時（松掌を除く）に、申込書等必要書
類を持ち図書情報館（緯〈７６〉６１１１）
※応募書類は、同館ウェブサイトで
配布。

図書情報館の臨時職員

市保健センターでは栄養・食事指導
業務に従事する臨時管理栄養士を募集
します。
■内職種獅管理栄養士 職務内容獅成人・
母子保健事業の教室等における栄養・
食事指導、食事相談、ヘルスメイト
育成・養成事務 雇用期間施４月１
日～９月３０日（更新の場合有） 勤務
日時獅週３日程度捷～晶午前８時３０
分～午後５時の間で６時間程度（年
３回程度松掌勤務の場合有） 賃金
獅時給１４４０円、通勤割増１日２００円
選考獅面接（３月２３日昭）

■定１人
■申３月１日昌～１５日昌午前８時３０分～
午後５時１５分（松掌を除く）に、顔写
真付の履歴書と管理栄養士免許証
（原本）を持ち市保健センター（緯〈７６〉
１１３３）

市保健センターの臨時職員
（管理栄養士）

市制６５周年記念事業「第九」
演奏会 合唱団員
歌おう「愛と平和と歓び」の詩を！
■時発会式獅５月１０日昌午後７時～８時
３０分 練習獅５月１７日昌からの毎週
昌午後６時５０分～８時５０分 演奏会
獅１１月１２日掌午後３時（開場は午後
２時３０分）
■場市民会館
■内分かりやすく丁寧な合唱指導で、初
心者でも安心です 総合指導獅竹本
ひろみ氏

■定ソプラノ獅５０人 アルト獅７０人 テ
ノール獅３０人 バス獅３０人
※いずれも先着順。１５歳以下は保護
者同伴。

■￥６０００円（高校生以下は３０００円。別途
楽譜代、練習用CD代要）
※発会式に持参。途中退会の場合、
返金しません。
■申４月１４日晶までに、郵便番号、住所、
氏名、年齢、電話番号、希望パート、
経験の有無（回数）を郵便はがき（必
着）で安城第九交響曲演奏会実行委
員会事務局・鈴木富義さん（〒４４４

とみ よし

－１１５４桜井町下谷３２／緯０７０〈２２２６〉
４６７７／問い合わせ対応時間午前９時
～午後８時）
■問市民ギャラリー（緯〈７７〉６８５３）

■内職務内容獅トラックスケールでのご
みの持込受付、手数料の収受 雇用
期間獅４月１日～９月３０日（１０月以
降更新の場合有） 勤務日時獅昇晶

午前８時３０分～午後４時４５分（抄を
含む）、奇数月の第３掌午前８時３０分
～正午 賃金獅時給９１０円、通勤割
増１日２００円 選考獅面接（３月２１日
昇）
■定１人
■申３月６日捷～１５日昌午前８時３０分～
午後５時（松掌を除く）に、写真付の
履歴書を持ち環境クリーンセンター
（緯〈９２〉０１７８）

環境クリーンセンターの臨
時職員

自衛隊幹部候補生
■時受付期間獅３月１日昌～５月５日抄

試験諮１次獅５月１３日松・１４日掌

（１４日は飛行要員を希望する者のみ）
合格発表諮１次獅６月２日晶 最終
獅８月４日晶

■内試験科目諮１次獅筆記試験（一般教
養・専門試験） ２次獅小論文試験、
口述試験、身体検査
■対大卒程度試験獅２０歳以上２５歳以下
院卒者試験獅２０歳以上２７歳以下 平
成３０年４月１日現在
■他２次試験日程、申込方法等詳細は問
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）

■時期間・日時 ■場場所 ■内内容 ■講講師 ■対対象・資格 ■定定員 ■￥費用 ■持持ち物 ■他その他
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INFORMAÇÕESÚTEIS
SEF INFORMATION

Português

Englis
外国語の
情報ボックス

※申込や問い合わせは、日本語でお
願いします。

※Inscriçõeseinformaçõessomente
emjaponês

※Applicationsandinquirieswillbein
Japanese.


