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■問衣浦東部広域連合総務課（緯〈６３〉０１３１）

４月１日以降使用できる、障害者の
通院・外出にかかるタクシー料金助成
利用券を交付します。
※１人１冊。ただし、週２回以上かつ
２カ月以上の通院が必要な人は、通
院報告書の提出により２冊目を交付。
■対陰～韻のいずれかを持っている人
陰身体障害者手帳１～３級
②療育手帳A・B判定
韻精神障害者保健福祉手帳１・２級
※いずれも自動車税・軽自動車税の
減免を受けている人、市高齢者タク
シー料金助成利用券の交付を受けて
いる人を除く。
■申３月２７日捷からの午前８時３０分～午
後５時１５分（松掌抄を除く）に、陰～
韻のいずれかを持って障害福祉課
（緯〈７１〉２２２５）

平成２９年度障害者福祉タク
シー料金助成利用券を交付

安城理容組合加盟店の理容師が出張
し、自宅にて理髪（洗髪を除く）・ひげ
そりを行う訪問理容。４月１日以降使
用できる料金助成利用券を交付します。
■対陰又は②に該当する人
陰在宅ねたきり高齢者等介護人手当
受給者が介護するねたきり高齢者
②肢体不自由者で、下肢又は体幹の
程度が１級である身体障害者手帳所
持者
■申３月２７日捷からの午前８時３０分～午
後５時１５分（松掌抄を除く）に、陰施

認印を持って高齢福祉課（緯〈７１〉２２
２３） ②施身体障害者手帳と認印を
持って障害福祉課（緯〈７１〉２２２５）

平成２９年度訪問理容料金助
成利用券を交付

障害福祉に関するサービスや助成制
度等について紹介したガイドブックを
配布しています。
■対障害者手帳所持者
■申捷～晶午前８時３０分～午後５時１５分
（抄を除く）に、障害者手帳を持って
障害福祉課（緯〈７１〉２２２５）
※本人が来庁できない場合は、代理
人も可。

平成２８年度福祉ガイドブッ
クを配布

■時３月３１日晶から
■場宇頭茶屋町、西別所町、東別所町、
別郷町、大岡町、山崎町、末広町、
花ノ木町、箕輪町、福釜町、和泉町、
東端町、桜井町及び姫小川町の一部
■他公共下水道の使える区域は、市全体
で２,３１５ヘクタールとなります
■問下水道管理課（緯〈７１〉２２４７）、下水道
建設課（緯〈７１〉２２４８）

新たな使用可能区域の縦覧
■時３月１７日晶～３１日晶午前８時３０分～
午後５時１５分（松掌抄を除く）

■場下水道管理課
１日も早く下水道に接続を
川や海を汚す最大の原因は、家庭か
らの生活排水です。下水道が使用可能
になったら、１日も早く接続をお願い
します。
下水道の接続の際には、お風呂・台
所等の雑排水やし尿は下水道管に、雨
水は今までどおり道路側溝等に、それ
ぞれ分けて流す必要があります。
敷地内の排水管・排水ますの施工は、
個人負担となります。工事の際は、市
が指定する「安城市排水設備工事指定
工事店」へ直接申し込んでください。

公共下水道の使える区域が
広がります

■衣浦東部広域連合議会
平成２９年第１回衣浦東部広域連合議会定例会が、２月１４日に広域連合議場（刈谷市役所）にて開催されました。
議会では、衣浦東部広域連合職員定数条例の一部を改正する条例の制定をはじめ３件の条例制定、平成２８年度一般会

計補正予算（第２号）、平成２９年度衣浦東部広域連合一般会計予算等、計６件の議案が原案どおり可決されました。

■平成２９年度衣浦東部広域連合一般会計予算
歳入歳出総額は、５３億６８００万円。主に平成２８年度実施の高機能消防指令センター総合整備事業に係る経費の減額によ
り、前年度より１０億９１００万円、約１６．９％の減額となりました。歳入・歳出は下表のとおりです。
＜歳入＞

内容金額（千円）科目

構成市からの負担金５,２８５,３３９分担金及び
負担金

消防関係許可の手数料等１５,６３３使用料及び
手数料

２国庫支出金
煙火消費許可事務等に係る交付金８６県支出金
財産の貸付収入６,７０４財産収入

１寄附金
前年度剰余金５０,０００繰越金
防火管理講習料等１０,２３５諸収入

５,３６８,０００合計

＜歳出＞
内容金額（千円）科目

広域連合の議会運営費用２,３３６議会費

連合事務所の維持管理、人事管
理等の総務関係費用２３４,３４０総務費

消防署、消防車両、消防団、消
防水利等の費用４,８９２,８６１消防費

消防施設・設備整備の借入金償
還費用２１８,４６３公債費

２０,０００予備費

５,３６８,０００合計

諮諮利用券の綴りの表利用券の綴りの表紙紙

■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。

みのわ保育園の新園舎完成
と受入の拡充
老朽化のため建て替えていた「みの

わ保育園」の新園舎が完成しました。
３月２７日捷から新園舎での保育を開

始し、４月から受入を拡充します。
■場箕輪町神戸１６９番地３(下記地図参照)
■他園舎の移転によるみのわ保育園の電
話番号の変更はありません

受入の拡充内容
■内暫保育年齢を６カ月～５歳児へ拡大
（３月末までは３～５歳児）
暫定員を２１０人へ増員（３月末までは
８５人）
暫６カ月～５歳児の一時保育を開始
（受付は４月３日捷から、保育は４
月１０日捷から開始）

■問子ども課（緯〈７１〉２２２８）

市内の一部指定店で取り扱っている
雑がみ回収袋の販売を、在庫が無くな
り次第中止します。
■問清掃事業所（緯〈７６〉３０５３）

雑がみ回収袋の販売中止

リサイクルステーションの
変更
次のとおり市内リサイクルステーシ
ョンについて変更します。
■問清掃事業所（緯〈７６〉３０５３）
安城南部リサイクルステーションをエ
コらんどへ統合
総合リサイクルステーション「エコ

らんど」（せん定枝リサイクルプラント
南）が開設して約３年経ち、皆さんに
周知されたことから、３月３１日晶をも
って安城南部リサイクルステーション
（ＤＣＭカーマ安城赤松店東駐車場内）
を閉鎖し、４月１日松から「エコらん
ど」に統合します。

エコセンターあんじょうの名称変更と
リユースコーナーの廃止
４月１日松から、エコセンターあん

じょう（市民交流センター第４駐車場
内）の名称を、中部リサイクルステー
ションに変更します。また、他のリサ
イクルステーションと体制を統一する
ため、３月３１日晶をもって毎週松に設
けていたリユースコーナーを廃止しま
す。

献血にご協力を
■時３月２０日抄午前１０時～午後４時
■場アピタ安城南店（桜井町）
■他刈谷、岡崎の献血ルームでは、晶・
年末年始以外は毎日献血ができます
※刈谷献血ルームは４月１３日昭に閉
所となります。

■問市保健センター（緯〈７６〉１１３３）
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安城市男女共同参画情報誌
２４号を発刊
この情報誌は、男女共同参画理解を
深めるため、市民活動団体「さんかく
２１・安城」と市が協働で作成したもの
です。
今号は、男性
にも女性にも働
きやすい職場へ
のインタビュー
や学童保育等に
ついて掲載して
います。市民交
流センター、文
化センター、各地区公民館等で配布し
ていますので、ぜひご覧ください。
※市公式ウェブサイトにも掲載してい
ます。
■問市民協働課（緯〈７１〉２２１８）

パブリックコメント制度に
よる意見募集の結果を公表
各計画（案）へ寄せられた意見数は次

のとおりです。
第２次安城市食料・農業・交流基本計
画（案）
意見数獅３件（２人）
■問担当課：農務課（緯〈７１〉２２３３）
安城市地震対策アクションプラン（案）
意見数獅６７件（１人）
■問担当課：危機管理課（緯〈７１〉２２２０）
第６次安城市行政改革大綱（案）
意見数獅２７件（２人）
■問担当課：経営管理課（緯〈７１〉２２０５）
安城市公共施設等総合管理計画（案）
意見数獅１７件（２人）
■問担当課：経営管理課（緯〈７１〉２２０５）
意見の概要等の閲覧
各計画（案）へ寄せられた意見や意見

に対する市の考え方、修正点等は、次
のとおり閲覧できます。
■時３月１５日昌～４月１３日昭（閉庁・休
館日を除く）の各施設開館時間
■場各計画（案）の担当課、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でき
ます。

市社会福祉協議会善意銀行
〈１月分／受付順／敬称略〉
中部公民館利用者、２８年度民生委員広
報部会、亀らく会、中村富士子、快足
ＡＣ、ふれあいダンス、安城市アパー
ト協同組合、株式会社マキタ開発技術
本部教育委員会、西部地域まつり実行
委員会、吉田實、イノアック労働組合
桜井支部、株式会社イノアックコーポ
レーション桜井事業所、安祥公民館ま
つり実行委員会、今池町内会、岩井み
ち子、匿名
市役所関係
〈１２月・1月分／受付順／敬称略〉
小川幹人、小川和義、宮内邦宏、鈴木
ひで子、アイシン・エィ・ダブリュ株
式会社、株式会社イトーヨーカ堂安城
店労働組合、学校法人安城学園愛知学
泉大学附属幼稚園

福祉への善意・寄付

南明治整備課の移転
南明治整備課は、これまで末広町の
南明治都市整備事務所で業務を行って
いましたが、３月２７日捷より市役所北
庁舎４階に移転して業務を行います。
移転による電話番号の変更はありませ
ん。
■問南明治整備課（緯〈７１〉３７５１）

■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



■問市スポーツセンター（緯〈７５〉３５４５）
トレーニングルーム初回利用者オリエ
ンテーション
トレーニングルームを初めて利用す
る人は、利用方法についてのオリエン
テーションの受講が必要です。
■時トレーニングルーム営業日の午前９
時３０分、午後１時３０分・７時（約１
時間）
■定各１０人（先着順）
■対高校生以上
■￥施設使用料
■持室内用シューズ、運動のできる服装、
タオル
■申昇～掌午前９時～午後８時（休館日
を除く）にスポーツセンター

トレーニングショートプログラム
トレーニングルーム利用者を対象に、
各種講座を開催しています。
■内■時■定下表のとおり
■対トレーニングルームの初回講習受講
済みの人
■￥施設使用料
■他各プログラム開始３０分前から、トレ
ーニングルーム内で整理券を配布

定員開催日時プログラム

各１５人

毎週昇午前１１時～１１
時４５分

ウォーク４５
（基本）

毎週晶午前１１時～１１
時３０分

ウォーク３０
（応用）

５月・７月・１０月・
１月の第１～４昌午
後３時３０分～４時２０
分

季節限定錘

ザ☆フォー

２５人毎月第１掌午後３時
３０分～４時３０分

イベントエ
アロ

各１５人

毎月第２掌午後３時
３０分～４時２０分

ステップエ
アロ

毎月第３掌午後１時
３０分～２時３０分

ZUMBA
GOLD

毎月第４掌午後３時
３０分～４時２０分

エアロ
Plus
※いずれも祝日や第５週目及びイベント
開催時等は開催しません。

トレーニングルームをご利用ください
トレーニングルームには、健康づく
りや体力づくりに有益な各種マシン等
を設置しています。ぜひご活用くださ
い。
■内暫有酸素系マシン獅ランニングマシ
ン・エアロバイク・リカンベントバ
イク等６種３１台
暫ウェイトマシン獅チェストプレス
等１３種
暫フリーウェイト獅ダンベル（１～
２０手）
暫その他獅腹筋台、背筋台、懸垂棒、
高齢者向けのマシン、ランニングコ
ース（１周１５０ｍ）、健康浴室（浴槽・
サウナ等）もあります
※健康浴室のみの利用は不可。
■他初めて利用する人は、「トレーニング
ルーム初回利用者オリエンテーショ
ン」の受講が必要です

西尾市の八ッ面山を目指して歩きます。
■時４月９日掌午前９時３０分～午後２時
３０分（雨天中止）
■場集合・解散獅JAあいち中央桜井支
店駐車場
■内コース施JAあいち中央桜井支店～
安正寺～志貴野橋～八ッ面山（復路
も同コース、往復約１１灼）
■持昼食、水筒、帽子、敷物、雨具等
■他集合場所へは乗り合わせ又は公共交
通機関で来場してください
■問市体育館（緯〈７５〉３５３５）

八ッ面山歩け運動スポーツセンターの催し
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■問中央図書館（緯〈７６〉６１１１）
◆対象施設（いずれも図書情報館３階）
暫グループ学習室（６室） 定員獅１室１２人 備考獅２室を一体で使用するこ
とも可能

暫ディスカッションルーム（２室） 定員獅１室６人 付属設備獅電子黒板、
ディスカッション用テーブル

暫編集・録音スタジオ（１室） 付属設備
獅映像や音楽の編集機器、プリンター
等（コピー代等は別途）

◆対象者 図書館利用者カード所持者
◆利用料金 下表のとおり
◆予約方法等
暫予約開始日 ４月１日松

暫予約方法 利用月の２カ月前の初日午前９時から、アンフォーレウェブサ
イト内専用施設予約ページにて先着順で受付

デディスカッションルーディスカッションルームム

全日（午前９時
～午後６時）

夜間（午後４時
～６時）

午後（午後１時
～３時）

午前（午前９時
～正午）区分

９００円３３０円２４０円３４０円グループ学習室

１,２７０円４６０円３３０円４８０円ディスカッション
ルーム

３,１８０円１,１５０円８４０円１,２００円編集・録音
スタジオ

■松掌抄の利用料金（平日と時間が異なります）

※アンフォーレ内エントランス、ホール、多目的室、イベント広場の予約方
法については、本紙平成２８年１１月１５日号で確認してください。

全日（午前９時
～午後８時）

夜間（午後５時
～８時）

午後（午後１時
～４時）

午前（午前９時
～正午）区分

１,１７０円４９０円３５０円３４０円グループ学習室

１,６６０円６９０円５００円４８０円ディスカッション
ルーム

４,１７０円１,７３０円１,２６０円１,２００円編集・録音
スタジオ

■平日の利用料金

■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。

■問マーメイドパレス（緯〈９２〉７３５１）
春休み運試しイベント
■時３月２７日捷～３１日晶

■内券売機で購入した利用券に当たりが
付いていた人に、オリジナルグッズ
や施設利用券等を進呈
■対プール又はトレーニングルーム利用
者
春休み特別開館
３月２７日捷、４月３日捷は開館しま
す。開館時間は次のとおりです。
プール獅午後１時～８時（入場は午後
７時３０分まで） トレーニングルーム
獅午前１０時～午後９時（入場は午後８
時３０分まで）
女性のためのお手軽エクササイズ
■時４月７日晶午前１０時３０分～１１時３０分
■内椅子に座ったままできるエクササイ
ズを体験
■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）
■申３月２１日昇午前１０時から、電話でマ
ーメイドパレス

マットエクササイズ
■時４月１４日晶午前１０時３０分～１１時３０分
■内マットを使ったエクササイズを体験
■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）
■申３月２１日昇午前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

■時３月１８日松～５月２８日掌（昇を除く。
ただし３月２８日昇、５月２日昇は開園）

■内３月・４月上旬の主なイベント
３月１８日松獅ポケットモンスター
キャラクターショー
３月１８日松～２０日抄獅動物ふれあい
広場
３月１９日掌獅爆笑ライブ「カミナリ」
３月２５日松獅きかんしゃトーマス
キャラクターショー
３月２６日掌獅仮面ライダーエグゼイ
ドキャラクターショー
４月１日松・２日掌獅わんわん動物園
４月２日掌獅はなかっぱキャラクタ
ーショー
■場■問デンパーク（緯〈９２〉７１１１）

デンパークフラワーフェス
ティバルのイベント

花と新緑の写真講座（前期）
園内の花を撮影しながら、カメラの
基本を学びます。
■時４月２１日晶、５月１２日晶・２６日晶、
６月９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
日曜写真教室
■時４月２３日掌午後１時３０分～３時
■講鶴田郁夫氏（フォトマスターEX）

いく お

■定２０人（先着順）
■￥１５００円
ローズウィンドウ講座
■時４月２６日昌、５月３１日昌午前１０時～
正午（全２回）

■講植西永子氏
えい こ

■定１０人（先着順）
■￥４８５０円（材料費含む）
がま口教室
ミシンを使わず
手縫いで仕上げま
す。裁縫の苦手な
人でも安心です。
■時４月２７日昭午前
１０時～午後０時３０分
■講高橋ゆみ氏（がま口作家）
■定１０人（先着順）
■￥３５００円（材料費含む）

■問デンパーククラブハウス（緯〈９２〉７１１２）
■￥入園料別途
■申３月２０日抄午前９時３０分から、直接
か電話で同クラブハウス
世界のチーズを楽しもう！
欧州を中心に各国のチーズを味わい
ながら、チーズの魅力に迫ります。ワ
インの選び方や楽しみ方も紹介します。
■時４月１３日昭、５月１１日昭、６月８日
昭午前１０時３０分～正午（全３回）

■講加藤純
じゅん

子氏
こ

■定２０人（先着順）
■￥６０００円（材料費別途１回１０００～１５００
円）

ペーパークイリング講座
３勺幅の紙を巻いて可愛い花や動物

を作り、フォトフレーム等を飾ります。
■時４月１９日昌午前１０時～正午
■講磯貝裕子氏

ゆう こ

■定２０人（先着順）
■￥３５００円（材料費含む）
もったいナイスな料理講座
「もったいない」をテーマに、食材を
使い切り、洗い物は少なく、簡単にで
きる料理を学びます。
今回は「３ステップ♪キャベツで春

色スモーブロー」を作ります。
■時４月２１日晶午前１０時～午後０時３０分
■講永井恵氏（Mottainicecooking

めぐみ

schoolそら主催）
■定２０人（先着順）
■￥３０００円（材料費含む）

デンパーククラブハウスの
体験教室
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４月の土器づくり教室
■時１日松・４日昇～８日松・１１日昇～
１４日晶・１８日昇～２２日松・２５日昇～
２９日抄午後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）

種まきから収穫までを体験します。
また、食品工場の見学や収穫した作物
を使った料理をします。
■時■内下表のとおり（全１１回）
■場箕輪町地内の圃場他

ほ

■講人の環ネットあんじょう畑クラブ
わ

■対市内在住の小学３～６年生
■定２０人（定員を超えた場合は抽選）
■￥１０００円（エコクッキング等では別途
材料費必要）
■申３月１９日掌～３１日晶に、住所・氏名・
学校名・学年・電話番号・保護者名
をファクスで人の環ネットあんじょ
う畑クラブ（胃〈９７〉９３５０）

■問人の環ネットあんじょう畑クラブ・
古井博さん（緯０９０〈８１３５〉４７５５）、農務

ひろし

課（緯〈７１〉２２３３）
内容とき

とうもろこしの苗植え、焼
きそば作り、草取り４月１６日掌

さつまいも・ピーナツの苗
植え、草取り５月２８日掌

じゃがいも・とうもろこし
の収穫、大豆の種まき、草
取り

６月２５日掌

草取り７月２３日掌

食品工場見学８月予定
ピーナツ収穫、草取り９月２４日掌

さつまいも・枝豆収穫１０月２２日掌

大豆の収穫、豆腐用の豆作
り１１月２６日掌

豆腐づくり１２月１７日掌

エコクッキング、お楽しみ
会２月１１日抄

じゃがいもの種芋植え付け、
終了式３月４日掌

※時間は午前１０時～１１時３０分。（７月のみ
午後４時～５時）

畑と友だちになろう アグリライフ支援センター
の催し
■問アグリライフ支援センター（緯〈９２〉
６２００）
ミニトマトプランター植付体験
■時５月１３日松午前９時３０分～１１時
■内プランターに２種類のミニトマトを
植えます
※植付後は自宅で管理・収穫。
■対市内在住の人（小学生以下は保護者
同伴）
■定２０組（定員を超えた場合は抽選）
■￥１５００円
※４０狩（４０尺×７０尺×２５尺程度）のプ
ランターを持参する人は８００円。

さつまいも植付・収穫体験
■時植付施５月２０日松 収穫施１０月７日
松 いずれも午前９時３０分～１１時
（全２回）
■内アグリライフ支
援センターの畑
にさつまいもの
苗を５株植え、
秋に収穫します。
植付後、収穫ま
での管理は同セ
ンターで行いま
す
■対市内在住の人（小学生以下は保護者
同伴）
■定３０組（定員を超えた場合は抽選）
■￥５００円
申込
３月２８日昇までの午前８時３０分～午
後５時１５分（捷を除く）に、代表者の住
所・氏名・連絡先、代表者を含む参加
人数、ミニトマトプランター植付体験
はプランターの要・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（胃〈９２〉６１２２／agri
life@city.anjo.lg.jp
／〒４４４－１２０１石井町
辻原１３１－２）。
※右のQRコードか
らも申込可。

碧海信用金庫本店前会場（御幸本町）
■時３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３月２５日松午前１０時～午後３時
■内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

歴博演芸場～醍醐の桜～
安祥城址公園石舞台にて、迫力ある
和洋楽器混成バンドの演奏をお送りし
ます。（雨天時は歴史博物館エントラン
スホールで開催）
■時４月９日掌午後２時～４時
■内出演獅NeoJapanesque（和洋楽器

ネオ ジャパネスク

混成ユニット）
■問歴史博物館（緯〈７７〉６６５５）

歴史博物館の講座
■場■申３月２０日抄午前９時から、電話で
歴史博物館（緯〈７７〉６６５５）
連続講座「古文書手ほどき」
■時４月８日松・２２日松、５月１３日松・
２７日松、６月１０日松・２４日松、７月
８日松・２２日松午前１０時～正午（全
８回）
■内古文書の初歩的な読み方を指導
■定１５人（先着順）
■￥１０００円
安城の歴史入門「目からウロコ、安城史」
■時４月８日松、５月１３日松、６月１０日
松、７月８日松、８月５日松、９月
９日松午後２時～４時（全６回）
■内安城の歴史を古代から現代にかけて
分かりやすく解説
■定３０人（先着順）
■￥５００円

■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。

親と若者の就活セミナー
■時３月２５日松午後１時３０分～４時
■場文化センター
■内若者の体験談・親の対応方法
■講加藤早苗氏（ＮＰＯ法人育て上げネ

さ なえ

ット中部・虹の会理事長）
■対１８～４５歳の人及びその家族
■申３月２４日晶までの午前９時３０分～午
後６時３０分に、電話で安城若者サポ
ートステーション（緯〈９５〉３１３７）
■問商工課（緯〈７１〉２２３５）
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■時４月２２日松午前９時～正午
■場市民交流センター
■内牛乳パックを使って、カラフルで美
味しいこいのぼりの押し寿司を作り
ます
※当日調理する押し寿司は持ち帰り
用です。試食用の押し寿司を提供し
ます。

■講グリーンそう
■対４歳以上（小学４年生以下は保護者
同伴、大人のみの参加も可）
■定２０人（定員を超えた場合は抽選）
■￥１人３００円
■持エプロン、三角巾、手ふき、空の１
狩牛乳パック１本（よく洗い開かず
に持参してください）、輪ゴム２本
■他抽選の有無に関わらず、４月４日昇

頃に参加の可否を通知します
■申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、直接
か電話又は「こいのぼり押し寿司作
り教室」と明記し、代表者の住所・
氏名・電話番号、参加人数を郵送
（必着）かファクス・Ｅメールで農務
課（〒４４６－８５０１住所記載不要／胃

〈７６〉１１１２／nomu@city.anjo.aichi.jp）
※右ＱＲコードか
らも申込可。
■問グリーンそう・古
居敬子さん（緯０８０

けい こ

〈５２９５〉７７８２）、農務
課（緯〈７１〉２２３３）

こいのぼり押し寿司作り教
室

■場■問堀内公園（緯〈９９〉５９４７）
春休み企画「南吉スタンプラリー」
■時４月１日松・２日掌午前９時～午後
４時
■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。参加賞を進呈
■対小学生以下
■定各２００人（当日先着順）
■他台紙の配布は１日につき１人１枚
鯉のぼりにメッセージを書こう
■時４月１日松～７日晶午前１０時～午後
３時（鯉のぼりにメッセージを書く
スペースがなくなり次第終了）
鯉のぼりを集めています
ご家庭で不要になった鯉のぼりを無
償でお譲りいただける方は、堀内公園
へご連絡ください。いただいた鯉のぼ
りは、４月中旬～５月下旬に園内で掲
揚します。

回数券の販売
■時４月１日松～５月８日捷午前９時～
午後４時３０分（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

春休み企画「じゃんけん大会」
■時４月３日捷・５日昌～７日晶午後３
時・３時３０分

■内じゃんけんに勝った人に有料遊具利
用券を進呈
■対小学生以下
■定各５０人（当日先着順）

堀内公園の催し

ノルディックウォーキング＆棒ビクス
体験会
■時４月８日松・２４日捷諮陰ノルディッ
クウォーキング獅午前９時３０分～１０
時３０分 隠棒ビクス獅午前１１時～正
午

■内陰獅ポールの使い方、歩き方 隠獅

肩こり腰痛予防体操
■対陰隠獅小学生以上
■定陰獅各４０人 隠獅各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３月２０日抄～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

赤ちゃんハイハイレース
■時４月１５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１６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（先着順）

プラネタリウム４月の生解
説
■時陰１日松・２日掌・８日松・９日掌

隠４日昇・５日昌 韻１５日松・１６日
掌・２２日松・２３日掌・２９日抄・３０日
掌 いずれも時間は午後１時３０分・
３時（２３日は午後１時３０分のみ）

■内陰獅生解説「大獅子とヘルクレスの
戦い」 隠獅生解説「春の星空探訪」
韻獅生解説「春の大曲線を探そう」
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）

■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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■問市体育館（緯〈７５〉３５３５）

申込対象場所日時団体名種目
神宮数見
じん ぐう かず み

（緯〈９２〉２５８８）小学生・
中学生

高棚小捷昌午後７時～９時、
松午前７時～９時高棚修武会

剣 道

三浦千恵美
ち え み

（緯〈９９〉１５２８）桜井中
昇午後６時～８時、
掌午後６時３０分～８
時

桜井剣道
クラブ

上山浩司
うえ やま こう じ

（緯〈７４〉７８３５）小学生～
高校生

安城東部小昇昭午後７時～９時安城東部
祥学館

岩田秀樹
ひで き

（緯〈７７〉５５４９）安城中部小昌昭午後７時～９時剣正会

神谷晃一
こう いち

（緯０９０〈４８６９〉
１７８６）小学生

二本木小掌午前８時～９時３０
分安城

Ｓサッカー
サッカー

安城西部小
錦町小掌午前１０時～１１時３０

分 桜町小
深津忠男

ただ お

（緯〈４１〉５６７７）明和小松午前９時～正午、
掌午後１時～４時３０分明和FC

西川亮
りょう

次
じ

（緯０９０〈２９２５〉
２３７１）小学３～

６年生

桜林小
松掌午前

桜林
ソフト
ボール

杉崎甲人
まさ と

（緯〈９９〉００７７）桜井小桜井

古家秀文
ふる いえ ひで ふみ

（緯〈７４〉７８９７）小学生～
大学生

安祥中昌午後６時３０分～８
時３０分

桜井空手道

空手道

桜井公民館掌午後５時３０分～７
時３０分

中部福祉
センター

晶午後６時３０分～９
時

神田知久
とも ひさ

（緯〈９９〉４２３４）
桜井福祉
センター

松午後５時３０分～８
時

可児直子
なお こ

（緯〈９７〉００５６）
小学生～
高校生北部公民館松午後５時３０分～９

時里町空手道

河野六夫
かわ の むつ お

（緯０９０〈８３２４〉
２７４９）

園児～
大学生

総合福祉
センター

昌松午後５時３０分～
９時横山空手道

稲垣光治
みつ はる

（緯〈７６〉３８４６）
小学２～
６年生安城南部小

掌午前８時～９時３０
分（１～３月は午前
８時３０分～１０時）

南部複合種目
（※）

※複合種目は、バドミントン・卓球・スキー・キャンプ等幅広い活動をします。

スポーツを通じて心と体を育てることを目的としたスポーツ少年団は、各
地区の小学校を中心に活動しています。平成２９年度の団員を募集します。
■内■時■場■対■申下表のとおり

丈山苑さくらコンサート
オカリナの演奏と語りでお楽しみく
ださい。
■時４月８日松午後
２時～３時
■内出演獅黒野宏通

ひろ みち

氏
■￥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）

４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 ７日晶・２１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）

葉っぱでお絵かき
■時４月１日松・
２日掌午前１０
時～１１時３０分

■内秋葉公園の落
ち葉を拾って
葉っぱアートを作ります
■対４歳以上の子とその保護者
■定各１０人（先着順）
■￥１００円
親子でサイクリング
■時４月８日松午前９時５０分～１１時３０分
（雨天中止）
■内コース獅エコきち（集合）～市総合運
動公園グラウンド（昼食・解散）
■講鬼頭茂雄氏

しげ お

■対小学生以上の子とその保護者
■定１０組（先着順）
■持自転車、ヘルメット、弁当、水筒

エコ工作「きみとぼく」
■時４月９日掌午前１０時～１１時３０分
■内秋葉公園の木の枝を拾って工作をし
ます
■対４歳以上（小学１年生以下は保護者
同伴）
■定１０人（先着順）
■￥１００円
申込
３月１８日松～各講座開催日３日前ま
での午前９時～午後９時（昌を除く、
昌の場合はその前日）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

■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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■内勤務日時獅松掌抄の午前９時～午後
５時で指定する時間（季節により夜
間営業あり、休日は要相談） 賃金
獅時給８５０円（松掌抄は１００円増）、通
勤割増１日２００円
■定３人
■他面接時に顔写真付の履歴書を持参
■申３月２５日松までの午前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）
※期限までに申込が無い場合は２６日
掌以降も受け付けますので問い合わ
せてください。

デンパークの販売スタッフ

「安城特産品」陳列棚への出
品物
■内■￥展示場所獅ＪＲ安城駅改札前自由
通路 展示期間獅３年間（１年ごと
に契約更新） 展示料獅年額２７０００円
（展示者数増により減額の場合あり）
■対市内に事業所があり、自社製品を出
品できる団体

■申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、申込
用紙を持参か郵送（消印有効）で商工
課（緯〈７１〉２２３５／〒４４６－８５０１住所記
載不要）
※申込用紙は商工課で配布。

市民参加の実施に関する事項等につ
いて、市民目線の評価等を行うため、
市民参加推進評価会議委員の一部を公
募します。
■内任期獅６月１日～平成３１年５月３１日
（２年間） 主な活動内容獅市民参加
条例の運用状況・見直し及び市民参
加実施状況の評価に関する事項の審
議 報酬施会議１回７５００円（会議は
年２・３回、平日の昼間に開催する
予定です）
■対４月１日現在２０歳以上で、市内在住・
在勤・在学又は市内で活動する人
■定４人程度
■他選考方法は書類審査及び面接。書類
審査通過者に面接（４月２８日晶）を実
施します。書類審査の結果は４月１８
日を目安に通知します。なお、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３月１５日昌～４月５日昌午前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メールで市民協働課（〒４４６
－８５０１住所記載不要／緯〈７１〉２２１８／
胃〈７２〉３７４１／kyodo@city.anjo.lg.
jp）
※応募用紙は、同課・市公式ウェブ
サイトで配布。

デンパークガーデニングコ
ンテスト出展作品
ハンギングバスケット部門
■内部・規格獅マスター・一般・ビギナ
ーの３部で募集。いずれも壁掛け式
の寄せ植えで、壁面装飾を含め７０尺
×７０尺以内

コンテナガーデン部門
■内部・規格諮一般の部獅８０尺×８０尺の
中でコンテナを中心とした展示
ビギナーの部獅６０尺×４０尺以内のコ
ンテナ作品
ファミリーの
部獅８０尺×８０
尺の中に２鉢
以上のコンテ
ナを使用し、
小学生以下の
子と保護者で
制作したもの

注意事項等
いずれの部門も作品の高さに制限は
ありませんが、倒れないようにしてく
ださい。なお、両部門への出展も可能
です。ただし、各部門１人１点までと
します。
ビギナーの部はガーデニング歴が概
ね１年未満であり、他のコンテストで
の受賞経験がない人が対象です。また
使用できる植物は５品種までとします。
申込
４月１０日捷までに、住所・氏名・電
話番号・ファクス番号、希望する部門
と部、マスター資格の有無を郵送（必
着）かファクス・Eメールでデンパー
ク（〒４４６－００４６赤松町梶１／胃〈９２〉７１
１８／ gardening@denpark.jp／緯

〈９２〉７１１１）
※作品は５月２３日昇にデンパークへ搬
入してください。２４日昌に審査を行
い、各賞を決定します。（賞金又は
副賞あり）

作品の展示
提出された作品は、５月２４日昌～６

月４日掌にデンパーク園内のハンギン
グバスケットコーナーに展示します。

安城市市民参加推進評価会
議委員

■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


