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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。

日々の疲労をためないための健康お灸
■時５月２５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
■講高橋裕子氏（鍼灸マッサージ師）
■対１８歳以上の女性
■定５人（先着順）
■￥１５００円（材料費込）
■持肘、膝を出せる服装（スカート不可）
■申５月９日昇の午前１０時から電話でマ
ーメイドパレス（緯〈９２〉７３５１）

マーメイドパレスの講座

油ヶ淵水辺公園は、県内唯一の天然
湖沼である［油ヶ淵］とその周辺に、西
三河初の県営都市公園として計画され
ています。公園予定地近くでは、田ん
ぼビオトープの活動が行われています。
■時５月２１日掌午前１０時～正午（午前９
時４５分より受付。雨天中止）
■場東端町地内（申込者に地図を送付）
■内油ヶ淵周辺の農業を知る田植え、生
物観察
■定５０人（先着順）
■申５月１日捷～１５日捷午前８時４５分～
午後５時３０分（松掌抄を除く）に、住
所・氏名・年齢・性別・電話番号・
参加人数をＥメールで愛知県知立建
設事務所都市施設整備課（abu-park
@pref.aichi.lg.jp）
※Ｅメールの件名は、「油ヶ淵水辺公
園イベント」としてください。
■問愛知県知立建設事務所都市施設整備
課（緯〈８２〉６４９４）

田植えを体験しよう

①～③共通事項
■￥施設利用料
■問マーメイドパレス（緯〈９２〉７３５１）
①母の日カーネーションプレゼント
■時５月１４日掌午前１０時から
■内■対プール又はトレーニングルームを
利用した１８歳以上の女性にカーネー
ションを進呈

■定１００人（当日先着順）
②ライフジャケットを着てプールに行
こう！
■時５月２０日松午前１０時～午後５時
■内ライフジャケット着用者の写真を撮
影し、１日のライフジャケット着用
人数世界記録にチャレンジします
■対プール利用者
■持清潔なライフジャケット
※数量限定で貸出あり。
③BINGO大会！
■時５月２１日掌午後２時
■対プール利用者
■定１００人（先着順）
■他ビンゴカードは午後１時５０分から造
波プール前で配布

マーメイドパレスの催し

５月２８日掌まで「フラワーフェスティ
バル」開催中！
■￥入園料
■問デンパーク（緯〈９２〉７１１１）
パッコロリンミニステージショー
■時５月１４日掌午前１１時、午後２時３０分

デンパークの催し

①～④共通事項
■場環境学習センターエコきち
■申５月５日抄から各開催日の３日前ま
での午前９時～午後９時（昌を除く）
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）
①飛ぶ・回る・簡単おもちゃづくり
身近なもので飛ばしたり回したりで
きるおもちゃを作って遊ぼう。
■時５月２０日松・２１日掌午前１０時～１１時
３０分
■対４歳以上の子と保護者
■定子ども各１０人（先着順）
■￥１００円
②はぎれでオリジナルヘアピンづくり
はぎれを使ってぷっくり可愛いオリ
ジナルヘアピンを作ろう。
■時５月２２日捷午前１０時～１１時３０分
■講稲垣愛美氏
■対１８歳以上
■定５人（先着順）
■￥３００円
■持裁ちばさみ、針、糸
③根羽村産のそば粉でドーナツづくり
■時５月２７日松午前１０時～１１時３０分
■講古居敬子氏（環境アドバイザー）
■対４歳以上の子と保護者
■定親子合わせて１０人（先着順）
■￥１人２００円
■持エプロン、三角巾、マスク、ふきん、
持ち帰り容器
④グリーンカーテンで夏を涼しく
■時５月２８日掌午前１０時～１１時３０分
■講大橋輝美子氏（安城オープンガーデ
ンクラブ）
■対１８歳以上
■定１０人（先着順）
■￥１０００円（プランター代込み）
■持汚れてもいい服装、手袋、タオル

エコきちの講座

①～⑤共通事項
■他入園料別途。都合により変更の場合
あり。詳細は問い合わせてください
■申５月５日抄～各申込期限までの午前
９時３０分～午後５時（休園日を除く）
に直接か電話でクラブハウス（緯〈９２〉
７１１２）
①陶芸教室～暮らしのやきもの作りを
楽しく体験します～
■時６月２日晶午後１時３０分～３時３０分
■講毛利記代子氏
（Pottery木
[ki]）
■定１５人（先着順）
■￥４０００円
■持筆記用具
■申申込期限獅５月２６日晶

②ポーセラーツ＆アーティフィシャル
フラワー講座
■時６月２日晶・１６日
晶午前１０時～正午
（全２回）
■講桐生真由子氏（Le
fleuge桐生 代表）
■定１０人（先着順）
■￥４０００円（材料費１
回につき１７５０円）

■持筆記用具
■申申込期限獅５月２６日晶

③ステンドグラス教室
■時６月７日昌午前１０時～正午、午後１
時３０分～３時３０分
■講奥山祐代氏（ステンドグラス教室
AtelierIris）

■定各１０人（先着順）
■￥３８００円
■申申込期限獅５月
３１日昌

④寄せ植え講座「観葉植物 室内のトロ
ピカルガーデン」
■時６月９日晶午前１０時～正午
■講野正美保子氏（コンテナガーデニン
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）
■申申込期限獅５月２６日晶

⑤ペーパークイリング講座
■時６月１４日昌午前１０時～正午
■講磯貝裕子氏
■定１０人（先着順）
■￥２５００円
■申申込期限獅６月７日昌

デンパーククラブハウスの
体験教室
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安城市歯科医師会が２歳児を対象に
無料で行います。
■時６月４日掌

■対下表のとおり

※昨年１０月に実施している子を除く。
■持母子健康手帳
■他平成２７年５月～１０月生まれの子は１０
月に実施予定
■場■問市保健センター（緯〈７６〉１１３３）

２歳児の歯科健診とフッ化
物（フッ素）塗布

対象受付時間
平成２６年１１・
１２月生まれ午前９時～９時４５分

平成２７年１・
２月生まれ午前９時４５分～１０時３０分

平成２７年３・
４月生まれ午前１０時３０分～１１時１５分

平成２６年５月～
１０月生まれ（※）午前１１時１５分～１１時３０分

絶滅危惧種であるニホンメダカの種
の保存とメダカを活用した環境教育を
目的として、安城メダカ（ニホンメダ
カ）を飼育繁殖させる里親プロジェク
ト。今までに放流したメダカの数は約
４千匹。あなたもこの機会に安城メダ
カを飼育してみませんか？
■時５月２７日松午後１時３０分～３時
■場環境学習センターエコきち
■内飼育講習会・メダカの譲渡
■講岩松鷹司氏（愛知教育大学名誉教授）
■対小学４年生以上
■定３０人（先着順）
■持筆記用具、メダカ持ち帰り用の容器
（飼育ケース等）
■申５月５日抄～２３日昇の午前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（緯・胃〈７６〉７１４８）

安城メダカ里親プロジェクト

①～③共通事項
■場■申５月１８日昭午前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。
①子育て何でも相談広場「巨大地震に
どう備えるか」
■時６月１３日昇午前１０時～１１時３０分
■対乳幼児と保護者
■定２０組（先着順）
②育児講習会「子どもの写真を撮るコ
ツ」
■時６月２７日昇午前１０時～１１時３０分
■講細井哲雄氏（全日本写真連盟安城支
部会員）
■対乳幼児の保護者（別室託児有り）
■定２５人（先着順）
■持デジカメ（スマホ不可）・今まで撮っ
た子どもの写真５枚程度

③親子遊び講習会「ベビーサイン」
■時７月４日昇午前１０時～１１時１５分
■講稲吉千恵氏（一般社団法人日本ベビ
ーサイン協会認定講師）
■対６カ月～１歳半の子と保護者
■定３０組（先着順）

子育て支援センター講習会

■時７月１日松午前９時～午後４時
■場文化センター
■内陰建築士による木造住宅の耐震改修
相談 隠建築士・司法書士・行政書
士等による建築一般相談
■定陰獅３０人 隠獅１０人（いずれも定員
を超えた場合は抽選）
■他５月中に耐震診断に申し込むと、診
断数値をもとにした相談ができます。
建築課まで問い合わせてください

■申６月１４日昌までに申込書を持参か郵
送（必着）、ファクスで建築課（〒４４６
－８５０１住所不要／胃〈７７〉００1０／緯

〈７１〉２２４１）
※申込書は同課・市HPで配布。

木造住宅耐震改修相談会・
建築一般相談会

①・②共通事項
■場■問市民ギャラリー（緯〈７７〉６８５３）
■持汚れても良い服装
■申各申込期限（必着）までにはがきに講
座名・住所・氏名・年齢・電話番号・
人数（１通で２人まで応募可）、参加
者全員の氏名を記入し、市民ギャラ
リー（〒４４６－００２６安城町城堀３０）
※同施設HPからも申込できます。

①和久積み木で恐竜を作ろう！
■時５月７日掌午前１０時～正午
■対２歳～小学
１年生の親
子
■定１０組（定員
を超えた場
合は抽選）

■￥１００円
■申申込期限獅５月５日抄

②発泡スチロールで版画に挑戦！
■時５月２１日掌午前１０時～正午
■対３歳～小学１年生
■定１６人（定員を超えた場合は抽選）
■￥２００円
■申申込期限獅５月１６日昇

市民ギャラリーの講座

①～③共通事項
■申５月６日松～各申込期限の午前９時
～午後８時（休館日を除く）に、直接
か電話で同センター（緯〈７５〉３５４５）
①チャレンジ背泳ぎ
■時６月６日昇～７月１１日昇の毎週昇午
後１時～２時（全６回）

■内背泳ぎに挑戦します
■対１８歳以上でクロールで２５ｍ泳げる水
泳初心者

■定１０人（先着順）
■￥３０００円
■持水着・水泳帽子・ゴーグル
■申申込期限獅５月３１日昌

②エアロサーキット
■時６月７日昌・１４日昌・２１日昌・２８日
昌午後１時３０分～２時３０分（全４回）
■内エアロビクスと筋力トレーニングを
交互に繰り返し行い、脂肪燃焼と筋
力アップを目指します
■対１８歳以上
■定２５人程度（先着順）
■￥施設使用料
■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）
■申申込期限獅６月６日昇

③体力しらべ会（高齢者対象）
■時６月８日昭午前１０時～正午
■内６種目を測定し、体力レベルを算出
■対概ね６５～７９歳で運動制限のない人
■定１５人程度（先着順）
■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）
■申申込期限獅６月７日昌

スポーツセンターの催し



①～④共通事項
■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５月５日抄午前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）
①普通救命講習Ⅲ
■時５月２０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）
②普通救命講習Ⅰ
■時５月２１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）
③上級救命講習
■時５月２７日松午前９時～午後６時
■内成人、小児、乳児及び新生児の心肺
蘇生法、傷病者管理、外傷の応急手
当、搬送法等
■場■申碧南消防署救急係（緯〈４１〉２６２５）
④実技救命講習
■時５月２８日掌午前９時～１１時
■内心肺蘇生法、AEDの使用法、止血
法の実技講習

■対インターネット上で応急手当WEB
講習又は救命入門コース受講者が普
通救命講習Ⅰにステップアップする
コースです

■場■申刈谷消防署救急係（緯〈２３〉１２９９）
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お茶やコーヒーを飲みながら、市長と市政について語り合いませんか。
■時６月２３日晶午後２時３０分～３時３０分、７月１５日松午前１０時～１１時、８月２
日昌午前１０時３０分～１１時３０分
■場市役所（７月１５日開催分は応相談）
■対市内在住・在勤・在学の人で構成し、市内で活動している団体・グループ
■定各１団体（１団体につき５～１０人、申込が重複した場合は初参加団体を優先）
■他要望や陳情に関わる議題は不可。本会での発言内容や写真等は、個人情報
に配慮した上で、市HPや広報あんじょうに掲載します
■申５月２６日晶までの午前８時３０分～午後５時１５分（松掌抄を除く）に、電話又
は申込書を持参か郵送（必着）・ファクス・Eメールで秘書課広報広聴係（緯

〈７１〉２２０２／〒４４６－８５０１住所不要／胃〈７６〉１１１２／info@city.anjo.aichi.jp）
※申込書は、同係・市HPで配布。

■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。

■時７月～１０月
■場名古屋市
■内①パソコン初級 ②介護職員初任者
研修
■対県内の母子家庭の母、父子家庭の父、
寡婦で、全日程に出席できる人
■定各２０人（定員を超えた場合は抽選）
■￥教材費①獅２１３８円 ②獅６４８０円
■申５月８日捷～２９日捷午前８時３０分～
午後５時１５分（松掌を除く）に直接子
育て支援課（緯〈７１〉２２２９）

母子家庭等就業支援講習会

歴史博物館の催し
■場■問歴史博物館（緯〈７７〉６６５５）
歴博演芸場「蓮如上人絵伝の絵解き」
■時５月１４日掌

午後２時～
３時

■内琵琶の演奏
を交えた絵
解きの実演
出演獅梛野明仁（三河すーぱー絵解

なぎ の

き座）
無料開館
■時５月２１日掌

■内国際博物館の日（５月１８日）にちなみ
常設展示が無料
体験講座「伝統的工芸品『三河仏壇』の
技を体験」
■時①蒔絵編獅６月４日掌 ②金箔編獅

６月１１日掌 いずれも午前１０時～正午
■内伝統的な原材料と技術・技法によっ
て製造される三河仏壇の技の一部を
体験します
■講①獅村井雅樹氏（伝統工芸士） ②獅

加藤隆氏（伝統工芸士）
■定各２０人（先着順）
■￥各８００円
■申５月１３日松午前９時から電話で歴史
博物館

■￥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）
蓄音機とジャズレコードの世界
■時５月２０日松午前１０時～午後３時
■内神谷栄氏所蔵の蓄音機でSPレコー
ドを鑑賞します
煎茶のおいしい飲み方体験
■時６月１７日松午前１０時～正午
■定３０人（先着順）
■申５月１０日昌午前９時から電話で丈山苑

丈山苑の催し救命講習会

■時６月１日昭午前８時３０分～午後４時
（小雨決行）
■場集合・解散場所獅市役所西駐車場
見学場所・施設獅荒子川公園、都市
緑化植物園、名古屋港ワイルドフラ
ワーガーデン ブルーボネット

■内施設見学、講習等
■対市内在住・在学・在勤の２０歳以上
■定２４人（定員を超えた場合は抽選）
■￥１０００円（入園料別途）
■持お弁当、お茶、筆記用具、雨具等
■申５月１２日晶までに郵便番号・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（緯・胃〈５５〉１３１５）

■問環境都市推進課（緯〈７１〉２２０６）

緑あふれる美しい都市景観
づくりを学ぼう！

■時６月１６日晶午前１０時～１１時４５分
■内演題獅強くて優しい心は親が育てる
■講幸島美智子氏（元警視庁警察官）

こう じま

■定２００人（先着順）
■他託児あり（１人３００円、要予約）
■場■申５月１５日捷～２６日晶午前９時～午
後５時（松掌を除く）に、直接か電話
で教育センター（緯〈７５〉１０１０）

いじめ・不登校対策家庭教
育講演会

■時５月１４日掌午前１０時～正午
■内河原に流れついた小石に絵を描きます
■講鬼頭茂雄氏
■対幼児～小学生（未就学児は保護者同伴）
■定１０人（先着順）
■持油性カラーペン、水彩絵の具、筆
■場■申５月６日松午前９時から直接か電
話、ファクスで市民交流センター
（緯〈７１〉０６０１／胃〈７１〉０６６８）

「親子deストーンアート」
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蒸気機関車写生大会
■時５月１４日掌午前９時～午後３時（雨
天時は２１日掌に延期）
■場総合運動公園
■対小学生以下（保護者同伴）
■持画板、絵の具、クレヨン等
■他優秀作品に賞状と賞品、応募者全員
に参加賞あり
■問公園緑地課（緯〈７１〉２２４４）
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危険物取扱者保安講習会
■時■場■内下表のとおり予定します

①獅ライフポートとよはし ②獅名古
屋文理大学文化フォーラム ③獅ウィ
ルあいち ④獅大府市勤労文化会館
⑤獅刈谷市産業振興センター
■￥４７００円
■申５月１１日昭～２４日昌（消印有効）に申
請書を（一社）愛知県危険物安全協会
連合会へ郵送か同連合会HPから申
込
※申請書は５月８日捷から各消防署、
県民相談室で配布。
■問（一社）愛知県危険物安全協会連合会
（緯０５２〈９６１〉６６２３）、衣浦東部広域連
合消防局予防課（緯〈６３〉０１３７）

講習種別会場講習日 一般特定給油
午前－午後①６月２６日捷

午後－午前②２８日昌

午前－午後

③

７月３日捷

午後午前－４日昇

午前
午後－－５日昌

午前午後－④７日晶

午前午後－
③

１３日昭

午後－午前１４日晶

午後－午前
⑤

２０日昭

午前－午後２１日晶

午前
午後－－

③
２４日捷

午前－午後２５日昇

午後－午前２６日昌

給油＝給油取扱所 特定＝特定事業所

■時６月６日昇午後２時～３時３０分
■場安城商工会議所
■内世界の中の日本～今後の政治・経済の
課題と国際情勢

■講加藤清隆氏（政
治評論家）

■申５月３１日昌まで
に、電話かファ
クスで安城商工
会議所（緯〈７６〉
５１７５／胃〈７６〉４３
２２）
■問商工課（緯〈７１〉２２３５）

安城商工会議所時局講演会

平成３０年度以降に小・中学校、高等
学校入学予定で、障害の可能性がある
と思われるお子さんとその保護者を対
象に、特別支援学校の様子を知っても
らうための体験入学を実施します。
■対下記対象に該当する子と保護者
■他各学校では、体験入学日以外でも随
時相談を受け付けています

■申直接各学校へ連絡
■問学校教育課（緯〈７１〉２２５４）
安城特別支援学校（桜井町）
■時①小学部

▲

見学会獅５月１０日昌 体
験入学獅７月２１日晶、９月１４日昭

②中学部

▲

見学会獅５月９日昇

■対知的障害や情緒障害があり、①獅平
成３０年度に入学予定の子 ②獅平成
３０年度・３１年度に入学予定の子
■申安城特別支援学校（緯〈９９〉３３４５）
岡崎特別支援学校（岡崎市）
■時７月１２日昌、９月２０日昌

■対平成３０年度、小学校に入学予定で手
足に不自由のある子

■申岡崎特別支援学校（緯０５６４〈４８〉２６０１）
大府特別支援学校（大府市）
■時７月１１日昇、１０月２６日昭

■対平成３０年度、小・中学校、高等学校
に入学予定で病気療養中の子

■申大府特別支援学校（緯０５６２〈４８〉５３１１）

県立特別支援学校の体験入
学

加加藤加藤氏氏

■時５月１８日昭午後１時～３時
■場勤労福祉会館
■対iPhoneを初めて使う人
■講油谷浩樹氏（ソフトバンク叙人材支
援部）
■定２０人（先着順）
■￥９００円
■持筆記用具（iPhoneは貸し出します）
■申５月８日捷午前９時から電話で勤労
福祉会館（緯〈７６〉２９０２）

iPhone体験講座

■問堀内公園（緯〈９９〉５９４７）
赤ちゃんハイハイレース
■時５月１３日松午前１０時３０分（受付は午
前１０時から）
※雨天の場合は、１４日掌に順延。
■内参加者に有料遊具利用券を進呈
■対未歩行の赤ちゃんと保護者
■定４０組（当日先着順）
ミニ堀内公園まつり
■時５月２０日松・２１日掌午前１０時～午後
３時

■内輪投げ等の模擬店を開催（有料）
■定景品が無くなり次第終了
ダンボール迷路
■時５月２７日松・２８日掌午前１０時～午後
３時

■内段ボールの迷路が堀内公園に登場！
君は迷路をクリアできるかな？

■対３歳～小学生
■￥１００円
ノルディックウォーキング＆棒ビクス
体験会
■時６月１０日松・２６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
■対小学生以上
■定①施各４０人 ②施各２０人 いずれも
先着順
■￥器具使用料各５００円。２種類使用す
る場合は８００円、器具を持参する人
は無料
※料金は当日支払い。支払い後は返
金不可。
■持飲み物、運動しやすい服装・体温調
節ができる上着等（ウィンドブレー
カー）、ウォーキングに適した靴
■申５月８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
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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。

国民健康保険税の軽減判定
誤りについて
国民健康保険税の軽減判定所得の計
算に一部誤りがありました。これに伴
って追徴、還付及び返還の対象になっ
た人への通知は３月２８日付で発送して
いますが、返還については所得情報が
把握できる平成２３年度より前の課税分
は計算ができません。
このため平成２２年度以前において青
色申告で純損失の繰越控除をしている
国民健康保険加入者のうち、以下のい
ずれかの条件に該当する場合、平成２２
年度以前の該当年度を含む４年分の確
定申告資料を提示していただければ再
計算し、返還金が生じる場合は返還し
ます。
■内条件獅①青色事業専従者給与を支払
っている ②年金収入が１２０万円以上
ある６５歳以上
■問国保年金課（緯〈７１〉２２３０）

建物の利用者自らが建物の防火安全
に関する情報を活用できるようにする
ため、重大な消防法令違反の情報をイ
ンターネット上に公表する制度が、平
成３０年４月１日から始まります。
■対公表対象となる建物獅飲食店、物品
販売店、病院、社会福祉施設等の不
特定多数の人が使う建物 公表対象
となる条件獅立入検査で消防用設備
の未設置等の違反が確認され、その
結果を通知してから１４日を経過して
もその違反が継続している場合 公
表の方法獅建物の名称・所在地・違
反の内容等を衣浦東部広域連合HP
に掲載

■他次のような場合には、事前に各消防
署予防係までご相談ください。
①現に使用している建物に飲食店、
物品販売店、病院、社会福祉施設等
が新たに入居する場合
②現に使用している建物の増築や改
築、他の建物との接続等を行う場合
■問衣浦東部広域連合消防局予防課（緯

〈６３〉０１３６）

火災予防条例が改正されま
した

あんくるバス「御幸本町西」
バス停の位置と名称の変更
５月８日捷からバス停位置をアン
フォーレ前へ移動します。バス停名称
も「御幸本町西」から「アンフォーレ」に
変わります。
■問都市計画課（緯〈７１〉２２４３）

愛知県は空き巣被害が全国でワース
ト１位です。ゴールデンウィークは空
き巣被害が増加しますので、被害に遭
わないように次のことに気をつけまし
ょう。
暫出掛ける前に
施錠を確認

暫玄関や窓に補
助錠、窓ガラ
スに防犯用シ
ートを付ける

暫門灯やセンサーライトで家の周りを
明るくする

暫多額の現金を手元に置かない
暫隣近所に声をかける等、地域の連携
を高める
■問市市民安全課（緯〈７１〉２２１９）、安城警
察署（緯〈７６〉０１１０）

ゴールデンウィークは空き
巣被害にご注意を

今年度より、障害のある人が地域で
安心して暮らしていけるよう様々な支
援を行う地域生活支援拠点がスタート
しました。これに伴い、障害のある人
やその家族等が、緊急時（急病や通夜・
葬儀等の急用により、家族等が介助を
行えない場合等）に相談できる窓口を
開設しました。
■場相談支援事業所「ひだまり」（朝日町
２２－３）
■内対応時間・電話番号諮昇～松午前９
時～午後６時獅緯〈９１〉０２３９ ２４時間
３６５日獅緯０９０〈９１７８〉３３３９
■問障害福祉課（緯〈７１〉２２５９）

障害者緊急時相談窓口の開
設

経済産業省では、６月１日現在の工
業統計調査を実施します。
工業統計調査は、製造業を営む事業
所を対象として、その活動実態を明ら
かにすることを目的とした調査です。
調査結果は国や地方公共団体の行政
施策の重要な基礎資料として広く利用
されます。
調査をお願いする事業所には５月中
旬から統計調査員が調査票を持ってお
伺いするか、国から直接郵送で届きま
す。インターネット又は、紙の調査票
のどちらかにより回答ください。
なお、皆様から提出していただく調
査票については、統計法に基づき調査
内容の秘密は厳守されます。
■問経営管理課（緯〈７１〉２２０５）

工業統計調査にご協力を

■時５月１４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

文化協会会員の活動成果を発表しま
す。皆さんお誘い合わせのうえ来場く
ださい。
■問市民ギャラリー（緯〈７７〉６８５３）
美術展（前期）
■時５月９日昇～１４日掌午前９時～午後
５時（９日は午後１時から、１４日は
午後４時まで）
■場市民ギャラリー
■内日本画、水墨画、洋画、書
文芸・技芸・趣味展
■時５月１２日晶～１４日掌

※時間は問い合わせてください。
■場■内文化センター獅ちぎり絵、くみひ
も、茶会、俳句、華道、アートフラ
ワー、俳画 市民会館獅愛石、植物

あい せき

デンパーク獅短歌
芸能まつり

■時５月１３日松・１４日掌 いずれも午前
１０時～午後２時
■場文化センター
■内謡曲、民踊、フラダンス、日本舞踊、
民謡、大正琴、詩吟、箏曲、尺八、
マジック、三河万歳
美術展（後期）
■時５月１６日昇～２１日掌午前９時～午後
５時（１６日は午後１時から、２１日は
午後４時まで）
■場市民ギャラリー
■内日本画、洋画、書、工芸、写真
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水害から生活を守ることを治水とい
います。安全なまちづくりには、行政
や流域住民が一体となり、総合的に取
り組むことが大切です。この機会に考
えてみましょう。
■時５月１５日～２１日
■問土木課（緯〈７１〉２２３８）

総合治水週間

■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

張り紙、看板等の屋外広告物を、無
秩序・無制限に出すと、街の美観や環
境を損ない、通行の支障にもなります。
道路や歩道に置かないようにしましょ
う。県条例で、表示方法・設置場所等
が定められています。設置時は、必要
な手続きをしてください。
■問維持管理課（緯〈７１〉２２３７）

屋外広告物のルールを守り
ましょう

安城市障害者扶助料条例が
改正されました
改正内容は、平成２９年１０月１日以降
に満６５歳以上で初めて障害者手帳（身
体障害者手帳、療育手帳並びに精神障
害者保健福祉手帳）を交付された人に
は扶助料を支給しないとするものです。
■内注意事項獅改正に伴い、満６５歳以上
の人が障害者手帳を取得できなくな
るものではありません。障害福祉サ
ービスや医療費助成等の取り扱いに
ついては変わりません
■問障害福祉課（緯〈７１〉２２２５）

臨時福祉給付金の申請期限
は５月３１日です
臨時福祉給付金（経済対策分）の申請
期限は５月３１日昌です。支給対象でま
だ申請が済んでいない人は期限までに
申請を済ませるようにしてください。
なお、平成２８年１月１日時点で安城
市に住民登録があり、給付金の支給対
象になると思われる人には、２月２７日
に申請書を送付しています。
■内支給対象者獅平成２８年度市民税県民
税（均等割）が非課税の人
※自身を扶養している人が課税され
ている場合や、平成２８年１月１日時
点で生活保護制度の被保護者である
人等は対象外。
※修正申告等により非課税になった
人や、平成２８年１月２日から平成２８
年１０月１日までに生活保護が廃止又
は停止となった人は支給対象。社会
福祉課へ問い合わせてください。
■問社会福祉課（緯〈７１〉２２６３）

住宅・公共施設・隣接作物等の周辺
は緩衝区を設け、十分注意して散布し
ます。強風等飛散の可能性がある場合
は散布しません。作業中は危険ですの
で、近寄らないようにお願いします。
■時５月末まで
■場市内小麦栽培ほ場（水田）
■内散布方法獅乗用管理機及び無人ヘリ
コプター 使用農薬獅小麦赤かび病
及び赤さび病用殺菌剤（農林水産省
登録農薬）
■問あいち中央農協営農資材課（緯〈７３〉
４４０２）、同農畜産課（緯〈７３〉４４０６）、市
農務課（緯〈７１〉２２３３）

小麦病害防除を実施
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パブリックコメント制度に
よる意見募集の結果を公表
第２次安城市エコサイクルシティ計
画に対しパブリックコメント制度によ
る意見募集を実施した結果、市に寄せ
られた意見は次のとおりです。
■内意見数獅２件（１人）
■問都市計画課（緯〈７１〉２２４３）
意見の概要等の閲覧
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５月１日捷～３０日昇（閉庁・休館日
を除く）の各施設開館時間

■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HPでも閲覧できます。

農作物を食べ荒らすドバト、ムクド
リ、カラス等を散弾銃及び空気銃を使
い駆除します。事故防止のため子ども
達が近づかないように、また、飼いバ
ト等は放さないでください。
■時５月６日松・２７日松午前７時～正午
（予備日６月３日松・１０日松）
■場市内全域
■他天候により延期又は中止の場合あり
■問農務課（緯〈７１〉２２３３）

有害な鳥の駆除を実施
■内職務内容獅河
川を観察し、
河川愛護に関
するテーマに
ついて毎月レ
ポートを提出 観察範囲獅西尾・岡
崎市境付近から乙川合流点付近まで
の矢作川 任期獅７月１日から１年
間 謝礼獅月額４０００円（予定）

■対観察範囲の近くに住む２０歳以上で、
川に接する機会が多い人

■申５月１９日晶までに、応募用紙を郵送
（必着）かファクスで国土交通省豊橋
河川事務所（〒４４１－８１４９豊橋市中野
町字平西１－６／胃０５３２〈４８〉８１００）
※応募用紙は同所HPで配布。
■問国土交通省豊橋河川事務所（緯０５３２
〈４８〉８１０５）、市維持管理課（緯〈７１〉２２
３７）

河川愛護モニター

eモニター
インターネットを利用した事前登録
制の市政アンケートの回答者を募集し
ます。原則選択式の１０問程度で簡単に
回答できます。
■時任期獅平成３０年３月３１日まで
■内全１４～１５回のアンケ－ト回答回数に
応じ、次の額の商品券を進呈します
回答回数５～９回獅５００円分 回答
回数１０回以上獅１０００円分
■対次の要件を全て満たす人
暫市内在住・在勤・在学の１８歳以上
暫電子メールを利用でき、市からの
メールを受信できる人
暫インターネットを利用できる人

■他個人が特定されない形式で市HP等
で結果を公表。通信費用等は全て登
録者の負担
■申５月１９日晶までに、
市HPから登録して
ください。右記QR
コードからも登録で
きます
■問秘書課広報広聴係（緯〈７１〉２２０２）



（ ）内は前月比

〈平成29年4月1日現在〉
総 人 口
男 性
女 性

世 帯 数

187,192人（＋246）
96,086人（＋215）
91,106人（＋ 31）

73,691世帯（＋456）

火 災
救 急

（年間累計／前年対比）

刑 法 犯
交通事故
負 傷 者
死 者

116件（319件／－19）
87件（245件／＋17）
104人（303人／＋ 7）
1人（ 1人／＋ 1）

人口・世帯

3月の火災・救急

3月の犯罪・事故

5件（うち建物 3件）
648件（うち急病439件）
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「伊勢物語」の昔から人々を魅了して
きた八橋のかきつばたを堪能しません
か。期間中は観光ガイドボランティア
が園内を案内。午後９時まで夜間照明
を行います。また、今年は八橋史跡保
存館で「燕子花図屏風（複製）・

か き つ ば た

長
ちゃん

線・八
せん やつ

橋蒔絵螺鈿
はし まき え ら でん

硯
すずり

箱（複製）展示会」を開催。
ばこ

■時５月１９日晶まで
■場八橋かきつばた園（知立市八橋町・
名鉄三河線三河八橋駅から徒歩８分）
■問知立市観光協会（緯〈８３〉１１１１）

身近にある木の実や貝殻等の自然物
を使い人形や動物を作り飾り付ける、
県指定無形文化財の「吉浜細工人形」を
展示します。
■時５月１２日晶～１４日掌

■場人形小路、
こ みち

柳
りゅう

池院、宝満寺（名鉄三
ち いん ほう まん じ

河線吉浜駅下車）
■他１３日松は人形小路一帯で「人形小路
花まつり」も開催

■問人形小路の会事務局（緯〈５２〉２８０８）

吉浜細工人形展と人形小路
花まつり

高
浜

史跡八橋かきつばたまつり 知
立

■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。

ファミリー・サポート・セ
ンターの会員
子育てを手助けしてほしい人（依頼

会員）と、子育ての協力をする人（提供
会員）が互いに助け合う会員組織です。
■対依頼会員獅市内在住・在勤・在学の
人 提供会員獅自宅で子どもを預か
ることができる市内在住の人

■他報酬の基準諮捷～晶午前７時～午後
７時獅６００円 その他の曜日、時間
帯獅７００円 いずれも子ども１人に
つき１時間あたりの金額
■申捷～晶午前９時～午後５時（抄を除
く）に、直接か電話でファミリー・
サポート・センター（あんぱ～く内
／緯〈７２〉２３１５）

依頼会員希望者の入会説明会
■時■申毎月２回開催しています。事前に
直接か電話で同センター
提供会員希望者の講習会
■時５月３１日昌午前９時１０分～午後３時
４０分
■他保育サポーター養成講座又は子育て
ネットワーカー養成講座の修了者は
講習会を免除
■申事前に直接か電話で同センター

ガーデニング等のコンテス
ト作品
■内募集部門／対象諮ガーデニング獅個
人が管理している花壇・プランター・
鉢植え等 みどりのカーテン獅窓の
外側にはわせた植物によるみどりの
カーテン オープンガーデン獅個人
が管理している見学可能なオープン
ガーデン

■他応募作品の写真は、１１月下旬～１２月
下旬に堀内公園で展示します
■申９月２５日捷までに、住所・氏名・電
話番号と作品の写真（ネガ又はデー
タ）を郵送（必着）かＥメールでエコ
ネットあんじょう（〒４４６－００４６赤松
町梶６３－１／info@econetanjo.org
／緯〈５５〉１３１５）

第２次安城市多文化共生プランを策
定するための審議会を設置し、委員の
一部を公募します。
■内活動内容獅多文化共生プランに関す
る事項の審議 任期獅７月～平成３１
年３月３１日 報酬獅１回７５００円

■対市内在住・在勤・在学又は市内で活
動する４月１日現在１８歳以上の人で、
外国籍又は外国にルーツのある人、も
しくは多文化共生に興味のある人（日
本語で意見を述べられることが条件）
■定３人程度
■他書類審査及び面接審査（５月１９日晶

を予定）で選考します。結果は応募
者全員に通知し、選出された委員の
氏名は市HP等で公表します
■申５月１日捷～１５日捷午前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・ファクス又は
Ｅメールで市民協働課（〒４４６－８５０１
住所不要／緯〈７１〉２２１８／胃〈７２〉３７４１
／kyodo@city.anjo.lg.jp）
※応募用紙は同課及び市HPで配布。

安城市多文化共生プラン策
定審議会委員

■内職務内容獅児童クラブを利用する児童
に対する遊びや生活の支援 勤務場所
獅市内の各児童クラブ 賃金

▲

保育
士・教員・放課後児童支援員の資格の
ある人獅時給１１４０円 資格のない人
及びアルバイト閣時給１０００円 いずれ
も通勤割増１日２００円 選考獅面接

■対子どもが好きな１８歳以上の人
■申上記各申込期間の午前９時～午後５
時（松掌抄を除く）に、顔写真付の履
歴書又は申込書と有資格者は資格証
を持って直接子育て支援課（あんぱ
～く内／緯〈７２〉２３１９）
※申込書は同課及び市HPで配布。

児童クラブ放課後児童支援
員と夏休みアルバイト

アルバイト支援員
夏休み期間
の午前７時
３０分～午後
７時の間で
交代勤務

午後１時又は２時
～７時
※子どもの帰り時
間により変動、学
校休業日は午前７
時３０分～午後７時
の間で交代勤務。

勤務
日時

週２～５日
※松掌抄を
除く。

週２～５日
※掌抄を除く。松

は交代勤務。

勤務
日数

３０人程度若干名定員
５月１日捷

～３１日昌

５月１日捷～１５日
捷

申込
期間

■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.


