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■対市内在住・在勤・在学の人
■他詳細は町内会回覧等で案内。事故・けがは市ふれあい補償制度で対応しますが、スポーツ保険への加入を推奨しています
■申直接、各学区のスポーツ推進委員へ

ところ種目時間日にち中学校区

東山中学校みんスポ鬼ごっこ
午前９時

５月２８日掌

東 山
北部公民館ミニソフトバレー７月２日掌

柿田公園スナッグゴルフ７月１６日掌

柿田公園他スローピッチソフトボール午前８時９月１７日掌

安城北中学校ミニテニス午前９時６月１８日掌安城北
美園・篠目公園グラウンド・ゴルフ午前８時８月２７日掌

篠 目 二本木小学校卓球午後１時９月１０日掌

篠目中学校バドミントン午前９時９月３０日松

桜町小学校卓球午後１時

７月２日掌

安城南

横山グラウンドグラウンド・ゴルフ
午前８時

桜町小学校
インディアカ
バドミントン午前１０時
ショートテニス正午

錦町小学校
三世代ゲートボール午前７時３０分８月２７日掌

バドミントン
午前９時

９月１０日掌

安祥中学校・祥南小学校バドミントン、インディアカ、ソフトバレー、
ラージボール８月２７日掌

安 祥
市野球場他スローピッチソフトボール午前７時５月２８日掌

安城南部小学校
ミニテニス午前９時３０分６月１８日掌

ソフトバレーボール午後４時７月８日松

祥南小学校バドミントン午前９時７月２９日松

赤松子供運動広場グラウンド・ゴルフ午前８時６月４日掌

安城西 安城西中学校スローピッチソフトボール、バドミントン、
インディアカ、卓球、ソフトバレーボール午前９時

８月２７日掌

新池ちびっ子広場ゲートボール９月１６日松

東端農村公園ゲートボール
午前８時

８月２３日昌

明 祥
明祥中学校

スローピッチソフトボール
８月２７日掌

バドミントン、バレーボール

午前９時
ソフトバレーボール、卓球９月２４日掌

桜井公民館

カローリング５月２７日松

桜 井

ソフトバレー５月２８日掌

インディアカ午後１時６月４日掌

卓球午前９時６月１７日松

ニュースポーツ午後１時７月８日松

桜井中学校バドミントン
午前８時

８月２０日掌

桜井中央公園
スローピッチソフトボール
グラウンド・ゴルフ８月２６日松

■問市体育館（緯〈７５〉３５３５）

■時６月１１日掌午前９時３０分～午後２時
３０分（小雨決行）
■場■内集合場所獅明祥プラザ駐車場 コ
ース施明祥プラザ～念空寺～
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神社～明祥プラザ（約９灼）
■持昼食
■問市体育館（緯〈７５〉３５３５）

油ヶ淵しょうぶ歩け運動 ６月の土器づくり教室
■時１日昭・２日晶・６日昇～１０日松・
１３日昇～１６日晶・２０日昇～２３日晶・
２７日昇～３０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づくり
■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６月の生解
説
■時３日松・４日掌・１０日松・１１日掌・
１７日松・１８日掌・２４日松午後１時３０
分・３時
■内生解説「晴れたら探そう錘初夏の星
座」、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）

■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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■問堀内公園（緯〈９９〉５９４７）
①親子でアロマスプレー作り
■時５月２１日掌午前１０時、午後１時３０分
（雨天の場合は６月４日掌に順延）
■講日高尚美氏（AEAJ認定アロマセラ
ピスト・アロマインストラクター）
■対小学生以下の子と保護者
■定各１５組（当日先着順）
■￥２００円（１個あたりの材料費）
②香育講座かおりのお話し
香りと地球環境についてのお話。参
加者にはハーブ栽培缶を進呈します。
■時５月２１日掌午後１時～１時３０分
■講①と同じ
■対小学生以下（はさみを使う作業あり。
親子での参加可）
■定１０人（当日先着順）
③うちわを作って父の日のプレゼント
をしよう！
■時６月３日松午前１０時～午後３時（雨
天の場合は４日掌に順延）

■対小学生以下
■定５０人（当日先着順）

堀内公園の催し

①～④共通事項
■場環境学習センターエコきち
■申５月２０日松～各講座開催日３日前（昌

を除く。昌の場合はその前日）までの
午前９時～午後９時に、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）
①光るかな？ヘイケホタル幼虫観賞会
ヘイケホタルの幼虫を観察しよう。
■時６月３日松午後７時～８時
■講近藤音吉氏
■対４歳以上の親子
■定２０人（先着順）
②父の日モビールをつくろう
ペットボトルや枝を使
ってプレゼントを作ろう。
■時６月３日松・４日掌午
前１０時～１１時３０分
■対４歳以上の親子
■定各１０人（先着順）
■￥１００円
③布ぞうりをつくろう
連続２回講座で布ぞうりを一足作成。
■時６月６日昇・２０日昇午前１０時～１１時
３０分（全２回）
■対１８歳以上で両日参加できる人
■定１０人（先着順）
■￥５００円
④野菜スタンプでお絵かき
野菜の「おなか」を使って絵を描こう。
■時６月１０日松・１１日掌午前１０時～１１時
３０分
■対４歳以上の親子
■定各１０人（先着順）
■￥１００円
■持エプロン等汚れて
もいい服装、タオル、家にある野菜

環境学習センターエコきち
の講座
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ダンボールコンポスト講習
会
■内■時基礎講習会獅６月１７日松午後１時
３０分～３時 フォローアップ講習会
獅７月１５日松午後３時１５分～４時３０
分（全２回）

■場リサイクルプラザ
■講安城市消費生活学校会員
■対市内在住の１８歳以上
■定１５人（先着順）
■￥７００円
■申５月１９日晶からの午前９時～午後５
時（松掌を除く）に、電話で清掃事業
所（緯〈７６〉３０５３）

普通救命講習Ⅰ
いざという時に適切な応急手当がで
きるよう方法を学びます。
■時６月４日掌午前９時～正午
■場市民交流センター
■講安城消防署救命
係職員

■定２０人（先着順）
■申５月２０日松から
の午前９時～午
後８時に電話で
市民交流センタ
ー（緯〈７１〉０６０１）

歴史博物館の催し
■場■問歴史博物館（緯〈７７〉６６５５）
①体験講座「安城の社寺建築をめぐる」
大岡白山神社、本證寺等、市内の社
寺建築をバスで巡ります。
■時６月３日松午前１０時～午後４時
■講岩田敏也氏（安城市文化財保護委員
会副委員長）
■定１８人（先着順）
■￥１０００円（食事代込）
■申５月２０日松午前９時から電話で歴史
博物館

②健幸ストレッチ＆ウォーキング
体力年齢を知り、基礎体力づくりや
城址公園でのウォーキングを行います。
希望者は企画展示の鑑賞も可。
■時６月１３日昇午前１０時～１１時３０分
■講大林僚氏（ランニングマイスター）
■定２０人（先着順）
■￥５００円
■申５月２０日松午前９時から電話で同館
③昭和の名作シネマ「青い山脈」上映
■時５月２８日掌午前１０時
■内石坂洋次郎原作の作品を鑑賞
■定８０人（当日先着順）

■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

６月の移動児童館
■対■時■場乳幼児親子諮７日昌・２１日昌獅

東部公民館 １６日晶・３０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）

■時９月２９日晶、１０月８日掌・１４日松・
２１日松・２９日掌、１１月５日掌・１１日
松・２４日晶（全８日間）

■場あいち健康の森健康科学総合センタ
ー（知多郡東浦町）

■対県内に在住する満１８歳以上で、ボラ
ンティア活動に理解があり、健康づ
くりリーダーとして健康づくり事業
に積極的な活動を希望する人

■定８０人（先着順）
■申６月３日松午前９時から申込みを受
け付けます。あいち健康プラザHP
内の申込フォームから申し込むか、
申込書をファクスであいち健康プラ
ザ（胃０５６２〈８２〉０２２８）へ
※申込書は５月下旬頃からあいち健
康プラザHPで配布。
■他事前に健康度評価の受検（有料）が必
要。市では、研修後安城支部に登録
し、ボランティアとして活動ができ
る人の健康度評価の費用を負担（先
着５人）。６月５日捷からの午前８
時３０分～午後５時１５分に直接か電話
で市保健センターへ

■問あいち健康の森健康科学総合セン
ター（緯０５６２〈８２〉０２１７）、市保健セン
ター（緯〈７６〉１１３３）

県健康づくりリーダーバン
ク登録研修会



■赤ちゃん読み聞かせ このゆび
と～まれの「にこにこ会」
■時６月２日晶、９日晶、１６日晶、３０
日晶午前１０時３０分～１１時

■対４回とも出席できる、１０カ月まで
の赤ちゃんと保護者
※過去に受講経験のある人は不可。
■定１５組（先着順）
■持バスタオル
■申５月１９日晶午前９時から電話でア
ンフォーレ課

■対来年度新入学予定の児童・生徒で、障害があると思われる子とその保護者
■場難聴施錦町小学校（緯〈７５〉２７２５） 肢体不自由施三河安城小学校（緯〈７１〉
３２５０） 知的・情緒障害施下表のうち居住する学区の小・中学校
■申見学は随時可。事前に電話で各学校へ

電 話中学校名電 話小学校名電 話小学校名電 話小学校名
〈７５〉３５３１安 城 南〈９９〉３７７７桜 林〈９７〉８２０２志 貴〈７５〉２７２１安城中部
〈７５〉３５２５安 城 北〈７６〉１４８８新 田〈９９〉２２０１桜 井〈７６〉２３３２安城南部
〈９２〉００１９明 祥〈９８〉３０３３今 池〈７６〉６０５６作 野〈７６〉２３０３安城西部
〈７６〉２３２０安 城 西〈７１〉３２５０三河安城〈７６〉８７７３祥 南〈７６〉２３３４安城東部
〈９９〉００２８桜 井〈７１〉３３４５梨 の 里〈９２〉００２４丈 山〈９８〉０８２５安城北部
〈９８〉１５３１東 山〈７６〉４４４９二 本 木〈７５〉２７２５錦 町
〈７６〉７８１１安 祥〈９８〉５９００里 町〈９２〉０５９３高 棚
〈７６〉１７７７篠 目〈７５〉３００３桜 町〈４１〉１２４４明 和

●写生大会 市内の小学生から２６５点の応募がありま
した。最優秀賞は次の皆さん。〈敬称略〉
１年獅山本楓（里町小） ２年獅杉浦心愛（丈山小）

ここ あ

３年獅平基志（三河安城小）４年獅松岡明里（今池小）
もと し

５年獅伊藤結愛（錦町小）６年獅稲垣千尋（安城東部小）
ゆ め

この他に優秀賞が各学年で７点ずつあり
●写真コンテスト ２２７点の応募がありました。最優
秀賞・優秀賞は次の皆さん。〈敬称略〉
最優秀賞獅高木福代 優秀賞獅磯貝誠、丹羽一、柴田
正義、増田和幸、小木曽和巳
この他に入選１０点、佳作１５点あり
●入賞作品の展示 展示期間施５月２３日昇～２８日掌午
前９時～午後５時（２３日は午後１時から、２８日は午前
１１時まで） 展示場所施文化センター
●その他 ５月２８日掌午前１０時３０分から、文化センターにて入賞者を表彰し
ます
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アンフォーレ課（緯〈７６〉６１１１）

お知らせ

衣浦東部保健所の相談・検
査
こころの健康医師相談（予約制）
■時６月８日昭午後２時～４時
■場衣浦東部保健所（刈谷市大手町）
■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）、骨髄バンクドナー登録（予約制）
■時毎週昇午前９時～１１時
※エイズ検査は６月５日捷・１９日捷

午後６時～７時も実施。
■場衣浦東部保健所（刈谷市大手町）
■申■問骨髄バンクドナー登録のみ事前に
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）

地球環境に優しい棚田と、鮎の伝統
漁法を保存会の案内で見学します。
■時６月１０日松午前８時３０分～午後５時
■内集合・解散場所獅市役所西駐車場

見学先獅新城市「四谷の千枚田」、鮎
滝
※バスで移動します。
■対市内在住・在学・在勤の１８歳以上
■定２０人（先着順）
■￥１５００円（千枚田米での昼食代込）
■申５月１８日昭～２４日昌に住所・氏名・
生年月日・電話番号・ファクス番号
をファクス又はＥメールでエコネッ
トあんじょう（胃〈５５〉１３１５／info@
econetanjo.org）

■問エコネットあんじょう事務局（緯〈５５〉
１３１５）、市環境都市推進課（緯〈７１〉
２２０６）

鞍掛（くらかけ）山麓「四谷
の千枚田」と鮎滝から学ぶ

■問学校教育課（緯〈７１〉２２５４）

■問商工課（緯〈７１〉２２３５）

稲垣千尋さんの作稲垣千尋さんの作品品

■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。

６月の休館日
６日昇・１３日昇・２０日昇・２３日晶・
２７日昇

高高木福代さんの作高木福代さんの作品品

※対象年齢は目安です。

６月のおはなし会
１日昭午前１０時
３０分

おはなしゆりかご
（０～２歳）

３日松午後３時おはなしレストラン
（小学生以上）

１０日松午後２時おはなしえがお（３
歳～小学３年生）

１２日捷・２６日捷
午前１０時３０分

えほんとわらべうた
の会（０～２歳）

１４日昌午前１０時
３０分

おはなしたまてばこ
（１～５歳）

１５日昭午前１０時
３０分

いないいないばあ
（１～５歳）

１７日松・２４日松
午前１０時３０分

南吉朗読ででむし会
（小学生以上）

１８日掌午前１１時大人のための絵本朗
読会（一般）

１８日掌午後２時かみしばいの会（３
歳～小学３年生）

１９日捷午前１０時
３０分

えほんのとびら（０
～２歳）

２１日昌午前１０時
３０分

絵本好き集まれ！お
すすめ絵本紹介（一般）

２８日昌午前１０時
３０分

おはなしまあだ（１
～５歳）
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①～③共通事項
■場■問デンパーククラブハウス（緯〈９２〉
７１１２）
■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

■申各申込期限までに直接か電話でデン
パーククラブハウス

①もったいナイスな料理教室
■時６月１６日晶午前１０時～午後０時３０分
■内テーマ獅アフ
タヌーンティ
ーPARTY
メニュー獅キ
ューカンバー
サンド、ココ
ナッツスコー
ン＆ヨーグル
トクリーム、
きゅうりとパ
インのソルベ、
マッシュポテトケーキサラダ

■講永井恵氏（Mottainice☆Cooking
Schoolそら）

■定１５人（先着順）
■￥３０００円（材料費込）
■持エプロン、手拭き用タオル、箸
■申申込期限獅６月９日晶

②日曜写真教室～はじめの一歩
初心者歓迎！いまさら聞けないアレ
コレを一緒に勉強しましょう！
■時６月１８日掌午後１時３０分～３時３０分
■講鶴田郁夫氏
■定２０人（先着順）
■￥１５００円
■申申込期限獅６月１１日掌

③ソープカービング講座
タイ伝統の「カービング」を石鹸で。
■時６月２８日昌午前１０時～正午
■講今

いま

庄規子氏（タイカービングgulaap
じょう

代表）
■定１０人（先着順）
■￥３０００円（材料費込）
■申申込期限獅６月２１日昌

デンパーククラブハウスの
体験教室

■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

①～⑧共通事項
■￥①④⑧は施設使用料別途
■申■問各申込開始日の午前１０時から電話でマーメイドパレス（緯〈９２〉７３５１）
①プール利用時間延長
期間中、プールを午後９時まで営
業します。
■時６月１日昭～９月３０日松

②女性のためのお手軽エクササイズ
椅子に座ったままできるエクササ
イズを健康運動指導士が指導します。
■時６月２日晶午前１０時３０分～１１時３０
分
■対運動を始めたい中高年の女性
■定８人（先着順）
■￥５００円
■申申込開始日獅５月２３日昇

③プールサイドYOGA
室温３０寿程度の開放感ある造波プ
ール波打ち際で行うヨガの体験講座。
■時６月６日昇午前１０時～１１時
■講近藤恭子氏（日本総合ヨガ普及協
会ヨガインストラクター）
■対１８歳以上の女性
■定１０人（先着順）
■￥５００円
■持運動のできる服装（水着可）、ヨガ
マットか厚手のバスタオル、飲料

■申申込開始日獅５月２４日昌

④平日限定「利用料還元フェア」
期間中、くじを引いて当たりが出
た人に無料利用券をプレゼント。
■時６月６日昇～９日晶・１３日昇～１６
日晶

■対期間中プール・トレーニングルー
ムを利用した人
⑤女性のためのマットエクササイズ
マットの上で行うストレッチや全
身運動等を健康運動指導士が指導。
■時６月９日晶午前１０時３０分～１１時３０分
■対運動を始めたい中高年の女性
■定８人（先着順）
■￥５００円
■持ヨガマット又はバスタオル
■申申込開始日獅５月２５日昭

⑥ベビーマッサージ
■時６月１４日昌午前１０時３０分～正午
■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歳の子と保護者
■定８組（先着順）
■￥１５００円（保護者が２人の場合２０００
円）
■持大きめのバスタオル、子どもの水
分補給用飲料
■申申込開始日獅５月２６日晶

⑦目指せ美☆ボディ！骨盤エクササ
イズ～中級編
左右の骨盤の歪みを整えてスタイ

ゆが

ルや姿勢を改善する骨盤体操。
■時６月１５日昭午前１０時３０分～正午
■講岩瀬裕子氏
■対初級編に参加したことのある人
■定８人（先着順）
■￥５００円
■持タオル、ヨガマット又はバスタオ
ル、ペットボトル飲料
■申申込開始日獅５月３０日昇

⑧ういてまて！着衣泳体験会
海や川での水難事故を防ぐ、命を
守る着衣泳の技術と知識を学びます。
■時６月１８日掌午後６時～７時
■対５歳～小学校３年生の子と保護者
■定２０組（先着順）
■持水着、１．５狩程度でフタ付のペッ
トボトル、濡れてもよい服、タオ
ル、洗濯済みの清潔な運動靴
■申申込開始日獅５月２３日昇
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うどんを作ろう
■時６月２４日松午前９
時～正午
■場文化センター
■内安城産小麦「きぬ
あかり」を使って
うどんを作ります
■対４歳以上（小学４年生以下は保護者
同伴）
■定４０人（定員を超えた場合は抽選）
※抽選の有無に関わらず６月５日捷

頃に通知を発送します。
■￥３００円
■申５月３１日昌までの午前８時３０分～午
後５時１５分（松掌を除く）に、直接か
電話又は「うどんを作ろう」と明記し、
代表者の住所・氏名・電話番号、参
加人数（子ども・大人それぞれ）を郵
送（必着）かファクス・
Ｅメールで農務課（〒
４４６－８５０１住所不要／
胃〈７６〉１１１２／nomu@
city.anjo.lg.jp）
※右上ＱＲコードからも申込み可。
■問グリーンそう古居敬子さん（緯０８０
〈５２９５〉７７８２）、農務課（緯〈７１〉２２３３）

■内開所期間獅１学期終業式翌日～８月
３１日昭午前７時３０分～午後７時（掌

抄を除く） 費用（月額）諮７月獅５２００
円 ８月獅８６００円（いずれも別途お
やつ代が月１０００円必要）
※土曜日は拠点児童クラブでの受入。

■対集団生活ができ、１日４時間以上の
就労等で家庭に保護者・６９歳以下の
同居親族がいない小学１～６年生
■他暫通所期間中は弁当・水筒持参
暫入会の決定には優先順位（低学年・
就労状況等）あり。空き状況は問い
合わせてください。希望のクラブが
定員を超えている場合は定員に余裕
のある他のクラブに入会となります
■申６月１日昭～２０日昇午前８時３０分～
午後５時（松掌を除く）に、申込用紙・
就労証明書等を持って子育て支援課
（あんぱ～く内／緯〈７２〉２３１９）へ
※申込用紙はあんぱ～く・各クラブ
で配布。

夏休み児童クラブ入会受付

６月１日は「人権擁護委員の日」。日
常生活での人権問題について、人権擁
護委員が相談に応じます。
■時６月１日昭午前１０時～正午、午後１
時～３時
※人権相談は上記以外にも実施して
います。詳細は本紙１９ページ参照。
■場市役所相談室
■他人権擁護委員（敬称略）獅杉浦智之
（城ヶ入町）、榊原真由美（東明町）、水
谷重彦（今池町）、岩月浩治（野寺町）、
白谷隆子（城南町）、野村裕子（高棚町）、
柴田早智子（里町）、板本宗一（篠目町）

■問市民課相談室（緯〈７１〉２２２２）

特設人権相談所の開設

福祉への善意・寄付ありが
とうございます
３月分／受付順／敬称略
市社会福祉協議会善意銀行
鹿乗町内会、明治安田生命安城営業所、
ほほえみダンス、桜井公民館利用者、
ひだまりの会、ピアゴ福釜店、碧海信
用金庫東刈谷支店、ふれあいダンス、
アイシン・エィ・ダブリュ労働組合、
安城市職員互助会、ピアゴ東栄店、ア
ピタ安城南店、おはなしポッケ、さわ
やかダンス、中部福祉センター利用者、
ピアゴ ラ フーズコア三河安城店、中
村富士子、日本モウルド工業株式会社、
石川雅人、匿名
市役所関係
安城ライオンズクラブ、三河安城ロー
タリークラブ、あいち中央農業協同組
合、アイシン・エィ・ダブリュ株式会
社、株式会社東祥、安城南ライオンズ
クラブ、林芳弘、大越優子、尾﨑敦男、
新藤秀行、碓井正

住宅・車庫等の家屋を新築・増築す
ると、固定資産税等がかかります。評
価額を決めるために市職員が訪問し、
家屋の内外を調査しますので、ご協力
をお願いします。
※家屋を取り
壊した人は
連絡してく
ださい。固
定資産税等
の対象から
除く必要が
あります。
■問資 産 税 課
（緯〈７１〉２２１
５）

家屋調査にご協力を

各中学校区に設置している地域包括
支援センターは、高齢者とその家族を
介護や福祉、医療等、さまざまな面か
ら支援します。ご相談ください。
■内各センター電話番号獅地域包括支援
センターさとまち（東山中学校区／
緯〈９６〉３５１２）、地域包括支援センター
中部（安城北中学校区／緯〈７１〉００７７）、
地域包括支援センター八千代（篠目
中学校区／緯〈９７〉８０６９）、地域包括支
援センター更生（安城南中学校区／
緯〈７７〉９９４８）、地域包括支援センター
松井（安祥中学校区／緯〈５５〉５３５５）、
地域包括支援センターあんのん館
（安城西中学校区／緯〈７１〉３１７３）、地
域包括支援センターひがしばた（明
祥中学校区／緯〈７３〉８２１０）、地域包括
支援センター小川の里（桜井中学校
区／緯〈７３〉３５３５）

■問高齢福祉課（緯〈７１〉２２６４）

高齢者に関する相談窓口
「地域包括支援センター」

碧海信用金庫本店前会場（御幸本町）
■時５月２７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５月２７日松午前１０時～午後３時
■内地元産野菜・特産品・ハンドクラフ
トグッズの販売、お楽しみ抽選会等
■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、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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不登校等に悩む児童生徒と学習活動
や創作活動・体験活動を共に行い、話
し相手をします。
■内活動日時獅捷～晶午前９時～午後３
時（昭は午前９時～正午）のうちで、
都合のよい日時（１回２～３時間程
度） 活動場所獅市教育センター
選考獅面接
■対４年制大学・短期大学・大学院・専
門学校に在籍している人等
■定１０人
■他事故等に備えて、ボランティア保険
に加入（保険料は市で負担）。児童生
徒の特性や関わり方等の研修に参加
できます
■申５月１６日昇～３１日昌午前９時～午後
５時（松掌を除く）に市教育センター
（緯〈７５〉１０１０）
※電話申込み後、同センターで配布
する登録用紙を提出してください。

■内職種獅相談員（高齢者福祉サービス
等の相談援助） 雇用期間獅７月１
日松～来年２月６日昇（延長の場合
有り） 勤務場所獅安城市地域包括
支援センター中部（中部福祉センタ
ー内） 勤務日時獅捷～晶午前８時
３０分～午後５時１５分（応相談） 賃金
獅時給１４４０円、通勤割増１日２００円
選考獅面接（６月１０日松） 募集人数
獅１人
■対普通自動車運転免許を有しており介
護支援専門員・保健師・看護師・社
会福祉士のいずれかの資格のある人

■申５月１６日昇～６月３日松午前９時～
午後５時（掌捷を除く）に、申込書と
資格証明書の写しを持参で市社会福
祉協議会総務課（〒４４６－００４６赤松町
大北７８－４／緯〈７７〉２９４１）
※申込書は同協議会・同HPで配布。

有料レジ袋の収益金を環境保全活動
をする団体に還元します。
■内助成金額獅１事業あたり上限５０万円
（総額は市レジ袋削減推進協議会の
レジ袋収益金の範囲内） 選考獅書
類審査、プレゼンテーション
■対７月１日松～来年３月３１日松に、地
球温暖化防止やごみの減量、環境教
育等、市内で環境保全活動をする予
定の３人以上の団体
■申５月１６日昇～３１日昌午前９時～午後
５時（松掌を除く）に、応募用紙を持
参か郵送（消印有効）で清掃事業所
（〒４４４－１１５５堀内町西新田２／緯

〈７６〉３０５３）
※応募用紙は同所・市HPで配布。

環境活動助成金の助成団体

今年は「新～新しくなるまち、新し
い出会い～」をテーマとして開催しま
す。協賛金は、主に願いごと短冊等の
願いごと関連事業に充てられます。
■内協賛金獅１口５０００円から
広告料獅以下のとおり
暫公式読本広告：
８万５０００円から

暫名入れうちわ
（１００本）：１万８０００
円から

暫名入れポケット
ティッシュ（１０００個）：２万３０００円
から

暫名入れボールペン（１００本）：２万
円から

暫竹飾り（１本）：４万円から
■他詳細は安城七夕まつりHP参照
■申５月３１日昌までの午前９時～午後５
時に、安城七夕まつり協賛会
※協賛金は随時募集しています。
■問安城七夕まつり協賛会（安城商工会
議所内／緯〈７６〉５１７５）、市商工課（緯

〈７１〉２２３５）

社会福祉協議会臨時職員 安城七夕まつりの協賛

第３次安城市食育推進計画
策定スタッフ
■内活動内容獅年５回程度、原則平日昼
間に開催する作成部会にてアイデア
を集約し計画の素案を作成（報酬は
無し） 任期獅来年３月３１日まで
選考獅書類審査 募集人数獅４人

■対市内在住・在勤・在学か市内で活動
していて、食育に関心がある人

■申５月３１日昌までに、応募用紙を直接
か郵送（必着）・ファクス・Ｅメール
で農務課（〒４４６－８５０１住所不要／
nomu@city.anjo.lg.jp／胃〈７６〉１１１２
／緯〈７１〉２２３３）
※応募用紙は同課・市HPで配布。

■時７月２２日松・２３日掌・２９日松・３０日掌、８月５日松・６日掌・１１日抄・１２
日松・２６日松・２７日掌午後３時～８時

■内音楽やダンス等デンパークのイメージに合う夏らしいもの。大音量の演奏
は不可 演奏時間獅３０分のステージを１回 出演者数獅各日１組程度

■他デンパークの音響機材を利用できますが、高度な操作が必要な場合はオペ
レーターを手配してください。応募者多数の場合、出演をお断りすること
があります。６月３０日晶までに出演の可否を連絡します。出演者一人につ
き２枚のデンパーク招待券を進呈
■申６月１９日捷までに郵送（必着）で、代表者の住所・
氏名・電話（ファクス）番号・Ｅメールアドレス・
参加希望日（複数あればそれも記入）・参加人数と、
演奏内容のわかるCD、DVD等デモテープをデ
ンパークイベント参加者募集係（〒４４６－００４６赤松
町梶１／緯〈９２〉７１１１）
※デモテープは返却しません。なお、過去１年間
に出演実績のある人は、デモテープの提出は不要
です。

■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

適応指導教室
学生ボランティア


