
早期教育相談
■時７月２８日晶午前１０時～午後４時
■場県西三河総合庁舎（岡崎市明大寺本町）
■内子育てで気になることや、障害があ
ると思われる子の就学に関する相談
■対０歳～小学校入学前の子とその保護者
■申６月１６日晶までに電話で学校教育課
（緯〈７１〉２２５４）

■時７月２７日昭・２８日晶午前９時４５分～
午後４時（全２回）

■場刈谷市産業振興センター
■定１０４人（先着順）
■￥４０００円
■申６月１９日捷～２３日晶午前８時３０分～
午後５時に、申込書・写真（縦４尺

×横３尺で３カ月以内に撮影）を持
って、安城消防署（緯〈７５〉２４５８）
※申込書は同署・衣浦東部広域連合
HPで配布。

甲種防火管理新規講習

■時７月２１日晶午前９時～午後４時３０分
■場集合・解散施愛知県立農業大学校
■内①産出額日本一！イチジク畑の秘密
とは？（イチジク畑見学）飼②田んぼ
とカントリーの見学飼③うどんづく
り（昼食）＆産直見学飼④今からが
旬！安城限定生産の“幻のナシ”『甘
ひびき』を試食しよう♡（ナシ畑見学）
■講①施黒柳二三子氏（イチジク生産者）

②施林口浩二氏（JAあいち中央営農
部農畜産課長） ③施愛知県農村生
活アドバイザー協会西三河支部碧海
分会碧南地区の皆さん ④施猪飼孝
志氏（ナシ生産者）

■対県内在住の小学生親子
■定１６組（定員を超えた場合は抽選）
■￥１人７００円
■持エプロン、手ふき用タオル、三角巾、
帽子、水筒、子ども用上履き
■申６月３０日晶（必着）までに往復葉書の
往信に講座名・郵便番号・住所・電
話番号・参加者全員の氏名・生年月
日を記して、県立農業大学校研修部
（〒４４４－０８０２岡崎市美合町字並松１
－２／緯０５６４〈５１〉１０３４）

現地で学ぶあいちの農業

自転車購入費補助金の申請に必要な
講習会です。
■時６月１０日松、７月２２日松午前１０時～
１１時３０分
■場市民会館
■内自転車の安全利用のための講習、補
助金交付対象自転車の試乗
■持筆記用具（当日補助金の申請をする
場合は、必要書類一式・印鑑・通帳）
※書類は都市計画課・市HPで配布。
■他補助金の詳細は本紙４月１日号２５ペ
ージ又は市HPで確認してください
■申各回３日前までの午前８時３０分～午
後５時１５分（松掌抄を除く）に、電話
で同課（緯〈７１〉２２４３）

自転車安全利用講習会
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６月２３日～２９日の男女共同参画週間
に合わせてイベントを開催します。
■時６月２４日松午後１時３０分～４時
■場市民交流センター
■内■講講演テーマ施私らしく、あなたら
しく、自分らしく 講師施日置雅子
氏（愛知県立大学名誉教授）
■定１５０人（当日先着順）
■他託児あり（先着順、１人３００円）。希望
者は６月１３日昇までに市民協働課

■問市民協働課（緯〈７１〉２２１８）

さんかく楽集（がくしゅう）会

パパママ教室 たいけん編
妊娠中の生活や育児について体験を
通して学ぶ教室です。
■時７月１５日松（特に記載のないものは
午前９時２０分～正午）
■場市保健センター
■対妊婦、家族、その支援者
※市外在住者は安城市に住民登録の
ある市内在住者と参加してください。
■申要予約のものは６月２０日昇～７月７
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・ファ
クスで市保健センター（緯〈７６〉１１３３
／胃〈７７〉１１０３）
赤ちゃん体操と交流コーナー（要予約）
■時午前９時２０分・１０時４０分
■内赤ちゃん体操を通じて接し方や触れ
合い方を学び、赤ちゃんのお父さん・
お母さんから、妊娠・出産・育児の
体験談を聞き、交流します（約５０分）

■他高校生が命の大切さを学ぶ機会とし
て参加します
■定各１５組（先着順）
絵本読み聞かせコーナー
■時午前９時４０分・１０時１５分・１１時・１１
時３５分

■内赤ちゃんは絵本が大好きです。お父
さん、お母さんの温かい声で絵本を
読んであげましょう。読み聞かせの
実演、赤ちゃん向け絵本の紹介をし
ます（約２０分）
■定各１０組（先着順）
抱っこ体験コーナー
■内赤ちゃん人形を使って、抱っこの体
験（約１０分）
妊婦疑似体験コーナー
■内夫や家族が妊婦体験ジャケットを着
用し日常生活の動作を体験（約１０分）
赤ちゃんのおもちゃづくりコーナー
■内身近な材料を使い、赤ちゃんが喜ぶ
おもちゃ作りを体験（約１５分）
展示コーナー
■内栄養バランスのとれた食事、歯の豆
知識、知っておくとあわてない家族
風呂デビューのポイント等の展示や
DVD上映（事故予防、お母さんと赤
ちゃんの絆を深める内容）

①～⑤共通事項
■申６月３日松～各講座開催３日前の午
前９時～午後９時（昌を除く。開催
３日前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夏の手作りおやつ（ところてん）
■時６月１７日松午前１０時～１１時３０分
■講杉浦ひろ子氏（環境アドバイザー）
■対４歳以上の子と保護者
■定１０人（先着順）
■￥１人２００円
■持エプロン、三角巾、マスク、ふきん
②ヘイケホタル観賞会
■時６月１７日松午後７時～８時（小雨決行）
■講近藤音吉氏（小川のホタルを育てる
会代表）

■対４歳以上（小学生以下は保護者同伴）
■定２０人（先着順）
■持懐中電灯
③廃油石けんづくり
■時６月１８日掌午前１０時～正午
■講古居敬子氏（環境アドバイザー）
■対１８歳以上
■定５人（先着順）
■持ゴム手袋、長そで、長ズボン
④メダカの生態を知ろう
■時６月２４日松午後１時３０分～３時
■内メダカの生態について学ぼう
■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
⑤紙すきで暑中見舞ハガキをつくろう
■時６月２５日掌午前１０時～１１時３０分
■講香村直郷氏
■対４歳以上（小学１年生以下は保護者同伴）
■定１０人（先着順）
■￥１人１００円
■持タオル

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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おうちでおいしく煎れる
煎茶講座
■時６月２１日昌午後１時３０分～３時
■場安祥閣
■内自宅でおいしくお茶を煎れる方法を
認定講師が指導
■講稲垣啓氏（鋤日本茶業中央会認定日
本茶インストラクター)
■定１０人（先着順）
■￥１０００円（和菓子代等含む）
■申６月９日晶～１６日晶午前１０時～午後
４時（捷を除く）に、直接か電話で氏
名・住所・電話番号・参加人数を安
祥閣（緯〈７４〉３３３３）

市内３０の消防分団が消火技術を競い
合います。
■時６月４日掌午前７時３０分～午後０時
３０分
■場安城消防署
■他駐車場は市役所西駐車場が利用でき
ます
■問危機管理課（緯〈７１〉２２２０）

第４２回安城市消防団消防操
法競練会

英会話を初歩から学びませんか？
■時６月２１日昌～１１月８日昌の毎週昌

（全２０回。８月１６日を除く） ①旅行
編獅午後６時３０分～７時３０分 ②ビ
ジネス編獅午後７時４５分～８時４５分

■場申込場所・会場獅市民会館視聴覚室
■対市内在住・在勤の人（学生は不可）
■定各３０人（定員を超えた場合は下記申
込日当日に抽選）
■￥９０００円（市国際交流協会個人会員は
６０００円）
■他講座では日本語を使いません。初め
ての人を優先するため、昨年度同一
講座を受講した人はお断りする場合
があります
※定員に達しない場合は６月８日昭

以降市国際交流協会で受付（先着順）。
■申６月７日昌に①の希望者は午後６時
３０分まで、②の希望者は午後７時４５分
までに受講料を持って上記申込場所
■問市国際交流協会（緯〈７１〉２２６０）

外国人講師による英会話講座

■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

粗大ごみの中から、再利用可能な家
具等を補修・再生し、入札販売します。
■時６月１１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

下記期間、地域でラジオ体操をする
グループを募集します。
■時対象期間獅７月２１日晶～８月３１日昭

午前６時３０分からの１０分間程度
■他チャレンジ宣言をしたグループに、
ラジオ体操カードを配布し、会場を
市HPに掲載します
※７月９日掌にラジオ体操の実技講
習会を開催。詳細は市HPを確認す
るかスポーツ課へ問い合わせてくだ
さい。

■申６月３０日晶午後５時までに、チャレ
ンジ宣言書を直接かファクス・郵送・
Ｅメールでスポーツ課（野球場Ａ球
場本部席／緯〈７５〉３５３５／胃〈７７〉９２９３）
※チャレンジ宣言書は市HPで配布。

おはよう！ふれあいラジオ
体操会

①～③共通事項
■￥施設利用料
■持水着、水泳帽子、ゴーグル
■申６月８日昭から開催日前日までの午
前９時～午後８時（捷を除く）に、直
接か電話でスポーツセンター（緯〈７５〉
３５４５）
①親子水泳教室
■時７月１日松・８日松・１５日松午前１０
時～１１時（全３回）

■内親子で楽しく水慣れから始めます
■対４歳～６歳の子と保護者（子ども１
人につき保護者１人）

■定１５組（先着順）
②シニア水泳教室体験会
■時７月７日晶・１４日晶午後１時～２時
（全２回。１回のみの参加も可）
■対７０歳以上の水泳初心者
■定１０人（先着順）
③夏のタイム測定会
■時７月９日掌午後１時～３時
■内自動計測装置でタイムを測定
■対２５ｍ以上泳ぐことができる人
※小学３年生以下は保護者同伴。保
護者１人につき２人まで参加可。
■定５０人（先着順）
■他２５ｍ・５０ｍ・１００ｍのうち、２種目
まで申込可

スポーツセンターの催し

■時■場６月９日晶～７月３日捷 教育セ
ンター獅午前９時～午後８時（松掌

を除く） 図書情報館（アンフォーレ
内）獅午前９時～午後８時（昇、６月
２３日晶を除く。松掌は午後６時まで）
■問教育センター（緯〈７５〉１０１０）

教科書展示会

■問堀内公園（緯〈９９〉５９４７）
あじさいまつり
■時６月１０日松・１１日掌午前１０時～午後３時
■内輪投げ等の模擬店を開催
※景品が無くなり次第終了します。

■￥各１００円
クイズラリー DEGET!
■時６月１７日松・１８日掌午前１０時～午後
３時

■内４つの有料遊具のクイズに答えて景
品をGETしよう！

■対３歳～小学生（小学生未満は１８歳以
上の保護者同伴）

■定各２００人（当日先着順）
■￥各有料遊具利用料
水の舞台を松掌抄のみ開放
■時６月１７日松～７月１７日抄の間の松掌

抄午前１０時～午後４時
※７月１９日昌以降は平日も開放。
※天候・気温等により中止の場合有。

■対おむつが外れた子～小学生
※未就学児は１８歳以上の保護者同伴。
水遊び用おむつの上に水着着用の子
は利用できます。
ノルディックウォーキング＆棒ビクス
体験会
■時７月８日松・２４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、運動しやすく体温調節ので
きる服装、ウォーキングに適した靴
■申６月７日昌～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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■時７月１５日松・１６日掌午前９時１０分～
午後４時３０分（全２回。１６日は午後
３時４０分まで）

■場県立高浜高等技術専門校
■対第一種及び第二種電気工事士の資格
取得をめざす人
■定２０人（定員を超えた場合は抽選）
■￥２３００円
■持材料、工具、テキスト
■申６月１２日捷～３０日晶に、はがき（必
着）に講座名・郵便番号・住所・氏
名・生年月日・電話番号・勤務先名・
勤務先電話番号を記入し、県立高浜
高等技術専門校（〒４４４－１３２４高浜市
碧海町４－１－６／緯〈５３〉００３１）
※Ｅメールによる申込も可。詳しく
は同校HPで確認。
■問商工課（緯〈７１〉２２３５）

電気工事士技能講座

■時７月４日昇・５日昌・７日晶・１１日
昇午前６時～７時３０分
■場総合運動公園野球場
■対市内の商店・企業・クラブ単位で編
成された軟式野球チーム
■￥１チーム１０００円
■他６月１７日松午後７時から野球場Ａ球
場本部席で開催する監督会議及び組
合せ抽選会に、所定の参加申込書と
参加費を持って出席してください
※参加申込書は市HPで配布。

■申６月１６日晶までの午前９時～午後５
時（捷を除く）に、電話でスポーツ課
（緯〈７５〉３５３５）

第４５回安城市早朝野球大会

デンパークの催し
■問デンパーク（緯〈９２〉７１１１）
ホタルまつり
■時６月１０日松・１１日掌・１７日松・１８日掌

■内開園時間を午後９時３０分まで延長。
ホタルの見頃は午後８時頃から
※入園は午後８時３０分まで。
デンパーク２０周年記念特別展示ガイド
専門スタッフが特別展示「ギボウシ

（ホスタ）」の魅力や展示デザイン・栽
培等について解説します。展示期間中
は苗の特別販売も合わせて行います。
■時６月１０日松・１１日掌午前１０時３０分～１１時

デンパーククラブハウスの
講座

⑦がま口教室
■時７月５日昌午前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）
■￥２８００円（材料費込）
■申申込期限施６月２８日昌

⑧ソープカービング講座
■時７月１３日昭午前１０時～正午
■講今庄規子氏（タイカービングgulaap）
■定１０人（先着順）
■￥３０００円（材料費込）
■申申込期限施７月６日昭

①～⑧共通事項
■他入園料別途。都合により変更する場
合あり、詳細は問い合わせてください
■申６月５日捷～各申込期限の午前９時
３０分～午後５時に、直接か電話でデ
ンパーククラブハウス（緯〈９２〉７１１２）

①ステンドグラス教室
■時７月７日晶午前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（材料費込）
■申申込期限施６月３０日晶

②写真講座「ふわふわテーブルフォト」
■時７月１２日昌・２６日昌午前１０時～正午
（全２回）
■講岡本由樹子氏
■定１５人（先着順）
■￥２３００円（２回目はコーヒー付）
■申申込期限施７月５日昌

③フォトマスターEXによる写真講座
■時７月１４日晶・２８日晶午前１０時～正午
（全２回）
■講鶴田郁夫氏（フォトマスターEX）
■定２０人（先着順）
■￥２３００円
■申申込期限施７月７日晶

④JB'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ダンス講座。
■時７月１３日昭・２７日昭、８月１０日昭・
２４日昭、９月１４日昭・２８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
■申申込期限施７月６日昭

⑤世界のチーズ講座
■時７月１３日昭、８月１０日昭、９月１４日
昭午前１０時３０分～正午（全３回）
■講加藤純子氏
■定２０人（先着順）
■￥６０００円（各回別途材料費１０００～１５００円）
■申申込期限施７月３日捷

⑥寄せ植え講座「観葉植物 室内のトロ
ピカルガーデン」
■時７月１４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
■申申込期限施６月３０日晶

盆踊り講習会
■時６月１７日松・２４日松、７月１日松午
後７時３０分～９時
■場安城北中学校
■持体育館シューズ
■他乗り合わせか自転車でお越しください
■問青少年の家（緯〈７６〉３４３２）

南吉の体験やその時代を、音楽の演
奏を交えてお伝えします。
■時７月１５日松・３０日掌、８月２０日掌午
後１時３０分～３時（全３回）

■場アンフォーレ
■内第１回施「新美南吉と歌」 第２回施

「南吉が聴いたラジオの音楽」 第３
回施「南吉の日記にみる戦争と音楽」
※第１回はコンサート形式（申込不要）
■講加藤希央氏（ピアニスト）、鳥居玲子
氏（ソプラノ・第１回のみ）
■定５０人（先着順）
■申６月７日昌～２３日晶の午前９時～午
後５時に電話で図書情報館（アンフォ
ーレ内／緯〈７６〉６１１１）

講座「新美南吉と音楽」

救命講習会
①～③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６月５日捷午前９時から電話で申込先
■問衣浦東部広域連合消防課（緯〈６３〉０１３５）
①普通救命講習Ⅲ
■時６月１７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）
②普通救命講習Ⅰ
■時６月１８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■申高浜消防署救急係（緯〈５２〉１１９０）
③普及員講習再教育
■時６月２５日掌午前９時～正午
■内応急手当普及員有資格者が前回受講日
から３年以内に再受講するための講習
■場■申刈谷消防署救急係（緯〈２３〉１２９９）

■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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■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（緯〈９２〉７３５１）
梅雨の季節を快適に過ごすための健康
お灸
■時６月２９日昭午前１０時３０分～正午
■内お灸の安全な使い方、むくみや自律
神経のバランスを整えるツボ等、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）
■申申込開始日獅６月６日昇

目指せ美ボディ！骨盤エクササイズ～
初級編～
■時６月３０日晶午前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をします

■講岩瀬裕子氏
■対１８歳以上の女性
■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）・ヨガマット又はバ
スタオル
■申申込開始日獅６月７日昌

マーメイドパレスの講座

■時６月３０日晶、７月７日晶・１４日晶・
２１日晶、８月２５日晶午前１０時～１１時
３０分（全５回）
■場市保健センター
■内脂肪を燃やし、体を引き締め、美し
い姿勢やスタイルを維持するエクサ
サイズ等

■講山内雅子氏（フィットネスインスト
ラクター）

■対市内在住の２０～４０歳代で運動習慣が
ない女性
■定２０人（先着順）
■申６月５日捷～２１日昌午前８時３０分～
午後５時１５分に、直接か電話で市保
健センター（緯〈７６〉１１３３）

ボディメイクプログラム

■問マーメイドパレス（緯〈９２〉７３５１）
チビッコ抽選会
■時６月１７日松午前１０時から
■内■対当日プールを利用した小学生以下
に抽選でお菓子の詰め合わせを進呈

■定５０人（当日先着順）
■￥施設利用料
父の日プレゼント
■時６月１８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歳以上の男性に粗品を進呈

■定１００人（当日先着順）
■￥施設利用料
マーメイドパレス休館のお知らせ
■時６月１９日捷～２３日晶

■内施設点検・換水清掃を行うため、プ
ール・トレーニングルームを休館

屋外流水プール開放
■時６月２４日松～９月１８日抄

※夏休み期間以外は、松掌抄のみ。
※屋外開放は午後６時まで。

■他悪天候等で臨時に閉鎖する場合あり

マーメイドパレスの催し・
お知らせ

子育て支援センター講習会
第１回パパ講座
■時７月２９日松午前１０時～１１時３０分
■内パパと元気体操
■講高橋千恵子氏（健康運動指導士 スタ
ジオDo代表）
■対乳幼児と父親
■定３０組（先着順）
■場■申６月２２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）

１９９４年にシングル「ひまわり」が２０万
枚の大ヒットを記録した山田晃士氏が
率いる「山田晃士＆流浪の朝

あさ

謡」による、
うたい

ジャズやシャンソン、ロック等を融合
した劇場風ライブです。
■時６月１７日松午後６時（開場は３０分前）
■内演題獅山田晃士＆流浪の朝謡／激情
スウィング２０１７『ゆるぎない揺らぎ』
出演獅山田晃士＆流浪の朝謡（山田
晃士、渡辺隆雄、福島久雄、ロジャ
ー高橋、早川岳晴、田ノ岡三郎）
オープニング獅THET-RAG（羽鳥
祐一、畑原直俊、野村智文、杉崎利幸）
■定１５９人
※未就学児の入場はご遠慮ください。
■他６月３日松午前９時から昭林公民館
で整理券を配布

■場■問昭林公民館（緯〈７７〉６６８８）

昭林コンサート

①～③共通事項
■時開催時間施各開催日の午前１０時～１１
時３０分（受付は午前９時３０分から）
■対市内在住・在勤の人
■定各８０人（先着順）
■他未就学児の無料託児（先着１０人）及び
手話通訳・要約筆記あり。希望者は
各開催日の２週間前までに市保健セ
ンターへ連絡してください

■場■問市保健センター（緯〈７６〉１１３３）
①笑う門には福来る ～誰でも理由な
く笑える健康法～
■時６月１９日捷

■講前田弘美氏（ラフターヨガインスト
ラクター）

②夏バテ予防！バランスよく選ぶ！作
る！食べる！
■時７月４日昇

■講池夏希氏（藤田保健衛生大学管理栄
養士）
※講座後、食品サンプルを使い栄養
バランスチェックができます（先着
２０人）。
③健康できれいな姿勢のために
■時７月２８日晶

■講清水隆幸氏（安城地域リハビリネッ
トワーク理学療法士）
※講座後、骨強度の測定ができます
（先着２０人）。

市民健康講座

■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・②共通事項
■場■申６月９日晶までに講座名・郵便番
号・住所・電話番号・参加者全員の
氏名・年齢・人数（１通で２人まで
応募可）をはがき（必着）かファクス
で、市民ギャラリー（胃〈７７〉４４９１／
〒４４６－００２６安城町城堀３０／緯〈７７〉
６８５３）
①ろうけつ染め体験
■時６月１８日掌・２５日掌午後１時３０分～
３時３０分（全２回）
■内オリジナルＴシャ
ツ作成
■講平松弘子氏（染色
作家）
■対１５歳以上（中学生を除く）
■定１５人（定員を超えた場合は抽選）
■￥２０００円（Ｔシャツ代含む）
②日本画で花を描く
■時６月２４日松午前１０時～正午
■講香村愛子氏（日本画家）
■対１５歳以上（中学生を除く）
■定１０人（定員を超えた場合は抽選）
■￥１０００円

市民ギャラリーの講座



賀広報あんじょう 2017.6.1

農用地利用集積計画の縦覧
■時６月１５日昭～３０日晶午前８時３０分～
午後５時１５分（松掌を除く）

■内６月１５日に公告する農地の「貸し手」
と「借り手」の賃貸借の申出をとりま
とめたもの
■場■問農務課（緯〈７１〉２２３４）

若い女性が狙われています
アダルトビデオへの出演強要やJKビ
ジネス等の営業により、若い女性が性
的な被害に遭う等深刻な状況です。
以下の点に注意し、事件に遭いそう
になったら下記まで相談してください。
暫「モデルになりませんか？」とスカウ
トが近寄ってくる

暫タレント契約をしたらアダルトビデ
オ出演だった。断ると違約金を請求
すると言われた

暫若い女性に身体を接触するサービス
をさせる

暫若い女性に胸を強調する姿勢で撮影
をさせる
■問安城警察署生活安全課（緯〈７６〉０１１０）、
警察相談専用窓口＃９１１０、市市民安
全課（緯〈７１〉２２１９）

衣浦東部広域連合消防局では３月１５
日に指令システムの更新を行いました。
平成１５年の消防局設立以来初の全面更
新となります。
新指令システムでは、大規模災害に
備え機能が強化されました。４画面フ
ルタッチパネルディスプレイで構成さ
れており、１１９番通報の受付をはじめ、
指令管制業務全般をキーボード入力や
マウス操作を必要とせずに、迅速・確
実に行うことができます。
また、新しく導入された機能として
現場映像情報伝達装置があります。ス
マートデバイスや車載カメラで撮影し
た災害現場の映像や音声を通信指令室
に送信し、災害状況を共有しながら迅
速な災害対策指揮を図ることができま
す。
■問衣浦東部広域連合消防課（緯〈６３〉０１３５）

衣浦東部広域連合消防局指
令システム更新

市民交流センターの下半期
分の利用予約受付を開始
■時利用期間獅１０月１日～平成３０年３月
３１日のうち上半期とあわせて３日まで
■対多目的ホールを１００人以上で使用す
る講演等の団体利用

■他来年度上半期利用受付は１１月を予定
■申６月１日昭～１５日昭（捷を除く）に、
予約申込書を持って直接同センター
（緯〈７１〉０６０１）
※希望が重複した際は調整します。
※申込書は同センターで配布。

献血にご協力ください！
■時６月４日掌午前１０時～午後４時
■場アピタ安城南店（桜井町）
■問市保健センター（緯〈７６〉１１３３）

県介護支援専門員実務研修
受講試験
■時試験日獅１０月８日掌 願書配布期間
獅６月６日昇～７月１２日昌

■申６月１３日昇～７月１２日昌に、願書を
郵送（消印有効）で県社会福祉協議会
（〒４６１－００１１名古屋市東区白壁１－５０）
※願書は県社会福祉協議会・県高齢
福祉課・市高齢福祉課・市社会福祉
協議会等で配布。
■問県社会福祉協議会（６月１２日捷まで

緯０５２〈２１２〉５５１６、１３日昇より緯０５２〈２
１２〉５５３０）、市高齢福祉課（緯〈７１〉２２９０）

弾道ミサイルは発射から極めて短時
間で着弾します。ミサイルが日本に落
下する可能性がある場合は、Ｊアラー
トを活用して安城市防災ラジオ等でメ
ッセージを流すほか、緊急速報メール
等により緊急情報をお知らせします。
メッセージが流れたら、落ち着いて
以下のように行動してください。
■内ミサイルが落下する可能性がある場
合諮屋外にいる場合施できる限り頑
丈な建物や地下に避難する 建物が
無い場合施物陰に身を隠すか、地面
に伏せて頭部を守る 屋内にいる場
合施窓から離れるか、窓のない部屋
に移動する 近くにミサイルが落下
した場合諮屋外にいる場合施口と鼻
をハンカチで覆って現場から直ちに
離れ、密閉性の高い部屋または風上
へ避難する 屋内にいる場合施換気
扇を止めて窓を閉め、目張りをして
室内を密閉する

■他詳細は市HP又は右記
より国民保護ポータル
サイトをご覧ください
■問危機管理課（緯〈７１〉２２２０）

弾道ミサイル落下時の行動
について

ふれあい補償制度が利用で
きます
■対対象活動施団体の公益的な活動、防
災訓練・運動会等の町内会活動、子
ども会等の青少年健全育成活動、社
会福祉・環境美化等のボランティア
活動、市主催の行事・公民館講座等
※上記以外の自主的な活動は対象外。
■内賠償責任保険施主催者や指導者が法
律上の賠償責任を問われた場合、事
故１件につき最高５億円（免責１件
につき１０００円） 傷害保険施指導者
や参加者が傷害（※脳・心臓病疾患
等を除く。熱中症は対象）を受けた
場合、死亡３００万円、入院１日２０００
円、通院１日１０００円

■問市民協働課（緯〈７１〉２２１８）

安城市市民協働推進基金へ
の寄附をお願いします
市では｢市民協働推進基金｣へ寄附金
を募っています。いただいた寄附金は、
市民協働のまちづくりや地域が抱える
諸課題の解決につながるような事業を
対象とした｢安城市市民活動補助金｣に
活用しています。
ぜひ、ご寄附をお願いします。

■申敢市民協働課の窓口 柑市民協働課
及び市民交流センター設置の募金箱
桓納付書による振込 棺現金書留
※柑以外の方法は市HPにて配布の「安
城市市民協働推進基金寄附金申込書」
に記入が必要となります。
■問市民協働課（緯〈７１〉２２１８）

■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。

■内県内の消費生活相談窓口において消
費生活相談を担うことのできる人材
を養成するため、「消費生活相談員試
験」の合格を目指す研修を開講します。
■他詳細は県HP又は市商工課で配布す
る募集案内をご覧ください
■問県県民生活課（緯０５２〈９５４〉６１６５）、市
商工課（緯〈７１〉２２３５）

消費生活相談員養成研修開講

情
報
ボ
ッ
ク
ス
は
左
側
か
ら
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読
み
く
だ
さ
い
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◆◆◆衣浦東部広域連合からのお知らせ◆◆◆

■６月４日～１０日は危険物安全週間
危険物は正しく保管し、安全に扱
えば大変便利なものですが、その取
扱いを誤れば火災を引き起こす危険
性があります。危険物の保管場所・
貯蔵容器・取扱いを再確認して、事
故のないよう注意しましょう。
推進標語獅あなたなら 無事故の着
地 決められる！
危険物保管上の注意
暫直射日光を避け、高温になる場所、
火気を使う場所に置かない

暫必要以上の量を保有しない
暫容器に入れた危険物が地震で転倒、
落下しないように事前に対策する

暫ガソリン等の危険物は火気の近く
では取り扱わない

暫ガソリンを入れる容器は専用の携
行缶を使用して灯油用ポリ容器に
は入れない
■問予防課（緯〈６３〉０１３７）

所有財産
（土地） ２８５．９８㎡
（建物） ２０，２０４．４１㎡

額単位：千円／比率単位：％■歳出
執行率構成比支出済額予算現額科目
７６．３０．０１，７８３２，３３６議会費
７７．８３．７１６９，２３０２１７，６５５総務費
７６．１９６．１４，６３７，２７９６，０９６，８８２消防費
９５．００．２９，５７５１０，０７６公債費
０．００．００２０，０００予備費
７５．９１００．０４，８１７，８６７６，３４６，９４９計

■財政状況の公表（平成２９年５月公表分）
３月３１日現在の平成２８年度予算執行状況をお知らせします。

■問総務課（緯〈６３〉０１３３）
平成２８年度一般会計予算執行状況

額単位：千円／比率単位：％■歳入
収入率構成比収入済額予算現額科目
１００．０８３．５５，２７４，６４３５，２７４，６４３分担金及び負担金
１１７．８０．３１７，５１８１４，８６７使用料及び手数料
０．００．００３３，７７２国庫支出金
８２３．８０．０３４６４２県支出金
１００．５０．１３，３６９３，３５２財産収入
０．００．００１寄附金
１００．０３．２２０４，７３８２０４，７３８繰越金
９７．２０．２１５，８６９１６，３３４諸収入
１００．０１２．７７９９，２００７９９，２００連合債
９９．５１００．０６，３１５，６８３６，３４６，９４９計

広域連合債現在高（消防債）
額単位：千円／比率単位：％

構成比現在高区分
９５．７７９９，２００広域連合
０．００碧南市分

市
別

２．３１８，８８０刈谷市分
１．６１３，２５２安城市分
０．００知立市分
０．４３，８１４高浜市分
１００．０８３５，１４６計

作手高原（新城市）・茶臼山高原（長野
県根羽村）野外センターの利用受付を
開始します。
■内利用可能日獅下表のとおり

■￥昼間利用（午前１０時～午後４時３０分）
獅大人（高校生以上）１００円、小人（小・
中学生）５０円 １泊利用（午前１０時～
翌日午前９時３０分）獅大人２００円、小
人１００円
■申６月１０日松～利用日の１週間前の午
前９時～午後５時（捷を除く）に、申
請書・参加者名簿・利用料を持って
スポーツ課（野球場Ａ球場本部席／
緯〈７５〉３５３５）
※申請書は同課・市HPで配布。

茶臼山高原作手高原月
１７日松・１８日掌・
２４日松・２５日掌

２４日松～２６日捷６

１日松～３１日捷

１日松～３日捷・
８日松～１０日捷・
１５日松～２４日捷・
２９日松～３１日捷

７

１日昇～３１日昭
５日松～２１日捷・
２６日松～３１日昭

８

１日晶～３０日松

１日晶～４日捷・
９日松～１１日捷・
１６日松～１８日抄・
２３日抄・２４日掌・
３０日松

９

市野外センターの一般開放
利用を受付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、また、飼いバト
等は放さないよう注意してください。
■時６月１７日松午前１０時～正午（予備日
６月２４日松）、７月１５日松午前８時～
１０時（予備日７月２２日松）
■場市内の市街化調整区域の農地
■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

市では、高齢者が健康で生きがいを
持ち、介護が必要となっても住み慣れ
た地域で安心して暮らせる社会の実現
のため、あんジョイプラン（安城市高
齢者福祉計画・安城市介護保険事業計
画）を策定しています。同計画を見直
すため、保健福祉サービスの利用状況、
在宅生活の継続状況や高齢期の準備等
についての調査を昨年１１月から今年１
月にかけて実施しました。
■内調査概要諮対象施一般高齢者、要支
援・要介護認定者、第２号被保険者
調査人数施８２９７人 調査方法施郵送
配布・回収

■他詳細については高齢福祉課・市HPで
閲覧できます

■問高齢福祉課（緯〈７１〉２２９０）

高齢者等実態調査の結果が
まとまりました

暴走族は、強い犯罪集団的性格を持
ち、そのほとんどが未成年という実態
から、将来を支える青少年の健全育成
の面からも大きな社会問題となってい
ます。市民と事業者の皆さんが一体と
なって地域ぐるみで暴走族のいないま
ちづくりを推進し、安全・平穏な生活
を守り、青少年の健全育成に努めま
しょう。
■時強調月間獅６月１日～３０日
■内スローガン獅暴走を「しない」「させ
ない」「見に行かない」～暴走族なく
して住みよい まちづくり～
■問青少年愛護センター（青少年の家内
／緯〈７６〉３４３２）

６月は暴走族追放強調月間
県民運動

■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



（ ）内は前月比

〈平成29年5月1日現在〉
総 人 口
男 性
女 性

世 帯 数

187,326人（＋134）
96,205人（＋119）
91,121人（＋ 15）

73,875世帯（＋184）

火 災
救 急

（年間累計／前年対比）

刑 法 犯
交通事故
負 傷 者
死 者

100件（418件／－53）
65件（310件／＋ 4）
73人（369人／＋ 3）
0人（ 0人／＋ 1）

人口・世帯

4月の火災・救急

4月の犯罪・事故

4件（うち建物 4件）
619件（うち急病414件）
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赤ちゃん訪問業務（乳児家庭全戸訪
問）に従事する臨時看護師を募集します。
■内採用日獅７月１日 勤務日時獅捷～
晶午前９時～午後５時で週４日程度
賃金獅時給１４４０円、通勤割増１日
２００円 選考獅面接（６月２２日昭）
■対看護師資格及び普通自動車運転免許
を持っている人
■定１人
■他健康保険・厚生年金・雇用保険対象
■申６月５日捷～６月１６日晶午前８時３０
分～午後５時１５分（松掌を除く）に、
顔写真付履歴書と看護師免許証を持
って市保健センター（緯〈７６〉１１３３）

赤ちゃん訪問員

予防接種通知を送付するための広告
掲載された封筒を作成し、提供する事
業者（広告代理店を含む）を募集します。
■申６月５日捷～３０日晶午前８時３０分～
午後５時１５分（松掌を除く）に、申込
書・会社概要（パンフレット等）・封
筒の見本又は案を持参か郵送（必着）
で市保健センター（〒４４６－００４５横山
町下毛賀知１０６－１／緯〈７６〉１１３３）
※申込書は市保健センターで配布。

予防接種通知用の封筒提供
事業者

■内期間獅８月１６日～１１月１４日の間の平
日午前１０時～午後４時 内容獅ビジ
ネスコミュニケーション、HTMLと
CSSの記述、画像編集等のスキルを習
得し、在宅でのWebサイト作成を学ぶ
■対移動が困難な身体障害者で自宅にイ
ンターネットの設備があり、メール
通信及びオフィスソフト等の基礎的
操作ができる人
■定５人（面接で選考）
■￥受講料無料（別途設備費２０００円程度）
■申７月１２日昌までにハローワーク刈谷
で手続きをしてください（受講には
求職登録が必要）

■問ハローワーク刈谷（緯〈２１〉５００１）、愛
知障害者職業能力開発校（緯０５３３〈９３〉
２５０５）

愛知県障害者委託訓練生

デンパークのスタッフ
植栽スタッフ
■内職務内容獅植物管理等 勤務日時獅

午後１時～５時（松掌抄勤務あり）
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

■定３人
■他面接時に写真付きの履歴書を持参。
高校生不可
■申６月１２日捷までの午前９時３０分～午
後５時（休園日を除く）に、電話でデ
ンパーク管理事務所（緯〈９２〉７１１１）
※期限までに申込がない場合は、期
限後も受け付けます。

６月１日昭から市HPに掲載します
のでご利用ください。
■内対象駐車場は下記の通り
暫安城駅西駐車場（東棟）
暫安城駅西駐車場（屋外）
暫安城駅東駐車場
暫御幸本町駐車場
暫安城市役所立体駐車場
暫アンフォーレ駐車場
■他右記QRコードからも
確認できます
■問維持管理課（緯〈７１〉２２
３７）

JR安城駅周辺駐車場の空き
情報がHPで確認できます

養育状況の確認のため、対象者へ６
月１日付で現況届を発送します。６月
３０日晶までに提出してください。なお、
提出がない場合は支給を見送ります。
現況届受付後は所得判定をし、受給
者の変更をお願いする場合があります。
■他提出方法獅陰郵送（必着） 隠子育て
支援課へ持参 韻明祥支所、桜井支
所及び北部支所へ持参（記入済現況
届の受領のみ）
■問子育て支援課（緯〈７１〉２２２７）

児童手当現況届の提出

市防犯カメラの設置及び運用に関す
る条例第９条に基づき、平成２８年度の
防犯カメラ設置届出状況等を報告しま
す。
■内市の届出数獅１１件 市の公の施設を
管理する指定管理者の届出数獅５件
町内会等の届出数獅１４件 商店街振
興組合の届出数獅なし

■他防犯カメラの設置もしくは運用、又
は画像データの取り扱いに関する苦
情の対応への不服申出、違反等に対
する是正等の勧告はありませんでし
た
■問市民安全課（緯〈７１〉２２１９）

防犯カメラ設置届出状況の
公表

■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。

安城市都市計画マスタープランの見
直しを行うため、臨時委員の一部を公
募します。
■内任期獅８月２３日～平成３１年３月３１日
選考獅書類審査、面接（７月１８日昇）
職務内容獅安城市都市計画マスタープ
ランの見直しに関する事項の調査審議
会議回数獅平日の昼間に年２・３回
程度 報酬獅会議１回につき７５００円

■定１人程度
■対２０歳以上の市内在住者
■申６月１２日捷～２６日捷午前８時３０分～
午後５時１５分に、応募用紙（都市計画
課・市HPで配布）と４００字程度の論文
（テーマ：人口減少社会に対する、安
城市がこれから進めるべきまちづく
りとは）を持参か郵送（必着）・ファク
ス・Eメールで同課（〒４４６－８５０１住
所記載不要／胃〈７６〉００６６／toshikei
@city.anjo.lg.jp／緯〈７１〉２２４３）

都市計画審議会臨時委員
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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.

■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


