
■図書館友の会みんなの広場
折り紙やぬりえ、マジックショー
等があります。
■時６月２５日掌午前１０時～正午

■手づくりかみしばい教室
世界でたったひとつ、自分だけの
かみしばいを作ってみませんか。
■時７月２２日松～２４日捷午前１０時～正
午（全３回）

■対小学生以下
■定２０人（先着順）
■申６月２２日昭からの午前９時～午後
８時（松掌抄は午後６時まで）に直
接か電話で図書情報館へ

アンフォーレ課（緯〈７６〉６１１１）

お知らせ

■問堀内公園（緯〈９９〉５９４７）
回数券の販売
■時７月１日松～３１日捷午前９時～午後
４時３０分（休園日を除く）
※夏休み期間中の金・土・日曜日は
午後５時３０分まで。

■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

作ってみよう！「七夕飾り」
■時７月１日松・２日掌午前１０時から
（材料が無くなり次第終了）
■定各５０人（当日先着順）
ふわふわフェスタ
■時■内７月８日松・９日掌

①きーぼーふわふわ獅午前９時～午
後４時 ②きーぼーと写真撮影会獅

午前１１時、午後１時 韻じゃんけん
大会獅午後２時・３時

■対小学生以下。ただし①は遊具を有料
で２つ以上利用した人
■定①４００人 ②各２０人 韻各５０人
※いずれも当日先着順。

堀内公園へ行こう

昭林JAZZコンサート
岡崎市出身の人気ジャズシンガー今
岡友美氏とプロピアニスト片桐一篤氏

かず ま

によるジャズコン
サート。
■時７月１５日松午後
６時３０分（開場
は午後６時）
■定１５９人
※整理券を７月
１日松午前９時
から同館で配布。
未就学児の入場
は不可。

■場■問昭林公民館（緯〈７７〉６６８８）
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７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・２８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７月８日松午後６時～７時２０分
■場丈山苑
■内出演獅柳家小八

こ はち

■定１３０人（先着順）
■￥１０００円（中学生以下
９００円）
※入苑料、呈茶料
（３００円）含む。
■申電話で丈山苑（緯〈９２〉７７８０）へ

丈山苑落語会

調理実習を通して、料理の楽しさや
バランスの良い食事、生活習慣病予防
について学びます。
■時７月３０日掌、８月２７日掌 いずれも
午前１０時～午後１時３０分
■場文化センター
■内献立獅野菜たっぷり彩りそうめん、
デザート

■講市健康づくり食生活改善協議会会員
■対市内在住の小学生とその父又は祖父
■定各１０組（定員を超えた場合は抽選）
■￥１人３００円
■持エプロン・三角巾・タオル・子ども
用上履き・飲み物（水分補給用）
■他抽選の有無にかかわらず、参加の可
否を７月７日晶までに通知します
■申６月１５日昭～２７日昇午前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）へ

お父さんと子どもの
わくわく料理教室

碧海信用金庫本店前会場（御幸本町）
■時６月２４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６月２４日松午前１０時～午後３時
■内子どもの遊び場（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の販売、
商店街アイドル「看板娘。」ステージ、
きーぼーお楽しみ抽選会等

■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

７月の休館日
４日昇・１１日昇・１８日昇・２５日昇・
２８日晶

※対象年齢は目安です。

７月のおはなし会
１日松午後３時おはなしレストラン

（小学生以上）
６日昭午前１０時
３０分

おはなしゆりかご
（０～２歳）

７日晶午前１０時
３０分

おはなしポッケ（０
～２歳）

８日松午後２時おはなしどんどん
（３歳～小学３年生）

１０日捷・２４日捷
午前１０時３０分

えほんとわらべうた
の会（０～２歳）

１２日昌午前１０時
３０分

おはなしたまてばこ
（１～５歳）

１４日晶午前１０時
３０分

絵本好き集まれ！お
すすめ絵本紹介（一般）

１５日松・２２日松・
２９日松午後２時

南吉朗読ででむし会
（小学生以上）

１６日掌午前１１時大人のための絵本朗
読会（一般）

１６日掌午後２時かみしばいの会（３
歳～小学３年生）

２０日昭午前１０時
３０分

いないいないばあ
（１～５歳）

２６日昌午前１０時
３０分

おはなしまあだ（１
～５歳）

■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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■時７月３１日捷午後１時～３時
■場矢作川浄化センター（西尾市港町）
■内下水処理場の仕組みの説明、微生物
観察、施設見学等

■対小学生と保護者
■定２０組（先着順）
■申７月３日捷～２８日晶午前９時～午後
５時（松掌抄を除く）に、電話で同セ
ンター（緯０５６３〈５９〉０７１１）へ

■問下水道課（緯〈７１〉２２４７）

①～⑤共通事項
６月１８日掌～各講座開催日３日前

（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）へ
①ザリガニを釣って遊ぼう
■時７月１日松午前１０時～１１時３０分
■講神谷輝幸氏（環境カウンセラー）
■対４歳以上の子と保護者
■定１０組（先着順）
■￥１組５０円
②環境サロン（夏野菜自然栽培勉強会）
■時７月２日掌午後２時～３時３０分
■講神谷輝幸氏（環境カウンセラー）
■対１８歳以上
■定２０人（先着順）
■￥２００円
③シャボン玉をつくってあそぼう
■時７月８日松午前１０時～１１時３０分
■講神谷輝幸氏（環境カウンセラー）
■対４歳以上の子と保護者
■定１０組（先着順）
■￥１組１００円
④木登り＆プレーパーク体験
■時７月９日掌午前９時３０分～１１時３０分
※雨天中止。プレーパーク（シャボ
ン玉やダンボール等を使った自由遊
び）は午後４時まで。出入り自由。
■講鬼頭茂雄氏、増田貴子氏
■対４歳以上の子と保護者
■定木登り獅１０人（先着順）
■￥木登り獅３００円
■他プレーパークのみの参加は予約不要
⑤ぶんぶんごまをつくってあそぼう
■時７月１５日松午前１０時～１１時３０分
■講榊原昭二氏
■対小学生以上
■定１０人（先着順）
■￥１００円
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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７月１５日松午後１時
３０分～３時 フォローアップ講習会
獅９月３０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６月２０日昇からの午前９時～午後５
時（松掌を除く）に、電話で清掃事業
所（緯〈７６〉３０５３）へ

７月の土器づくり教室
■時１日松・４日昇・６日昭～８日松・
１１日昇～１４日晶・１８日昇～２１日晶・
２５日昇～２９日松午後１時から（受付
は午後１時３０分まで）
■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）

■時７月３０日掌午前９時～正午
■場市民ギャラリー
■内ろくろと手びねりによる陶芸作品
（花瓶・茶碗等）を親子で制作します
■講加藤克也氏（陶芸家）

かつ や

■対小学生と保護者
■定４０人（定員を超えた場合は抽選）
■￥１人１３００円
■申６月３０日晶までに、代表者の住所・
氏名・年齢・電話番号、参加人数、
参加者全員の氏名を、はがき（必着）
かファクス・Eメールで市民ギャラ
リー（〒４４６－００２６安城町城堀３０／胃

〈７７〉４４９１／mailto@ansyobunka.
jp）へ
※はがき１枚で３人分まで応募可。
■問市民ギャラリー（緯〈７７〉６８５３）

プラネタリウム７月の生解
説
■時■内１日松・２日掌・８日松・９日掌

１５日松獅生解説「夏の惑星探検」、通
常投映番組 １６日掌・１７日抄・２２日
松・２３日掌・２９日松・３０日掌獅生解
説「天の川にまつわる星伝説」、通常
投映番組
※時間はいずれも午後１時３０分・３
時。ただし２３日は午後１時３０分のみ。
※アロマを使った特別投影あり。詳
細は市HPで確認してください。

■￥５０円（団体４０円、中学生以下無料）
■場■問文化センター（緯〈７６〉１５１５）

夏休み親子下水道教室

市民ギャラリー陶芸講座
「親子でろくろ」

■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

衣浦東部広域連合平成３０年４月採用消防職員を募集

エコきちの講座

■対■定大学卒（短大等卒と合わせて６
人程度）獅平成４年４月２日以降
生まれで４年制大学を卒業又は来
年３月までに卒業見込みの人
短大等卒獅平成６年４月２日以降
生まれで短大等を卒業又は来年３
月までに卒業見込みの人で、救急
救命士の資格を有する又は取得見
込みの人
高校卒（３人程度）獅平成１０年４月
２日以降生まれで高校を卒業又は

来年３月までに卒業見込みの人
■申大学・短大等卒獅６月１６日晶～２９
日昭 高校卒獅８月１５日昇～２４日
昭に受験申込書等を本人が持って
衣浦東部広域連合事務所（刈谷市
小垣江町西高根２０４－１）へ（午前
９時～午後５時。松掌を除く）
※受験申込書は管内各消防署・同
連合ＨＰ等で配布。

■他試験日程等は問い合わせてください
■問同連合人事係（緯〈６３〉０１３２）
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ラジオ体操実技講習会
夏休みの「おはよう！ふれあいラジ
オ体操会」に先立ち、講習会を行いま
す。
■時７月９日掌午前９時～正午
■場青少年の家
■講丸山洋生氏（県ラジオ体操連盟理事長）
■対市内在住・在勤・在学の人
■定１００人（先着順）
■持体育館シューズ・運動のできる服装・
タオル・飲み物・筆記用具
■申７月２日掌までの午前９時～午後５
時（休館日を除く）に電話か申込書を
郵送（必着）・ファクス・Ｅメールで
スポーツ課（市野球場Ａ面スタンド
下／緯〈７５〉３５３５／〒４４６ー００６１新田
町新定山４１ー８／胃〈７７〉９２９３／my-
sports-anjo@city.anjo.lg.jp）へ

盆踊りを気軽に楽しめるよう、市青
年団協議会が太鼓講習会を開催します。
■時７月６日昭・１３日昭午後７時３０分～
９時
■場青少年の家
■定各２０人（先着順）
■申６月２４日松午前９時から、直接か電
話で青少年の家（緯〈７６〉３４３２）へ

太鼓講習会

■時７月２４日捷午後１時３０分～３時１５分
■場市教育センター
■内■講「言葉が子どもを変える」山岸弘子
氏（敬語コミュニケーション講師）

■申７月７日晶までの午前８時３０分～午
後５時１５分（松掌を除く）に直接か電
話で市教育センター（緯〈７５〉１０１０）へ

教育センター開所記念講演会
①～④共通事項
■申各申込開始日午前１０時から電話でマ
ーメイドパレス（緯〈９２〉７３５１）へ
①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。
■時７月７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６月２７日昇

②ベビーマッサージ
■時７月１２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６月２７日昇

③目指せ美ボディ！骨盤エクササイズ
スタイルや姿勢を改善する骨盤体操。
■時①初級編獅７月１４日晶 ②中級編獅

７月２０日昭 いずれも午前１０時３０分
～正午
■講岩瀬裕子氏
■対①１８才以上の女性 ②初級編に参加
したことのある人
■定各８人（先着順）
■￥各５００円
■持タオル、ヨガマット又はバスタオル
■申申込開始日獅①６月２９日昭 ②６月
３０日晶

④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７月１８日昇午前１０時～１１時
■講近藤恭子氏（ヨガインストラクター）
■対１８歳以上の女性
■定２０人（先着順）
■￥５００円
■持運動のできる服装（水着可）、ヨガマ
ット又は厚手のバスタオル、飲料
■申申込開始日獅６月２８日昌

⑤アクアビクス教室
■時７月２６日昌～９月６日昌の毎週昌午
後７時～７時５０分（全６回）
※８月１６日昌を除く。

■対１８歳以上の女性（初心者可）
■定３０人（先着順）
■￥３４５０円
■申６月２７日昇午前１０時から、受講料を
持ってマーメイドパレスへ
※電話申込は不可。

マーメイドパレスへ行こう

■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。

①ギャラリーコンサート
企画展「穏

やかなまなざ
し杉浦桂子・
日本画の魅力」
のテーマに合わせ、モーツァルトの
「アイネ・クライネ・ナハトムジー
ク」、「見上げてごらん夜の星を」、
チャイコフスキー「くるみ割り人形」
より「花のワルツ」等の曲目をエント
ランスホールにて演奏します。
出演獅Quartet

カルテット

HAMABE
ハマーベ

■時６月２４日松午後２時～３時
②絵本「ぞうくんのさんぽ」を読んで
ゆらゆら揺れる作品をつくろう！
皆で絵本「ぞうくんのさんぽ」を読
み、絵本に出てくる動物を紙で作り、
ゆらゆら揺れる作品に仕上げます。
■時７月８日松午前１０時～正午
■講愛知教育大学幼児
教育講座造形研究
室講師・学生
■対４歳以上の子
■定２０人（定員を超え
た場合は抽選）

■￥３００円

①②③共通事項
■場■問市民ギャラリー（緯〈７７〉６８５３）
■申６月３０日晶までにはがき（必着）かファクス又は市民ギャラリーHPから、
講座名・住所・氏名・年齢・電話番号・人数、参加者全員の氏名を市民
ギャラリー（〒４４６-００２６安城町城堀３０／胃〈７７〉４４９１）へ
※陰のみ申込不要。②③の申込は２人分まで可。

③「はさみでつくろう！切り絵のワ
ークショップ」
日本・デンマーク外交関係樹立

１５０周年を記念し、７月２７日昭～８月
１３日掌に企画展「アンデルセン展」を
開催します。この企画展に関連して
切り絵のワークショップを開催しま
す。

■内はさみでアヒルやイルカの切り絵
づくり。作品は企画展の会期中、
ギャラリー廊下にて展示
■時７月８日松午後２時～４時
■講なつめみちる氏（ハサミ切り絵作
家）
■対小学３～６年生
■定１５人（定員を超えた場合は抽選）
■￥３００円
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手間ひまかけての暮らし展
MarikoStyle花教室主宰・内藤満

里子氏と生徒の作品展。日本人の「も
のつくり」や「生きがい」に焦点をあて、
人々の「暮らし」を花等で表現。ラベン
ダー等を使用した体験会も開催します。
■時６月２８日昌～７月３日捷午前９時３０
分～午後５時

■場■問デンパーク（緯〈９２〉７１１１）
風車の広場一帯をリニューアルします
子どもが楽しめる遊戯施設や遊具の
充実を図るため、下記期間中、改修工
事を実施します。この間、下記施設・
遊具は利用できません。
利用不可期間諮マーガレットハウス獅

８月1日～平成３０年３月中旬（予定）
風車の広場・子ども広場獅今秋～平成
３０年３月中旬（予定）
※他の施設については通常通り利用で
きます。
■問農務課（緯〈７１〉２２３３）

牙 広報あんじょう 2017.6.15

歴史博物館の催し
■場■問歴史博物館（緯〈７７〉６６５５）
博物館ボランティアによる常設展示ガ
イド
■時６月２４日松午前１０時～正午、午後１
時～３時
昭和の名作シネマ「霧笛が俺を呼んで
いる」上映
哀愁たっぷりの霧の波止場に華麗な
アクションとミステリー。出演は赤木
圭一郎、芦川いづみ等。
■時６月２５日掌午前１０時
■定８０人（当日先着順）

油ヶ淵水質浄化促進協議会による、
油ヶ淵の水質浄化のための啓発イベン
ト「アクション油ヶ淵２０１７」。
県内唯一の天然湖沼である油ヶ淵と
ふれあえる体験型のプログラムが行わ
れます。当日は下記①②以外にも事前
申込不要の「油ヶ淵の生きものタッチ
プール」や水質浄化に関するブース・
展示等があります。ぜひご来場下さい。
■時７月２２日松午前９時３０分～午後３時
■場デンパーク
■￥当日はデンパーク無料開放デーのた
め入園無料
■他各プログラムの詳細は「油ヶ淵電子
図書館」HPで確認してください。６
月１５日昭より情報が公開されます
■問愛知県環境部水地盤環境課（緯０５２
〈９５４〉６２１９）、市環境都市推進課（緯

〈７１〉２２０６）
①童話作家 阿部夏丸さんと半場川で
魚と遊ぼう！
夏休みの思い出に親子で魚とりをし
ませんか？川の生き物とふれあい、生
き物について先生から説明を受けます。
■時午前９時３０分～午後０時３０分
■対３歳～１２歳（保護者同伴）
■定２００人（先着順）
■持網、着替え、川遊び用の靴
■申■問６月１６日晶～７月１４日晶に住所、
氏名、生年月日、電話・ファクス番
号をファクスでNPO法人エコネッ
トあんじょう（緯・胃〈５５〉１３１５）へ
※電話での問合せは平日午前１０時～
午後４時に受け付けます。

②生きもの講座

油ヶ淵の生きものでミニビオトープ
（持ち帰り可）を作ります。
■時午前１０時３０分～正午、午後１時３０分
～３時
■対小学生以上の親子
■定各２０組（定員を超えた場合は抽選）
■申６月１６日晶～３０日晶に申込書を郵送
（必着）かファクス・Eメールで愛知
県環境部水地盤環境課（〒４６０－８５０１
名古屋市中区三の丸３-１-２／胃０５２
〈９６１〉４０２５／mizu@pref.aichi.lg.jp）へ
※申込書は「油ヶ淵電子図書館」HP
で配布。定員に満たない場合は７月
１４日晶まで先着順で受付。

アクション油ヶ淵２０１７IN
デンパーク

①～④共通事項
入園料は別途必要です。都合により
変更の場合があります。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（緯〈９２〉７１１２）へ

①もったいナイスな料理教室「イタリ
アンBBQパーティー」
■時７月１４日晶

午前１０時～
午後０時３０
分

■内メニュー獅

イタリアン
BBQ串、
パプリカキッシュ、ピーマンとパプ
リカのライスサラダ、パプリカのナ
イスクリーム

■講永井恵氏（Mottainice☆cooking
schoolそら）

■定１５人（先着順）
■￥３０００円
■持エプロン、手拭き用タオル、箸
■申申込期限獅７月７日晶

②陶芸教室～暮らしのやきもの作りを
楽しく体験します～
■時７月１４日晶午後１時３０分～３時３０分
■講毛利記代子氏（Pottery木[ki]）

ポタリー

■定１５人（先着順）
■￥４０００円
■持筆記用具
■申申込期限獅７
月７日晶

③KD'Sダンス講座
フラフープで体幹を鍛え、HIPHOP

ダンスの振付を毎回少しずつ練習。修
了後はデンパークのステージでダンサ
ーデビューしましょう！初心者大歓迎
です。
■時７月２６日昌、８月２日昌・９日昌・
１６日昌・２３日昌午前１０時～１１時３０分
（全５回）
■講 MARI氏（国際パルスリズムトレー
ナー）
■対小学生
■定２０人（先着順）
■￥７５００円
■申申込期限獅７月１９日昌

④ペーパークイリング
■時７月１９日昌・２８日晶午前１０時～正午
■講磯貝裕子氏
■定各１０人（先着順）
■￥各回２５００円
■申申込期限獅各回の１週間前

デンパーククラブハウスの
体験教室

資
子
ど
も
広
場

諮
風
車
の
広
場

■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

デンパークの催し・お知らせ



暫交換学生・引率教諭〈敬称略〉
ハンチントンビーチ市（６月２９日昭～７月１３日昭）獅写真前列左から安藤優杏

ゆあん

（安城南中３年）、深津芹名（明祥中３年）、若林さくら（桜井中３年）、島田朋佳（安
祥中３年）、五井美樹（明祥中学校教諭）
ホブソンズベイ市（６月２７日昇～７月１１日昇）
獅写真後列左から川口健太（安城北中３年）、
前原大輝（安城西中３年）、鎌田美穂（東山中
３年）、天野可奈子（篠目中３年）、久保田香直

こしき

（安城西中学校教諭）
暫ハンチントンビーチ市姉妹都市提携３５周年記念派遣団

一般公募で選ばれた市民及び商工業・農業の団体から推薦された産業後継者、
安城市長、市議会議員等が派遣されます。〈敬称略〉
公募市民獅山室道綱（今池町）、神谷峰子（美園町）、小宮すみれ（福釜町）、藤岡雅
子（上条町）、田中智子（高棚町） 産業後継者獅鈴木将人（東町）、野村浩二（上条
町） 議会獅二村守 市国際交流協会役員獅矢羽々みどり 同協会会員獅市川
晴代、小原勝、小原和子 市特別職獅神谷学 市職員獅早川一徳

４月分／受付順／敬称略
市社会福祉協議会善意銀行
中部公民館利用者、ほほえみダンス、
中村富士子、ふれあいダンス、桜井福
祉センター利用者、安城市赤十字奉仕
団、金原キミヨ、グループゆう、養護
老人ホーム利用者、横山眞司、太田勉、
作野トータル、二本木公民館利用者、
匿名
市役所関係
市民協働課窓口募金箱、アイシン・エ
ィ・ダブリュ株式会社、株式会社大和
屋、碧海信用金庫

画広報あんじょう 2017.6.15

一方通行

安城七夕まつりの開催期間中、下図のとおり交通規制を行います。また、８月
３日昭夜間に飾り付け作業を行います。通行の際はご協力をお願いします。
■時規制期間獅８月４日晶午前１０時～６日掌午後１０時
■他暫規制により生活に支障が出る人は、通行許可申請をすることにより規制期間

中の午後１０時～翌日午前９時３０分は通行可能となります。６月３０日晶までに
関係町内会・商店街振興組合・市商工課のいずれかへ申請してください

暫期間中、あんくるバス・名鉄バスのルートが一部変更になります

こころの健康医師相談（予約制）
■時陰７月５日昌午後１時～３時 隠７
月１１日昇午後２時～４時
■場陰衣浦東部保健所安城保健分室（横
山町） 隠同保健所（刈谷市）

■内精神科医師による相談
■申事前に同所健康支援課（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７月３日捷午後６時～７時も実施）

■場同保健所（刈谷市）
■申■問骨髄バンクドナー登録のみ事前に
同所生活環境安全課（緯〈２１〉４７９７）

検便・井戸水検査等（有料）
■場■問同保健所試験検査課（緯〈２１〉９３５３）

全国一斉「子どもの人権１１０
番」強化週間
子どもの人権１１０番相談専用電話(緯

０１２０〈００７〉１１０)にて、いじめや虐待等
の子どもの人権に関わる悩み事、心配
事の相談に応じています。強化週間で
ある下記期間は受付時間を延長します。
■時６月２６日捷～３０日晶午前８時３０分～
午後７時、７月１日松・２日掌午前
１０時～午後５時
■問名古屋法務局人権擁護部（緯０５２〈９５２〉
８１１１）、市市民課（緯〈７１〉２２２１）

市民の行政に対する苦情の解決に尽
力し、その業績が顕著であると認めら
れたため、５月開催の行政相談委員全
体会議で、黒柳一明さん（小川町）が中
部管区行政評価局長表彰を、小宮路和

こ みや じ

子さん（高棚町）が中部管区行政評価局
感謝状をそれぞれ受けられました。
■問市民課（緯〈７１〉２２２１）

交交換学生・引率の皆さ交換学生・引率の皆さんん

■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。

衣浦東部保健所の相談・検査

福祉への善意・寄付ありが
とうございます

行政相談委員が表彰されました

安城七夕まつりの交通規制 ■問商工課（緯〈７１〉２２３５）

姉妹都市への交換学生・派遣団決定 ■問市国際交流協会（緯〈７１〉２２６０）
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女子男子部門

５０ｍ自・平・背
５年

小学生 ６年

２００ｍリレー５・６年

１００ｍ自・平・背・
４００ｍリレー中学生

５０ｍバタ１００ｍバタ

１００ｍ自・平・背・バ
タ・４００ｍリレー

１６歳以上
（高校生を含む）

５０ｍ自・平・背・
２００ｍリレー２０歳以上

５０ｍ自・平・背３０歳以上

５０ｍ自・平
４０歳以上

５０歳以上

２５ｍ自・平６０歳以上

安城選手権大会夏季水泳競
技会出場者
■時８月６日掌

■場市スポーツセンター
■対■内小学５年生以上で市内在住・在勤・
在学のアマチュア競技者 種目獅下
表のとおり

■￥１００円（市内小・中学生は無料）
■申６月２１日昌～７月５日昌午前９時～
午後５時（捷を除く）に、申込書を持
って市体育協会（市野球場Ａ面スタ
ンド下／緯〈７５〉５１８２）へ
※申込書は同協会・同協会HP・市
スポーツセンター・マーメイドパレ
スで配布。

住宅用火災警報器・家具転
倒防止器具を無料で設置
■問高齢福祉課（緯〈７１〉２２２３）、障害福祉
課（緯〈７１〉２２２５）

住宅用火災警報器の設置
火災発生時の事故防止を図るため、
寝室、台所、階段（２階以上に寝室が
ある場合）に火災警報器を無料で設置
します（設置個数獅３個以内）。
■対次のいずれかに該当する人
暫６５歳以上のひとり暮らし高齢者
（認定者）
暫身体障害者手帳１級・２級又は療
育手帳Ａ判定の交付を受けている人
（同居者に手帳の交付を受けていな
い１８歳以上６５歳未満の人がいる世帯
を除く）
■他以前当制度により設置した火災警報
器は１０年を目安に交換します。申請
が必要ですので連絡してください
家具転倒防止器具の設置
地震発生時の家具転倒防止を図るた
め、寝室、居間、台所等の家具に転倒
防止器具を無料で取り付けます。
※器具代は自己負担。
■対次のいずれかに該当する人
暫６５歳以上のひとり暮らし高齢者
（認定者）
暫６５歳以上の人のみの世帯
暫身体障害者手帳・療育手帳又は精
神障害者保健福祉手帳の交付を受け
ている人（同居者に手帳の交付を受
けていない１８歳以上６５歳未満の人が
いる世帯を除く）

８月１日から障害者医療、母子・父
子家庭医療、後期高齢者福祉医療費受
給者証が新しくなります。更新の対象
となる人（７月３１日が有効期限の受給
者証を持っている人）には６月下旬に
申請書を送付します。必要事項を記入
して国保年金課へ返送してください。
受付後、新しい受給者証を送付します。
■問国保年金課（緯〈７１〉２２３２）

各種受給者証を更新します

長寿犬表彰の対象者
安城市内で開業する獣医師が主催と
なり、動物愛護事業の一環として、１７
歳以上の長寿犬の飼い主を表彰します。
■対次のすべてに該当する人
暫本年４月１日現在１６歳以上の犬を
飼育する市内在住の人
暫過去５年間狂犬病予防注射を実施
又は猶予証を提出しており、今年度
は６月末までに予防注射を実施又は
猶予証を提出している
暫９月１７日掌午前１０時から昭林公民
館にて開催する表彰式に出席できる
暫過去に同じ犬で本表彰を受けてい
ない
■申６月１５日昭～７月５日昌に申請書を
持って安城・知立獣医師会会員病院
へ
※申請書は各獣医師会会員病院・市
環境都市推進課・市HPで配布。

■問安城・知立獣医師会事務局（ぐれー
ぷ動物病院内／緯〈７３〉９０８０）、市環境
都市推進課（緯〈７１〉２２０６）

安城市総合計画の策定・進捗及び実
施について審議する委員を募集します。
■内任期施８月１０日～平成３１年８月９日
（２年間） 選考施書類審査、面接
報酬施会議１回７５００円（平日昼間に
３回開催予定） 募集人数施３人

■対市内在住・在勤・在学・市内で事業
又は活動を行う人

■申７月３日捷までの午前８時３０分～午
後５時１５分（松掌を除く）に、所定の
応募用紙と８００字以内の作文（テーマ
は下記①②のいずれか）を持参か郵
送（必着）・Ｅメールで企画情報課（〒
４４６－８５０１住所不要／kikaku@city.
anjo.lg.jp）へ
作文テーマ獅①これからの安城市に
ついて私が思うこと ②まちづくり
における市民の役割
※応募用紙は同課・市HPで配布。

■問企画情報課（緯〈７１〉２２０４）

総合計画審議会委員

■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

■時８月２２日昇・２８日捷・２９日昇、９月
５日昇・１３日昌～１５日晶午前９時～
午後４時、８月３１日昭午前９時～午
後５時、１０月７日松・８日掌・１４日
松午前８時～午後５時

■場学科獅あいち産業科学技術総合セン
ター産業技術センター（刈谷市） 実
技獅㈱豊田自動織機（高浜市）
■対障害者手帳所持者（身体・知的・精
神等。視覚障害、車椅子の人は不可。
補聴器で聴くことのできる聴覚障害
者は可）でありフォークリフト初心者
■定１１人（面接により選考）
■￥１６２０円（テキスト代）
■申７月１８日昇までにハローワーク刈谷
にて求職登録を含めた手続きが必要

■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）

障害者委託訓練フォークリフ
ト運転技能習得コース受講生


