
■おはなしレストランの「こわ～
い！おはなし会」
昔話等から、こわいお話をします。
■時７月３１日捷午後３時～４時
■対小学生以上

アンフォーレ課（緯〈７６〉６１１１）

お知らせ

霞広報あんじょう 2017.7.15

夏休み宿題応援「親子 de
アート広場」
講師のアドバイスのもと、ポスター
や読書感想画、工作等の夏休みの宿題
を完成させよう。
■時８月６日掌午前１０時～正午
■場市民交流センター
■講鬼頭茂雄氏
■対幼児～小学生（未就学児は保護者同
伴）

■定４０人程度（先着順）
■持アドバイスを受けたい宿題に応じて、
画用紙、画材（絵の具・筆・鉛筆・
クレヨン等）、工作材料（粘土等）等
■申７月２０日昭からの午前９時～午後８
時（捷を除く）に、電話又は申込書を
直接かファクスで市民交流センター
（緯〈７１〉０６０１／胃〈７１〉０６６８）へ
※申込書は同センターで配布。

■時８月２４日昭・２５日晶午後１時３０分～
４時

■場境川浄化センター（刈谷市衣崎町）
■内微生物観察、水質測定の簡易実験、
施設見学等
■対小学生と保護者
■定各２０組（先着順）
■申８月２日昌～１０日昭午前９時～午後
５時（松掌を除く）に、電話で境川浄
化センター（緯〈２５〉１２９５）へ
■問市下水道課（緯〈７１〉２２４７）

親子下水道教室

①②共通事項
■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
■申各申込期限までの午前９時３０分～午
後５時（休園日を除く）に、直接か電
話で同クラブハウスへ
①親子で作ろう！もったいナイスな料
理教室
■時８月１８日晶午前１０時～午後０時３０分
■内テーマ施夏野菜とフルーツのカラフ
ルランチ 献立施夏野菜のカラフ
ルキーマカレー（ルー不使用）、デコ
ナン、フルーツと野菜で作るアイス
（乳・砂糖不使用）、フライパンで焼
くホイルケーキ付き
■講永井恵氏（Mottainice☆cooking
schoolそら）
■対小学生までの子と保護者（保護者１
人につき子ども１人まで）
※大人のみ・子どものみでの参加も
可。詳細は問い合わせてください。
■定１５組（先着順）
■￥１組３０００円
■持エプロン、手ふきタオル
■申申込期限獅８月１１日抄

②日曜写真教室はじめの一歩
初心者歓迎！今さら聞けないアレコ
レを一緒に勉強しましょう！
■時８月２０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８月１３日掌

デンパーククラブハウスの
体験教室

市のバスで安城農林高等学校、石川
農園（赤松町）を巡り、ぶどう狩りやわ
くわく農業体験、チンゲン菜の植付・
収穫体験等をします。
■時８月２３日昌午前９時３０分～午後３時
３０分 集合・解散獅市役所西駐車場
（さくら庁舎前）
■対市内在住の小学生（１～３年生は保
護者同伴）
■定４５人（定員を超えた場合は抽選）
■￥１人１０００円（昼食代含む）
■持帽子、水筒、タオル、レジャーシー
ト、筆記用具、雨具
※昼食は用意します。
■申７月２８日晶午前９時～正午に、直接
文化センター内生涯学習ボランティ
アセンター「創年塾（耕し人）」へ
※電話申込不可。

■問農務課（緯〈７１〉２２３３）

日本デンマークわくわく体験

■申申込方法等 ■問問合せ先 ※なお、指定及び制限を設けない項目は記載していません。

８月の休館日
１日昇・８日昇・１５日昇・２２日昇・
２５日晶・２９日昇

※対象年齢は目安です。

８月のおはなし会
３日昭午前１０時
３０分

おはなしゆりかご
（０～２歳）

７日捷午前１０時
３０分

絵本好き集まれ！お
すすめ絵本紹介

９日昌午前１０時
３０分

おはなしたまてばこ
（１～５歳）

１２日松午後２時おはなしえがお
（３歳～小学生）

１４日捷・２８日捷
午前１０時３０分

えほんとわらべうた
の会（０～２歳）

１７日昭午前１０時
３０分

いないいないばあ
（１～５歳）

１８日晶午前１０時
３０分

このゆびと～まれ
（０～２歳）

１９日松・２６日松
午後２時

南吉朗読ででむし会
（小学生以上）

２０日掌午前１１時大人のための絵本朗
読会（一般）

２０日掌午後２時かみしばいの会
（３歳～小学３年生）

２３日昌午前１０時
３０分

おはなしまあだ
（１～５歳）

３１日昭午前１０時
３０分

おはなしの森
（１～５歳）
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■時５日松・６日掌、１１日抄～１３日掌・
１９日松・２０日掌・２６日松・２７日掌

いずれも午後１時３０分・３時
※２７日は午後１時３０分のみ。

■内生解説「夏休みの星めぐり」、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）

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７月２２日松午前１０時～正午、午後１
時～３時

昭和の名作シネマ「太陽の季節」上映
日本中に一大センセーションを巻き
起こした「太陽族」の生態を描いていま
す。出演は石原裕次郎、長門裕之、南
田洋子等。
■時７月２３日掌午前１０時
■定８０人（当日先着順）

プラネタリウム８月の生解説

移動児童館
８月は定例の移動児童館に加え、夏
のイベントを開催します。
■問子育て支援センター（緯〈７２〉２３１７）
８月の移動児童館（定例）
■対■時■場乳幼児親子

▲

１８日晶獅高棚町公
民館 ３０日昌獅東部公民館 いずれ
も午前１０時～１１時
夏のイベント
■時■場■内４日晶獅高棚町公民館／人形劇
「どーなっつ」 ９日昌獅東部公民館
／人形劇サークル「ぐ・ちょき・ぱ」
いずれも午前１０時～１１時

■対乳幼児親子・小学生

■場衣浦東部保健所（刈谷市）
こころの健康医師相談（予約制）
■時８月１６日昌午後２時～４時
■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）へ
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８月７日捷・２１日捷午後６時～７
時も実施）

■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）へ

検便・井戸水検査等（有料）
■問同所試験検査課（緯〈２１〉９３５３）
アルコール専門相談（予約制）
専門医師と酒害相談員等が、アルコ
ール問題で悩んでいる本人や家族から
相談をお受けします。
■時８月２３日昌午後２時～４時（１組１
時間程度）

■申事前に同所健康支援課（緯〈２１〉９３３７）へ

衣浦東部保健所の相談・検査 ゴミ分別、減量をめざす
風呂敷活用講座
実用的でお洒落な風呂敷の包みで暮
らしを彩り、資源ごみの減量を目指し
ませんか。
■時８月１１日抄午後１時～４時３０分
■場市民交流センター
■対市内在住・在勤・在学の小学４年生
以上
■定１５人（先着順）
■￥１００円
■持風呂敷（持っていない人には貸出し
ます）

■申７月２０日昭～３１日捷に住所・氏名・
生年月日、電話・ファクス番号を、
電話かファクス・EメールでNPO法
人エコネットあんじょう（緯・胃〈５５〉
１３１５／info@econetanjo.org）へ
※電話申込の受付時間は午前９時３０
分～午後４時３０分。

■問NPO法人エコネットあんじょう、市
環境都市推進課（緯〈７１〉２２０６）

■場■問マーメイドパレス（緯〈９２〉７３５１）

■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

■申７月２５日昇～８月１１日抄午前１０時～午後７時３０分に、直接マーメイドパレ
スへ
受付方法諮幼児スイミング・児童スイミング施定員を超えた場合は８月２１
日捷に公開代理抽選（未受講者優先）、受講料は８月２２日昇～９月１日晶に
持参 その他の講座施先着順。受講料を添えて申し込んでください
※定員に満たない講座は追加募集あり。

受講料定員対象日にち曜日講座名

６，９００円２０人４歳以上
９月１３日・２０日・２７日、１０月２５日、１１
月１日・８日・１５日・２２日・２９日、１２
月６日・１３日・２０日午後４時～４時５０
分（全１２回）

昌
幼児スイ
ミング

５，７５０円３０人小学１～
３年生

９月１５日・２２日・２９日、１０月２７日、１１
月１０日・１７日・２４日、１２月１日・８日・
１５日午後４時～４時５０分（全１０回）

晶
児童スイ
ミング

６，９００円３０人１８歳以上
の女性

９月１２日・１９日・２６日、１０月２４日・３１
日、１１月７日・１４日・２１日・２８日、１２
月５日・１２日・１９日午後１時～１時５０
分（全１２回）

昇

ゆったり
スイム

６，９００円３０人１８歳以上
の女性

９月７日・１４日・２１日・２８日、１０月２６
日、１１月２日・９日・１６日・３０日、１２
月７日・１４日・２１日午後３時～３時５０
分（全１２回）

昭

６，９００円４０人１８歳以上
の女性

９月１２日・１９日・２６日、１０月２４日・３１
日、１１月７日・１４日・２１日・２８日、１２
月５日・１２日・１９日午前１１時～１１時５０
分（全１２回）

昇
シェイプ
アップ
アクア

６，９００円４０人１８歳以上
の女性

９月１３日・２０日・２７日、１０月２５日、１１
月１日・８日・１５日・２２日・２９日、１２
月６日・１３日・２０日午後７時～７時５０
分（全１２回）

昌
あげあげ
アクア

５，７５０円４０人１８歳以上
の女性

９月１５日・２２日・２９日、１０月２７日、１１
月１０日・１７日・２４日、１２月１日・８日・
１５日午後１時～１時５０分（全１０回）

晶
らくらく
アクア

※受講料には傷害保険料を含みます。
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■時５日松・６日掌、１１日抄～１３日掌・
１９日松・２０日掌・２６日松・２７日掌

いずれも午後１時３０分・３時
※２７日は午後１時３０分のみ。

■内生解説「夏休みの星めぐり」、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）

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７月２２日松午前１０時～正午、午後１
時～３時

昭和の名作シネマ「太陽の季節」上映
日本中に一大センセーションを巻き
起こした「太陽族」の生態を描いていま
す。出演は石原裕次郎、長門裕之、南
田洋子等。
■時７月２３日掌午前１０時
■定８０人（当日先着順）

プラネタリウム８月の生解説

移動児童館
８月は定例の移動児童館に加え、夏
のイベントを開催します。
■問子育て支援センター（緯〈７２〉２３１７）
８月の移動児童館（定例）
■対■時■場乳幼児親子

▲

１８日晶獅高棚町公
民館 ３０日昌獅東部公民館 いずれ
も午前１０時～１１時
夏のイベント
■時■場■内４日晶獅高棚町公民館／人形劇
「どーなっつ」 ９日昌獅東部公民館
／人形劇サークル「ぐ・ちょき・ぱ」
いずれも午前１０時～１１時

■対乳幼児親子・小学生

■場衣浦東部保健所（刈谷市）
こころの健康医師相談（予約制）
■時８月１６日昌午後２時～４時
■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）へ
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８月７日捷・２１日捷午後６時～７
時も実施）

■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）へ

検便・井戸水検査等（有料）
■問同所試験検査課（緯〈２１〉９３５３）
アルコール専門相談（予約制）
専門医師と酒害相談員等が、アルコ
ール問題で悩んでいる本人や家族から
相談をお受けします。
■時８月２３日昌午後２時～４時（１組１
時間程度）

■申事前に同所健康支援課（緯〈２１〉９３３７）へ

衣浦東部保健所の相談・検査 ゴミ分別、減量をめざす
風呂敷活用講座
実用的でお洒落な風呂敷の包みで暮
らしを彩り、資源ごみの減量を目指し
ませんか。
■時８月１１日抄午後１時～４時３０分
■場市民交流センター
■対市内在住・在勤・在学の小学４年生
以上
■定１５人（先着順）
■￥１００円
■持風呂敷（持っていない人には貸出し
ます）

■申７月２０日昭～３１日捷に住所・氏名・
生年月日、電話・ファクス番号を、
電話かファクス・EメールでNPO法
人エコネットあんじょう（緯・胃〈５５〉
１３１５／info@econetanjo.org）へ
※電話申込の受付時間は午前９時３０
分～午後４時３０分。

■問NPO法人エコネットあんじょう、市
環境都市推進課（緯〈７１〉２２０６）

■場■問マーメイドパレス（緯〈９２〉７３５１）

■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

■申７月２５日昇～８月１１日抄午前１０時～午後７時３０分に、直接マーメイドパレ
スへ
受付方法諮幼児スイミング・児童スイミング施定員を超えた場合は８月２１
日捷に公開代理抽選（未受講者優先）、受講料は８月２２日昇～９月１日晶に
持参 その他の講座施先着順。受講料を添えて申し込んでください
※定員に満たない講座は追加募集あり。

受講料定員対象日にち曜日講座名

６，９００円２０人４歳以上
９月１３日・２０日・２７日、１０月２５日、１１
月１日・８日・１５日・２２日・２９日、１２
月６日・１３日・２０日午後４時～４時５０
分（全１２回）

昌
幼児スイ
ミング

５，７５０円３０人小学１～
３年生

９月１５日・２２日・２９日、１０月２７日、１１
月１０日・１７日・２４日、１２月１日・８日・
１５日午後４時～４時５０分（全１０回）

晶
児童スイ
ミング

６，９００円３０人１８歳以上
の女性

９月１２日・１９日・２６日、１０月２４日・３１
日、１１月７日・１４日・２１日・２８日、１２
月５日・１２日・１９日午後１時～１時５０
分（全１２回）

昇

ゆったり
スイム

６，９００円３０人１８歳以上
の女性

９月７日・１４日・２１日・２８日、１０月２６
日、１１月２日・９日・１６日・３０日、１２
月７日・１４日・２１日午後３時～３時５０
分（全１２回）

昭

６，９００円４０人１８歳以上
の女性

９月１２日・１９日・２６日、１０月２４日・３１
日、１１月７日・１４日・２１日・２８日、１２
月５日・１２日・１９日午前１１時～１１時５０
分（全１２回）

昇
シェイプ
アップ
アクア

６，９００円４０人１８歳以上
の女性

９月１３日・２０日・２７日、１０月２５日、１１
月１日・８日・１５日・２２日・２９日、１２
月６日・１３日・２０日午後７時～７時５０
分（全１２回）

昌
あげあげ
アクア

５，７５０円４０人１８歳以上
の女性

９月１５日・２２日・２９日、１０月２７日、１１
月１０日・１７日・２４日、１２月１日・８日・
１５日午後１時～１時５０分（全１０回）

晶
らくらく
アクア

※受講料には傷害保険料を含みます。



■問堀内公園（緯〈９９〉５９４７）
夏休み特別営業
７月２１日晶～８月２７日掌の晶松掌抄

は開園時間を午前９時～午後６時に延
長（その他の曜日は午後４時３０分まで）。
なお、平日の正午～午後１時は遊具を
運休します。昇休園。
水遊び企画「うち水大作戦」

バケツ・ジョロ・水鉄砲を使ってう
ち水をしよう。
■時７月２４日捷・２６日昌・２８日晶及び８
月の昌晶 いずれも午後３時～４時

■対小学生以下
■持濡れてもいい服装・着替え・タオル
※バケツ・ジョロ・水鉄砲の持参可。
威力が強い水鉄砲は不可。
夏休み工作講座「割り箸鉄砲」
■時７月２９日松・３０日掌午前１０時～午後
３時
■対小学生以下
■定各５０人（当日先着順）
夏休み特別講座「ペットボトルで仕掛
けづくり」
仕掛けを作り、園内の池で小魚を捕
まえ、観察しよう。
■時８月５日松・６日掌午前１１時、午後
１時
※雨天中止。

■定各１０人（当日先着順）
■持小魚を入れるバケツ又はプラケース
夏休みちびっ子企画「月曜日と木曜日
はじゃんけん大会の日」
■時８月の捷昭 いずれも午後３時・４時
■内じゃんけんに勝った人に、有料遊具
無料券を進呈
■対小学生以下
■定各５０人（当日先着順）

堀内公園の催し

俄広報あんじょう 2017.7.15

トイレットペーパーの芯で万華鏡を
作ろう。
■時８月１日昇～３１日昭（捷を除く）
※開苑時間は午前９時～午後５時。
入苑は午後４時３０分まで。
■￥入苑料１００円
（中学生以下
無料）、呈茶料
３００円
■問丈山苑（緯〈９２〉７７８０）

丈山苑「夏休みクラフト体験」

■申申込方法等 ■問問合せ先 ※なお、指定及び制限を設けない項目は記載していません。

アクリルたわしで川をきれいに
アクリル毛糸で洗剤のいらないた
わしを作ろう。
■時８月１日昇午前１０時～１１時３０分
■講中嶋雅子氏
■対小学４年生以上（４年生のみ保護
者同伴）

■定５人（先着順）
■￥１００円
■持かぎ針8号
絵の具あそび
秋葉公園でお絵かきします。
■時８月３日昭午前１０時～１１時３０分
■講鬼頭茂雄氏
■対４歳以上の子と保護者
■定１０組（先着順）
■￥１００円
ペーパーフラワー
■時８月４日晶・５日松午前１０時～１１
時３０分
■講大橋輝美子氏
■対４歳以上の子と保護者
■定各１０組（先着順）
■￥２００円
真夏のスノードーム
卵の殻を使ってスノードームを作
ろう。
■時８月６日掌午前１０時～１１時３０分
■講本間義彰氏
■対４歳以上の子と保護者
■定１０組（先着順）
■￥３００円
夜のネーチャーゲーム
秋葉公園の夜の自然を見てみよう。
■時８月６日掌午後６時～７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１５組（先着順）
■￥１００円
■持懐中電灯、長袖・長ズボン
はぎれで小物入れづくり
牛乳パックとはぎれで小物入れを
作ろう。
■時８月７日捷午前１０時～１１時３０分
■講稲垣愛美氏
■対小学４年生以上
■定１０人（先着順）
■￥４００円
■持汚れてもいい服
装

■申７月２０日昭～各講座開催日３日前まで（昌を除く）の午前９時～午後９時（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）へ

お好み焼きづくり
地元の材料でお好み焼きを作ろう。
■時８月８日昇午前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組（先着順）
■￥１人２００円
■持エプロン、マスク、ふきん、三角
巾
竹水鉄砲をつくってあそぼう
■時８月１０日昭午前１０時～１１時３０分
■対４歳以上の子と保護者
■定１０組（先着順）
■￥３００円
■持濡れてもいい服装
音の正体を探れ！ペットラッパをつ
くろう
ペットボトルとプラ
スチックカップを使っ
てラッパを作ります。
■時８月１１日抄午前１０時
～１１時３０分
■講川角正彦氏
■対小学１年生以上の子と保護者
■定５組（先着順）
■￥１００円
ザリガニ釣り
■時８月１２日松午前１０時～１１時３０分
■講神谷輝幸氏
■対４歳以上の子と保護者
■定１０組（先着順）
■￥５０円
夏休みポスターを描こう
■時８月１３日掌午前１０時～１１時３０分
■講鬼頭茂雄氏
■対小学生（１年生は保護者同伴）
■定１０人（先着順）
■￥１００円
■持ポスター用紙、絵の具等必要な用
具、汚れてもいい服装
ふりこでアート
ふりこの秘密
を探り、不思議
な動きや模様を
作り出します。
■時８月１４日捷午前１０時～１１時３０分
■講川角正彦氏
■対小学３年生以上の子と保護者
■定５組（先着順）
■￥１００円
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８月の土器づくり教室
■時１日昇～４日晶・２３日昌～２５日晶午
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）

①～⑤共通事項
■￥施設利用料
■問マーメイドパレス（緯〈９２〉７３５１）
①プール利用時間延長
下記の夏休み期間中は無休で開館。
また、プールは時間を延長し午後９時
まで営業します。
■内期間獅７月２１日晶～８月３１日昭

※トレーニングルームは従来通り午
前１０時～午後９時。プール・トレー
ニングルームとも最終入場は午後８
時３０分。
②開館１８周年記念品プレゼント
開館１８周年を記念して、プール・ト
レーニングルーム利用者にオリジナル
グッズ（子どもにはお菓子）を進呈。
■時７月２４日捷午前１０時から
■定大人・子ども各１００人（先着順）
③かき氷早食い競争
５人１組でカ
キ氷を食べる早
さを競います。
上位入賞者には
景品あり。
■時７月２５日昇午後２時（午後１時５０分
から屋外プールサイドで受付）
■対■定小学生未満の部獅２０人 小学１～
３年の部獅２０人 小学４～６年の部
獅２０人 一般の部（中学生以上）獅男
女各１０人
※いずれも先着順。
④夕方チャンス！お楽しみイベント
造波プールに浮かべたカプセルの中
のクジを引いて、当たりが出た人にお
菓子の詰合せを進呈。
■時８月４日晶・２５日晶午後５時
■対オムツが外れた子～小学生
■定各３０人（当日先着順）
⑤土日限定トレーニングルーム利用料
還元フェア
トレーニングルーム利用者の中から
くじで当たりが出た人に施設無料券を
進呈。
■時８月５日松～２７日掌の松掌抄

マーメイドパレスへ行こう

①③共通事項
■申７月３０日掌までに講座名・住所・氏
名（フリガナ）・年齢・電話番号、参
加人数、全員の氏名をはがき（必着）
かファクスで市民ギャラリー（〒４４６-
００２６安城町城堀３０／胃〈７７〉４４９１）へ
※１枚で２人分まで応募可。
※③は希望する時間と制作物も明記。
※市民ギャラリーHPからも申込可。
※②は申込不要。

■問市民ギャラリー（緯〈７７〉６８５３）
①ダンボールで自分だけのミニハウス
をつくろう！
ダンボールのミニハウスを組み立て、
様々な素材でデコレーションします。
■時８月１３日掌午前１０時～正午
■講太田陽菜氏（愛知教育大学幼児教育
選修４年）
■対５歳以上の子
■定２０人（定員を超
えた場合は抽選）

■￥３００円
■持ミニハウスの装飾に使いたい材料
ハンス・クリスチャン・アンデルセン
展関連事業
市民ギャラリーで７月２７日昭～８月

１３日掌に開催する「ハンス・クリスチャ
ン・アンデルセン展～あなたのそばに
はいつもアンデルセンがいた～」に合
わせて、各種イベントを開催します。
②ギャラリーコンサート
■時■内７月２７日昭午前１１時～１１時３０分諮

展覧会開会式に合わせ演奏 出演獅

EnsembleLila（名古屋芸術大学）
アンサンブル リーラ

曲目獅「上を向いて歩こう」や日本の
歌メドレー等
７月３０日掌午後２時～３時諮出演獅

FLUTEQUARTET
フルート カルテット

“argent”（同大学）
アージェント

曲目獅「アイネ・クライネ・ナハトム
ジーク」（モーツァルト）、「となりの
トトロメドレー」（編曲：西條太貴）等
③絵柄の切り抜きでオリジナルグッズ
作り～デコパージュ体験～
好きな絵柄を自由に切り抜いて、専
用糊で貼りつけ乾燥させれば完成！
■時８月１２日松午前１０時～正午、午後１
時３０分～３時３０分
■講藤井宏美氏、伊藤沙耶花氏（Sweet
Roseハンドメイド教室）
■対４歳以上（未就学児は保護者同伴）
■定各１４人（定員を超えた場合は抽選）
■￥石鹸（２個）５００円、コ
ットンバッグ（小）・
ウェットティッシュ
ケース各８００円

市民ギャラリーの催し
■内■時■場■￥下表のとおり。いずれの講座
も９月又は１０月から開始。受講料は
教材費のみ
■対県内のひとり親家庭の父・母・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）
■申７月２８日晶～８月１８日晶午前８時３０
分～午後５時１５分（松掌抄を除く）に、
申込書を持って子育て支援課（緯〈７１〉
２２２９）へ
※申込書は同課で配布。詳細は問い
合わせてください。

ところ／
教材費開講日講習内容

岡崎市／
３,２４０円

松
（全１５回）

パソコン
初級

豊橋市／
２,１６０円

松
（全１５回）

パソコン
初級

名古屋市
／３,４３４円

掌
（全１５回）

パソコン
中級（※）

名古屋市
／５,５００円

昌
（全７回）

調剤薬局
事務

名古屋市
／１,８９０円

松
（全１５回）経理事務

知立市／
６,９９５円

掌
（全１６回）

介護職員
初任者研修
（※）

名古屋市
／６,４８０円

昌
（全１６回）

豊橋市／
６,９９５円

松
（全１７回）

名古屋市
／９,８００円

掌
（全２０回）

登録販売者
（※）

母子家庭等就業支援講習会

※パソコン中級、介護職員初任者研修
（知立市）、登録販売者講習は無料託
児あり。

■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



■問堀内公園（緯〈９９〉５９４７）
夏休み特別営業
７月２１日晶～８月２７日掌の晶松掌抄

は開園時間を午前９時～午後６時に延
長（その他の曜日は午後４時３０分まで）。
なお、平日の正午～午後１時は遊具を
運休します。昇休園。
水遊び企画「うち水大作戦」

バケツ・ジョロ・水鉄砲を使ってう
ち水をしよう。
■時７月２４日捷・２６日昌・２８日晶及び８
月の昌晶 いずれも午後３時～４時

■対小学生以下
■持濡れてもいい服装・着替え・タオル
※バケツ・ジョロ・水鉄砲の持参可。
威力が強い水鉄砲は不可。
夏休み工作講座「割り箸鉄砲」
■時７月２９日松・３０日掌午前１０時～午後
３時
■対小学生以下
■定各５０人（当日先着順）
夏休み特別講座「ペットボトルで仕掛
けづくり」
仕掛けを作り、園内の池で小魚を捕
まえ、観察しよう。
■時８月５日松・６日掌午前１１時、午後
１時
※雨天中止。

■定各１０人（当日先着順）
■持小魚を入れるバケツ又はプラケース
夏休みちびっ子企画「月曜日と木曜日
はじゃんけん大会の日」
■時８月の捷昭 いずれも午後３時・４時
■内じゃんけんに勝った人に、有料遊具
無料券を進呈
■対小学生以下
■定各５０人（当日先着順）

堀内公園の催し
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トイレットペーパーの芯で万華鏡を
作ろう。
■時８月１日昇～３１日昭（捷を除く）
※開苑時間は午前９時～午後５時。
入苑は午後４時３０分まで。
■￥入苑料１００円
（中学生以下
無料）、呈茶料
３００円
■問丈山苑（緯〈９２〉７７８０）

丈山苑「夏休みクラフト体験」

■申申込方法等 ■問問合せ先 ※なお、指定及び制限を設けない項目は記載していません。

アクリルたわしで川をきれいに
アクリル毛糸で洗剤のいらないた
わしを作ろう。
■時８月１日昇午前１０時～１１時３０分
■講中嶋雅子氏
■対小学４年生以上（４年生のみ保護
者同伴）

■定５人（先着順）
■￥１００円
■持かぎ針8号
絵の具あそび
秋葉公園でお絵かきします。
■時８月３日昭午前１０時～１１時３０分
■講鬼頭茂雄氏
■対４歳以上の子と保護者
■定１０組（先着順）
■￥１００円
ペーパーフラワー
■時８月４日晶・５日松午前１０時～１１
時３０分
■講大橋輝美子氏
■対４歳以上の子と保護者
■定各１０組（先着順）
■￥２００円
真夏のスノードーム
卵の殻を使ってスノードームを作
ろう。
■時８月６日掌午前１０時～１１時３０分
■講本間義彰氏
■対４歳以上の子と保護者
■定１０組（先着順）
■￥３００円
夜のネーチャーゲーム
秋葉公園の夜の自然を見てみよう。
■時８月６日掌午後６時～７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１５組（先着順）
■￥１００円
■持懐中電灯、長袖・長ズボン
はぎれで小物入れづくり
牛乳パックとはぎれで小物入れを
作ろう。
■時８月７日捷午前１０時～１１時３０分
■講稲垣愛美氏
■対小学４年生以上
■定１０人（先着順）
■￥４００円
■持汚れてもいい服
装

■申７月２０日昭～各講座開催日３日前まで（昌を除く）の午前９時～午後９時（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）へ

お好み焼きづくり
地元の材料でお好み焼きを作ろう。
■時８月８日昇午前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組（先着順）
■￥１人２００円
■持エプロン、マスク、ふきん、三角
巾
竹水鉄砲をつくってあそぼう
■時８月１０日昭午前１０時～１１時３０分
■対４歳以上の子と保護者
■定１０組（先着順）
■￥３００円
■持濡れてもいい服装
音の正体を探れ！ペットラッパをつ
くろう
ペットボトルとプラ
スチックカップを使っ
てラッパを作ります。
■時８月１１日抄午前１０時
～１１時３０分
■講川角正彦氏
■対小学１年生以上の子と保護者
■定５組（先着順）
■￥１００円
ザリガニ釣り
■時８月１２日松午前１０時～１１時３０分
■講神谷輝幸氏
■対４歳以上の子と保護者
■定１０組（先着順）
■￥５０円
夏休みポスターを描こう
■時８月１３日掌午前１０時～１１時３０分
■講鬼頭茂雄氏
■対小学生（１年生は保護者同伴）
■定１０人（先着順）
■￥１００円
■持ポスター用紙、絵の具等必要な用
具、汚れてもいい服装
ふりこでアート
ふりこの秘密
を探り、不思議
な動きや模様を
作り出します。
■時８月１４日捷午前１０時～１１時３０分
■講川角正彦氏
■対小学３年生以上の子と保護者
■定５組（先着順）
■￥１００円

情
報
ボ
ッ
ク
ス
は
左
側
か
ら
お
読
み
く
だ
さ
い
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８月の土器づくり教室
■時１日昇～４日晶・２３日昌～２５日晶午
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）

①～⑤共通事項
■￥施設利用料
■問マーメイドパレス（緯〈９２〉７３５１）
①プール利用時間延長
下記の夏休み期間中は無休で開館。
また、プールは時間を延長し午後９時
まで営業します。
■内期間獅７月２１日晶～８月３１日昭

※トレーニングルームは従来通り午
前１０時～午後９時。プール・トレー
ニングルームとも最終入場は午後８
時３０分。
②開館１８周年記念品プレゼント
開館１８周年を記念して、プール・ト
レーニングルーム利用者にオリジナル
グッズ（子どもにはお菓子）を進呈。
■時７月２４日捷午前１０時から
■定大人・子ども各１００人（先着順）
③かき氷早食い競争
５人１組でカ
キ氷を食べる早
さを競います。
上位入賞者には
景品あり。
■時７月２５日昇午後２時（午後１時５０分
から屋外プールサイドで受付）
■対■定小学生未満の部獅２０人 小学１～
３年の部獅２０人 小学４～６年の部
獅２０人 一般の部（中学生以上）獅男
女各１０人
※いずれも先着順。
④夕方チャンス！お楽しみイベント
造波プールに浮かべたカプセルの中
のクジを引いて、当たりが出た人にお
菓子の詰合せを進呈。
■時８月４日晶・２５日晶午後５時
■対オムツが外れた子～小学生
■定各３０人（当日先着順）
⑤土日限定トレーニングルーム利用料
還元フェア
トレーニングルーム利用者の中から
くじで当たりが出た人に施設無料券を
進呈。
■時８月５日松～２７日掌の松掌抄

マーメイドパレスへ行こう

①③共通事項
■申７月３０日掌までに講座名・住所・氏
名（フリガナ）・年齢・電話番号、参
加人数、全員の氏名をはがき（必着）
かファクスで市民ギャラリー（〒４４６-
００２６安城町城堀３０／胃〈７７〉４４９１）へ
※１枚で２人分まで応募可。
※③は希望する時間と制作物も明記。
※市民ギャラリーHPからも申込可。
※②は申込不要。

■問市民ギャラリー（緯〈７７〉６８５３）
①ダンボールで自分だけのミニハウス
をつくろう！
ダンボールのミニハウスを組み立て、
様々な素材でデコレーションします。
■時８月１３日掌午前１０時～正午
■講太田陽菜氏（愛知教育大学幼児教育
選修４年）
■対５歳以上の子
■定２０人（定員を超
えた場合は抽選）

■￥３００円
■持ミニハウスの装飾に使いたい材料
ハンス・クリスチャン・アンデルセン
展関連事業
市民ギャラリーで７月２７日昭～８月

１３日掌に開催する「ハンス・クリスチャ
ン・アンデルセン展～あなたのそばに
はいつもアンデルセンがいた～」に合
わせて、各種イベントを開催します。
②ギャラリーコンサート
■時■内７月２７日昭午前１１時～１１時３０分諮

展覧会開会式に合わせ演奏 出演獅

EnsembleLila（名古屋芸術大学）
アンサンブル リーラ

曲目獅「上を向いて歩こう」や日本の
歌メドレー等
７月３０日掌午後２時～３時諮出演獅

FLUTEQUARTET
フルート カルテット

“argent”（同大学）
アージェント

曲目獅「アイネ・クライネ・ナハトム
ジーク」（モーツァルト）、「となりの
トトロメドレー」（編曲：西條太貴）等
③絵柄の切り抜きでオリジナルグッズ
作り～デコパージュ体験～
好きな絵柄を自由に切り抜いて、専
用糊で貼りつけ乾燥させれば完成！
■時８月１２日松午前１０時～正午、午後１
時３０分～３時３０分
■講藤井宏美氏、伊藤沙耶花氏（Sweet
Roseハンドメイド教室）
■対４歳以上（未就学児は保護者同伴）
■定各１４人（定員を超えた場合は抽選）
■￥石鹸（２個）５００円、コ
ットンバッグ（小）・
ウェットティッシュ
ケース各８００円

市民ギャラリーの催し
■内■時■場■￥下表のとおり。いずれの講座
も９月又は１０月から開始。受講料は
教材費のみ
■対県内のひとり親家庭の父・母・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）
■申７月２８日晶～８月１８日晶午前８時３０
分～午後５時１５分（松掌抄を除く）に、
申込書を持って子育て支援課（緯〈７１〉
２２２９）へ
※申込書は同課で配布。詳細は問い
合わせてください。

ところ／
教材費開講日講習内容

岡崎市／
３,２４０円

松
（全１５回）

パソコン
初級

豊橋市／
２,１６０円

松
（全１５回）

パソコン
初級

名古屋市
／３,４３４円

掌
（全１５回）

パソコン
中級（※）

名古屋市
／５,５００円

昌
（全７回）

調剤薬局
事務

名古屋市
／１,８９０円

松
（全１５回）経理事務

知立市／
６,９９５円

掌
（全１６回）

介護職員
初任者研修
（※）

名古屋市
／６,４８０円

昌
（全１６回）

豊橋市／
６,９９５円

松
（全１７回）

名古屋市
／９,８００円

掌
（全２０回）

登録販売者
（※）

母子家庭等就業支援講習会

※パソコン中級、介護職員初任者研修
（知立市）、登録販売者講習は無料託
児あり。

■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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榎前町中隠、西林及び松原における
工業団地の地区計画原案の縦覧を行い
ます。地区計画区域内に土地を所有し
ている人は、縦覧期間満了日までに市
へ意見書を提出することができます。
■時７月１８日昇～８月１日昇午前８時３０
分～午後５時１５分（松掌を除く）

■場■問都市計画課（緯〈７１〉２２４３）

地区計画（案）の縦覧

以下の日程にて説明会を実施します。
■時８月３１日昭までの捷昭 午前１０時～
正午獅一般曹候補生、自衛官候補生、
航空候補生 午後２時～４時獅防衛
大学校、防衛医科大学校（医科・看
護科）

■場自衛隊愛知地方協力本部安城地域事
務所（三河安城町）
■問同事務所（緯〈７４〉６８９４）、市危機管理
課（緯〈７１〉２２２０）

自衛隊採用制度説明会

点検していますか？
住宅用火災警報器
全ての住宅に住宅用火災警報器の設
置が義務づけられて１０年が経過しよう
としています。取付後も、いざという
ときに故障や電池切れのないよう、定
期的に作動確認（垂れているひもを引
く又はボタンを押す）をしましょう。
また、１０年を経過した住宅用火災警
報器は、電子部品の寿命や電池切れ等
で火災を感知しなくなることがあるた
め、交換しましょう。
今年は例年を上回るペースで火災が
発生しており、管内における火災によ
る死者は５月３１日時点で８名に上りま
す。住宅火災による死亡のほとんどの
ケースで、住宅用火災警報器が未設置
でした。
未設置の家庭は、一日も早く住宅用
火災警報器を設置しましょう。
＜火災を未然に防いだ事例＞
暫鍋を火にかけたまま就寝してしまっ
たが住宅用火災警報器が作動。警報
音に気づいた近所の住人が１１９番通
報し、大事に至らず（安城市）

暫天ぷら鍋を火にかけたまま隣人と話
し込んでしまったが、住宅用火災警
報器の音に気がつき初期消火するこ
とができた（碧南市）

■問衣浦東部広域連合消防局予防課（緯

〈６３〉０１３６）

愛知県で働く全ての労働者に適用さ
れる「愛知県最低賃金」と、県内の特定
の産業（７業種）に適用される「特定最
低賃金」は下表のとおりです。下回っ
ている等のご相談は下記監督署まで。

■問刈谷労働基準監督署（緯〈２１〉４８８５）、
市商工課（緯〈７１〉２２３５）

県最低賃金のお知らせ

時間額特定最低賃金

９２６円鉄鋼業

８９６円はん用機械器具製造業

８５６円精密機械器具製造業

８６７円電気機械器具製造業

９０４円輸送用機械器具製造業

８４７円各種商品小売業

８８８円自動車（新車）小売業
※詳細は愛知労働局HPに掲載。

時間額最低賃金名

８４５円愛知県最低賃金

■問市民安全課（緯〈７１〉２２１９）

■申申込方法等 ■問問合せ先 ※なお、指定及び制限を設けない項目は記載していません。

市内で発生している住宅対象侵入盗やその他の侵入盗、自転車盗、自
動車盗、部品ねらい、車上ねらいの発生状況を犯罪発生分布図にして市
HPにて公開しています（市HPで「安城市の犯罪・交通事故発生状況」と
検索）。お住まいの地域やその周辺の犯罪発生状況・傾向を知ることがで
きますので、防犯にお役立てください。更新は月に1回です。

（平成２９年１～５月データ）

総合運動公園
に保存されてい
るC１２型６９号蒸
気機関車。５月
１４日に開催した
写生大会に園児・
小学生等１１３人
の参加があり、
入賞者を６月２５
日に中部公民館
で表彰しました。
特別賞受賞者は次の皆さん。〈敬称略〉

市長賞獅築山結衣 市議会議長賞獅平
たいら

基志 教育長賞獅太田聖愛 中日新聞
もと し きよ み

社賞獅宮部碧 三河安城駅長賞獅松本
将汰 安城駅長賞獅鳥居侑真 ＳＬ保
存会長賞獅岡田璃子、金子陽斗、鳥居

はる と

夏妃
なつ き

■問公園緑地課（緯〈７１〉２２４４）

蒸気機関車写生大会入賞者
決定

＜＜市長賞受賞作品＜市長賞受賞作品＞＞
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報
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ら
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道路の損傷等をお知らせく
ださい
市では、皆
さんが安全に
通行できるよ
う道路パトロ
ールを随時実
施しています。
道路の穴ぼ
こ・陥没、ガ
ードレール・カーブミラー・街路樹・
側溝等の破損、道路照明灯の球切れ等、
異常を見つけた際は、連絡してくださ
い。
■問維持管理課（緯〈７１〉２２３７）

国民健康保険「高齢受給者
証」を送付
現在の高齢受給者証（白色）の有効期

限は７月３１日捷です。７月下旬に新し
い高齢受給者証（薄だいだい色）を送付
します。８月以降に医療機関で診療を
受ける場合には、保険証とともに新し
い高齢受給者証を提示してください。
高齢受給者証は、医療機関で診療を
受ける場合の医療費の自己負担割合を
示すものです。
自己負担割合は、平成２８年中の収入・
所得により判定します。
■対７０歳以上の国民健康保険加入者
■他高齢受給者証は７０歳の誕生日の翌月
１日（１日生まれの人は誕生月）から
該当になります。新たに対象となる
人には、該当月の前月下旬に送付し
ます
■問国保年金課（緯〈７１〉２２３０）

※大東住宅のみ単身での申込可。

■内募集住宅獅下表のとおり
■申入居資格を窓口・電話・市HPにて
事前に確認し、７月２４日捷～２８日晶

午前８時３０分～午後５時１５分に、直
接建築課（緯〈７１〉２２４０）へ

入居時家賃
（月額）

建設
年度

部屋番号
・間取り住宅名

２７,７００～
５４,３００円Ｈ１４C４０３

（３DＫ）
池浦

（池浦町）

２０,８００～
４１,０００円Ｈ１９３０２

（S２DＫ）
大東

（大東町）

①②共通事項
■内勤務体制獅季節により夜間業務あり
時給獅８５０円から（松掌抄は１００円増）、
通勤割増１日２００円 休日獅応相談
選考獅面接（顔写真付履歴書を持参）
■申７月２４日捷まで（昇を除く）の午前９
時３０分～午後５時に電話でデンパー
ク（緯〈９２〉７１１１）へ。応募が無い場合
は２６日昌以降も受付
①入退場スタッフ
■内職務内容獅入場窓口でのチケット販
売等 勤務日時獅午前９時１５分～午
後１時１５分／午後１時１５分～５時１５
分／午前９時１５分～午後５時１５分の
いずれかのうちで指定する時間（主
に松掌抄）

■定２人
②メルヘン号運転スタッフ
■内職務内容獅メルヘン号の運転及び乗
車補助 勤務日時獅松掌抄を含む午
前９時１５分～午後１時１５分又は午後
１時１５分～５時１５分の交代勤務（夜
間開園時は午後５時１５分～９時１５分
もあり）
■対普通自動
車運転免
許を有す
る人
■定２人

デンパークのスタッフ

福祉への善意・寄付ありが
とうございます
５月分／受付順／敬称略
市社会福祉協議会善意銀行
中部福祉センター利用者、中村富士子、
ＪＡあいち中央産直センター安城南部、
安城市消費生活学校、齋藤績、横山眞

いさお

司、福田信子、デンソーグループハー
トフルクラブ幸田、デンソーグループ
ハートフルクラブ安城、ほほえみダン
ス、ふれあいダンス、碧海信用金庫事
務センター、豊橋郵趣会、匿名
市役所関係
安城ロータリークラブ、安城南ライオ
ンズクラブ、加藤順司、北﨑真未、富
田康晃、市民協働課窓口（募金箱）

安城七夕まつ
りに伴う通行規
制により、ＪＲ
安城駅周辺のあ
んくるバスのバ
ス停が利用でき
なくなります。
また、一部の運行時刻が変わります。
詳細は、市HP・各バス停の臨時時刻
表で確認してください。
■時８月４日晶～６日掌

■内利用できなくなるバス停獅日の出・
朝日町東・朝日町西・ＪＲ安城駅・
アンフォーレ、松井整形前（安祥線
のみ）
臨時に設けるバス停獅末広・相生・
松井整形東・文化センター・JR安城
駅東
■問都市計画課（緯〈７１〉２２４３）、商工課（緯

〈７１〉２２３５）

安城七夕まつりに伴うあん
くるバス運行の変更

■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

市営住宅入居者（抽選）



我広報あんじょう 2017.7.15

榎前町中隠、西林及び松原における
工業団地の地区計画原案の縦覧を行い
ます。地区計画区域内に土地を所有し
ている人は、縦覧期間満了日までに市
へ意見書を提出することができます。
■時７月１８日昇～８月１日昇午前８時３０
分～午後５時１５分（松掌を除く）

■場■問都市計画課（緯〈７１〉２２４３）

地区計画（案）の縦覧

以下の日程にて説明会を実施します。
■時８月３１日昭までの捷昭 午前１０時～
正午獅一般曹候補生、自衛官候補生、
航空候補生 午後２時～４時獅防衛
大学校、防衛医科大学校（医科・看
護科）

■場自衛隊愛知地方協力本部安城地域事
務所（三河安城町）
■問同事務所（緯〈７４〉６８９４）、市危機管理
課（緯〈７１〉２２２０）

自衛隊採用制度説明会

点検していますか？
住宅用火災警報器
全ての住宅に住宅用火災警報器の設
置が義務づけられて１０年が経過しよう
としています。取付後も、いざという
ときに故障や電池切れのないよう、定
期的に作動確認（垂れているひもを引
く又はボタンを押す）をしましょう。
また、１０年を経過した住宅用火災警
報器は、電子部品の寿命や電池切れ等
で火災を感知しなくなることがあるた
め、交換しましょう。
今年は例年を上回るペースで火災が
発生しており、管内における火災によ
る死者は５月３１日時点で８名に上りま
す。住宅火災による死亡のほとんどの
ケースで、住宅用火災警報器が未設置
でした。
未設置の家庭は、一日も早く住宅用
火災警報器を設置しましょう。
＜火災を未然に防いだ事例＞
暫鍋を火にかけたまま就寝してしまっ
たが住宅用火災警報器が作動。警報
音に気づいた近所の住人が１１９番通
報し、大事に至らず（安城市）

暫天ぷら鍋を火にかけたまま隣人と話
し込んでしまったが、住宅用火災警
報器の音に気がつき初期消火するこ
とができた（碧南市）

■問衣浦東部広域連合消防局予防課（緯

〈６３〉０１３６）

愛知県で働く全ての労働者に適用さ
れる「愛知県最低賃金」と、県内の特定
の産業（７業種）に適用される「特定最
低賃金」は下表のとおりです。下回っ
ている等のご相談は下記監督署まで。

■問刈谷労働基準監督署（緯〈２１〉４８８５）、
市商工課（緯〈７１〉２２３５）

県最低賃金のお知らせ

時間額特定最低賃金

９２６円鉄鋼業

８９６円はん用機械器具製造業

８５６円精密機械器具製造業

８６７円電気機械器具製造業

９０４円輸送用機械器具製造業

８４７円各種商品小売業

８８８円自動車（新車）小売業
※詳細は愛知労働局HPに掲載。

時間額最低賃金名

８４５円愛知県最低賃金

■問市民安全課（緯〈７１〉２２１９）

■申申込方法等 ■問問合せ先 ※なお、指定及び制限を設けない項目は記載していません。

市内で発生している住宅対象侵入盗やその他の侵入盗、自転車盗、自
動車盗、部品ねらい、車上ねらいの発生状況を犯罪発生分布図にして市
HPにて公開しています（市HPで「安城市の犯罪・交通事故発生状況」と
検索）。お住まいの地域やその周辺の犯罪発生状況・傾向を知ることがで
きますので、防犯にお役立てください。更新は月に1回です。

（平成２９年１～５月データ）

総合運動公園
に保存されてい
るC１２型６９号蒸
気機関車。５月
１４日に開催した
写生大会に園児・
小学生等１１３人
の参加があり、
入賞者を６月２５
日に中部公民館
で表彰しました。
特別賞受賞者は次の皆さん。〈敬称略〉

市長賞獅築山結衣 市議会議長賞獅平
たいら

基志 教育長賞獅太田聖愛 中日新聞
もと し きよ み

社賞獅宮部碧 三河安城駅長賞獅松本
将汰 安城駅長賞獅鳥居侑真 ＳＬ保
存会長賞獅岡田璃子、金子陽斗、鳥居

はる と

夏妃
なつ き

■問公園緑地課（緯〈７１〉２２４４）

蒸気機関車写生大会入賞者
決定
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道路の損傷等をお知らせく
ださい
市では、皆
さんが安全に
通行できるよ
う道路パトロ
ールを随時実
施しています。
道路の穴ぼ
こ・陥没、ガ
ードレール・カーブミラー・街路樹・
側溝等の破損、道路照明灯の球切れ等、
異常を見つけた際は、連絡してくださ
い。
■問維持管理課（緯〈７１〉２２３７）

国民健康保険「高齢受給者
証」を送付
現在の高齢受給者証（白色）の有効期

限は７月３１日捷です。７月下旬に新し
い高齢受給者証（薄だいだい色）を送付
します。８月以降に医療機関で診療を
受ける場合には、保険証とともに新し
い高齢受給者証を提示してください。
高齢受給者証は、医療機関で診療を
受ける場合の医療費の自己負担割合を
示すものです。
自己負担割合は、平成２８年中の収入・
所得により判定します。
■対７０歳以上の国民健康保険加入者
■他高齢受給者証は７０歳の誕生日の翌月
１日（１日生まれの人は誕生月）から
該当になります。新たに対象となる
人には、該当月の前月下旬に送付し
ます
■問国保年金課（緯〈７１〉２２３０）

※大東住宅のみ単身での申込可。

■内募集住宅獅下表のとおり
■申入居資格を窓口・電話・市HPにて
事前に確認し、７月２４日捷～２８日晶

午前８時３０分～午後５時１５分に、直
接建築課（緯〈７１〉２２４０）へ

入居時家賃
（月額）

建設
年度

部屋番号
・間取り住宅名

２７,７００～
５４,３００円Ｈ１４C４０３

（３DＫ）
池浦

（池浦町）

２０,８００～
４１,０００円Ｈ１９３０２

（S２DＫ）
大東

（大東町）

①②共通事項
■内勤務体制獅季節により夜間業務あり
時給獅８５０円から（松掌抄は１００円増）、
通勤割増１日２００円 休日獅応相談
選考獅面接（顔写真付履歴書を持参）
■申７月２４日捷まで（昇を除く）の午前９
時３０分～午後５時に電話でデンパー
ク（緯〈９２〉７１１１）へ。応募が無い場合
は２６日昌以降も受付
①入退場スタッフ
■内職務内容獅入場窓口でのチケット販
売等 勤務日時獅午前９時１５分～午
後１時１５分／午後１時１５分～５時１５
分／午前９時１５分～午後５時１５分の
いずれかのうちで指定する時間（主
に松掌抄）

■定２人
②メルヘン号運転スタッフ
■内職務内容獅メルヘン号の運転及び乗
車補助 勤務日時獅松掌抄を含む午
前９時１５分～午後１時１５分又は午後
１時１５分～５時１５分の交代勤務（夜
間開園時は午後５時１５分～９時１５分
もあり）
■対普通自動
車運転免
許を有す
る人

■定２人

デンパークのスタッフ

福祉への善意・寄付ありが
とうございます
５月分／受付順／敬称略
市社会福祉協議会善意銀行
中部福祉センター利用者、中村富士子、
ＪＡあいち中央産直センター安城南部、
安城市消費生活学校、齋藤績、横山眞

いさお

司、福田信子、デンソーグループハー
トフルクラブ幸田、デンソーグループ
ハートフルクラブ安城、ほほえみダン
ス、ふれあいダンス、碧海信用金庫事
務センター、豊橋郵趣会、匿名
市役所関係
安城ロータリークラブ、安城南ライオ
ンズクラブ、加藤順司、北﨑真未、富
田康晃、市民協働課窓口（募金箱）

安城七夕まつ
りに伴う通行規
制により、ＪＲ
安城駅周辺のあ
んくるバスのバ
ス停が利用でき
なくなります。
また、一部の運行時刻が変わります。
詳細は、市HP・各バス停の臨時時刻
表で確認してください。
■時８月４日晶～６日掌

■内利用できなくなるバス停獅日の出・
朝日町東・朝日町西・ＪＲ安城駅・
アンフォーレ、松井整形前（安祥線
のみ）
臨時に設けるバス停獅末広・相生・
松井整形東・文化センター・JR安城
駅東
■問都市計画課（緯〈７１〉２２４３）、商工課（緯

〈７１〉２２３５）

安城七夕まつりに伴うあん
くるバス運行の変更

■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

市営住宅入居者（抽選）
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