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危険物取扱者保安講習
■時■場■内下表のとおり

①獅ライフポートとよはし ②獅豊
田市民文化会館 ③獅ゆめたろうプ
ラザ（武豊町民会館） ④獅幸田町民
会館 ⑤獅ウィルあいち

■￥４７００円
■申８月１８日晶までに 郵送（必着）獅申
請書を（一社）愛知県危険物安全協会
連合会（〒４６０－０００１名古屋市中区三
の丸三丁目２－１）へ 電子申請獅

同連合会HPから申込
※申請書は、同連合会HP・各消防
署で配布。

■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
合予防課（緯〈６３〉０１３７）

講習種別
会場講習日

一般特定給油
午後－午前①９月２８日昭

午後－午前②１０月４日昌

－－午後③１２日昭

午後午前－１３日晶

午後－午前④２０日晶

午前－午後

⑤

２４日昇

午前午後－２５日昌

午前
午後－－２７日晶

午後－午前３０日捷

午前
午後－－３１日昇

給油＝給油取扱所 特定＝特定事業所
簡単なストレッチや「Anjo☆きらめ

き☆体操」「ヤコウ deサンバ」等の安城
のご当地体操で楽しく体を動かします。
■時８月２５日晶午前１０時～１１時３０分
■場市民交流センター
■講Anjo☆きらめきた～い
■定２０人（先着順）
■申８月５日松午前９時から、直接か電
話で市民交流センター（緯〈７１〉０６０１）
へ

献血にご協力ください！
■時８月６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）

デンパークサマーフェステ
ィバル
■問デンパーク（緯〈９２〉７１１１）
■￥入園料
ナイター営業＆ゆかた入園無料サービス
■時８月５日松～２７日掌の間の松掌抄

■内午後９時まで営業
■他１３日掌はゆかたで来園した人は入園
無料
花火ショー
■時８月６日掌・１１日
抄・１２日松・１３日
掌・１９日松・２０日
掌・２６日松・２７日
掌 いずれも午後
８時２０分
※小雨決行、荒天
中止。
天下無敵の爆裂ライブ
■時８月１５日昇午前１１時、午後２時
■内出演施ブルゾンちえみwithB、バッ
ドナイス常田

市民健康講座
■時９月５日昇午後１時３０分～３時
※受付は午後１時から。
■場市保健センター
■内テーマ施血糖値を下げて元気に過ご
すために、糖尿病について理解しよ
う！
■講石川香織氏（安城更生病院糖尿病認
定看護師）

■対市内在住・在勤・在学者
■定８０人（当日先着順）
■他未就学児の無料託児（先着１０名）を希
望する人、手話通訳・要約筆記が必
要な人は、８月２２日昇までに申し込
んでください
■問市保健センター（緯〈７６〉１１３３）

押し花講座（Ⅱ）
■時９月７日昭・２１日昭、１０月５日昭・
１９日昭、１１月２日昭・１６日昭午前
１０時～正午（全６回）
■内押し花の作り方を学び、押し花を
使った額物作りにも挑戦します
■講長谷川はる子氏
■定３０人（先着順）
■￥６０００円（材料費別途。開講日の入
園券付）
■申申込締切日獅８月３１日昭

寄せ植え講座「ハイドロカルチャー
カラーサンドとガラスの器でカラフ
ルに」
■時９月８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
■申申込締切日獅８月２５日晶

フォトマスターEX
■時９月８日晶・２２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
■持カメラ
■申申込締切日獅９月１日晶

フラワーアレンジメント講座（Ⅱ）
■時９月７日昭・２１日昭、１０月５日昭・
１９日昭、１１月２日昭・１６日昭午後
１時３０分～３時３０分（全６回）
■内季節やテーマに沿ったアレンジを
学びます
■講山口秋子氏
■定３０人（先着順）
■￥６０００円（材料費別途。開講日の入
園券付）

■申申込締切日獅８月３１日昭

デンパークでお散歩フォト
■時９月１３日昌・２７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
■申申込締切日獅９月６日昌

エンジョイ！写真講座（後期）
園内で撮影実習と講評を行います。
楽しみながらカメラの腕をみがきま
しょう。３回目の講座の際には、モ
デルを招いて撮影講座を開催します。
■時９月１４日昭・２８日昭、１０月１２日昭・
２６日昭午前１０時～正午（全４回）
■講細井哲雄氏
■定２０人（先着順）
■￥４５００円
■申申込締切日獅９月７日昭

■問デンパーククラブハウス（緯〈９２〉７１１２）
■他入園料別途（一部を除く）。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８月５日松～各申込締切日の午前９時３０分～午後５時に、直接か電話で同
クラブハウスへ

「健幸（ケンサチ）」みんなで
体操！

■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。
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■時８月２０日掌午前７時３０分～午後５時
■場集合・解散獅市役所西駐車場 目的
地獅長野県根羽村
■内遊歩道をつくるために、古い作業道・
沢・大岩・巨木等を発見し、名前を
付けて散策マップを作成。将来の森
の姿を話し合います
■対１８歳以上の市内在住者
■定２０人（先着順）
■￥１０００円
■持弁当、飲み物、手袋、雨具、コンパ
ス（持っている人）

■申８月４日晶～９日昌に、「水源の森散
策マップ申し込み」と明記し、住所・
氏名・生年月日・電話番号をEメー
ルかファクスでエコネットあんじょ
う（info@econetanjo.org／胃〈５５〉
１３１５）へ
■問エコネットあんじょう（緯〈５５〉１３１５）、
市環境都市推進課（緯〈７１〉２２０６）

安城市民矢作川水源の森
散策マップを作ろう

サルビアまつり
■時８月１９日松午前１０時～正午
※雨天時は２０日掌に順延。

■内和太鼓演奏、コーナー遊び、ふうせ
んつり、バザー等

■他駐車場は丈山小学校校庭を利用して
ください。
送迎バス有

■場■問サルビア
学園（緯〈９２〉
２６６１）

■時８月１５日昇午前８時３０分～１０時３０分
※８時３０分から受付開始。少雨決行。

■場集合獅二本木公民館
■内三河安城駅周辺の史跡をガイド付き
で歩きます
■持歩き慣れた靴、帽子、飲み物等
■他車で来る場合
はなるべく乗
り合わせでお
願いします

■問文化振興課（緯

〈７７〉４４７７）

夏の歴史ウォーク「三河安
城駅周辺の開拓地めぐり」

■￥施設利用料
■問マーメイドパレス（緯〈９２〉７３５１）
水中宝探し
■時８月１１日抄午前１０時
■内プール内に隠されたカプセルを見つ
け出して、景品をゲットしよう
■対小学生以下
■定５０人（当日先着順）
ちびっこ抽選会
■時８月２１日捷午前１０時
■内プール利用後に抽選でお菓子の詰め
合わせ等を進呈
■対小学生以下
■定５０人（当日先着順）

マーメイドパレスへ行こう

甲種防火管理新規講習・
乙種防火管理講習
■時甲種獅９月１４日昭・１５日晶午前９時
４５分～午後４時 乙種獅９月１４日昭

午前９時４５分～午後４時３０分
■場碧南市文化会館（碧南市源氏神明町）
■定１２０人（先着順）
■￥４０００円（当日徴収）
■申８月２１日捷～２５日晶の午前８時３０分
～午後５時に、申込書と証明写真
（縦４㎝×横３㎝、３カ月以内に撮
影したもの）を持ち安城消防署（緯

〈７５〉２４５８）へ
※申込書は同署・衣浦東部広域連合
HPで配布。
■問衣浦東部広域連合予防課（緯〈６３〉０１
３６）

地域での朗読や読
み聞かせを通じた大
人と子どもの触れ合
いが、子どもたちの
ことばを育てます。
NHKアナウンサー
として長年活躍した
山根氏が、子どもの

ことばを育てる活動について語ります。
また心に深くしみこむような、新美南
吉作品の朗読もあわせて披露します。
■時８月２６日松午後２時～３時３０分
■場アンフォーレ
■講山根基世氏（アナウンサー）
■定２００人（先着順）
■申８月５日松からの午前９時～午後５
時に、電話かファクス、Ｅメールで
図書情報館（アンフォーレ内／緯〈７６〉
６１１１／胃〈７７〉６０６６／tosyo@city.
anjo.lg.jp）へ

山根基世・講演会「地域で
育てよう こどものことば」

■時８月１９日松午前９時３０分～正午
■場堀内公園
■内インストラクターの指導で本格的な
木登りを体験
■対市内在住の小学生と保護者
■定１０家族（先着順）
■申８月４日晶～９日昌に「ツリークラ
イミング申し込み」と明記し、子ど
もの氏名・学年・生年月日、保護者
の住所・氏名・電話番号をEメール
かファクスでエコネットあんじょう
（info@econetanjo.org／胃〈５５〉１３
１５）へ
■問エコネットあんじょう（緯〈５５〉１３１５）、
市環境都市推進課（緯〈７１〉２２０６）

親子で冒険体験
ツリークライミング

■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

庭の道具（剪定バサミ、木バサミ、
刈込みバサミ）の使い方のコツと手入
れの方法を学びます。
■時９月１５日晶午後１時３０分～３時３０分
■場県緑化センター（豊田市西中山町）
■講荒木伸一郎氏（緑化センター協力会）
■定３０人（先着順）
■他当日午前８時の時点で豊田市西部に
暴風警報が発令されている場合は中
止します
■申８月１５日昇午前９時から、電話で県
緑化センター（緯０５６５〈７６〉２１０９）へ
※捷を除く。
※同センターHPからも申込みでき
ます。

みどりの教室
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危険物取扱者保安講習
■時■場■内下表のとおり

①獅ライフポートとよはし ②獅豊
田市民文化会館 ③獅ゆめたろうプ
ラザ（武豊町民会館） ④獅幸田町民
会館 ⑤獅ウィルあいち

■￥４７００円
■申８月１８日晶までに 郵送（必着）獅申
請書を（一社）愛知県危険物安全協会
連合会（〒４６０－０００１名古屋市中区三
の丸三丁目２－１）へ 電子申請獅

同連合会HPから申込
※申請書は、同連合会HP・各消防
署で配布。

■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
合予防課（緯〈６３〉０１３７）

講習種別
会場講習日

一般特定給油
午後－午前①９月２８日昭

午後－午前②１０月４日昌

－－午後③１２日昭

午後午前－１３日晶

午後－午前④２０日晶

午前－午後

⑤

２４日昇

午前午後－２５日昌

午前
午後－－２７日晶

午後－午前３０日捷

午前
午後－－３１日昇

給油＝給油取扱所 特定＝特定事業所
簡単なストレッチや「Anjo☆きらめ

き☆体操」「ヤコウ deサンバ」等の安城
のご当地体操で楽しく体を動かします。
■時８月２５日晶午前１０時～１１時３０分
■場市民交流センター
■講Anjo☆きらめきた～い
■定２０人（先着順）
■申８月５日松午前９時から、直接か電
話で市民交流センター（緯〈７１〉０６０１）
へ

献血にご協力ください！
■時８月６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）

デンパークサマーフェステ
ィバル
■問デンパーク（緯〈９２〉７１１１）
■￥入園料
ナイター営業＆ゆかた入園無料サービス
■時８月５日松～２７日掌の間の松掌抄

■内午後９時まで営業
■他１３日掌はゆかたで来園した人は入園
無料
花火ショー
■時８月６日掌・１１日
抄・１２日松・１３日
掌・１９日松・２０日
掌・２６日松・２７日
掌 いずれも午後
８時２０分
※小雨決行、荒天
中止。
天下無敵の爆裂ライブ
■時８月１５日昇午前１１時、午後２時
■内出演施ブルゾンちえみwithB、バッ
ドナイス常田

市民健康講座
■時９月５日昇午後１時３０分～３時
※受付は午後１時から。
■場市保健センター
■内テーマ施血糖値を下げて元気に過ご
すために、糖尿病について理解しよ
う！
■講石川香織氏（安城更生病院糖尿病認
定看護師）

■対市内在住・在勤・在学者
■定８０人（当日先着順）
■他未就学児の無料託児（先着１０名）を希
望する人、手話通訳・要約筆記が必
要な人は、８月２２日昇までに申し込
んでください
■問市保健センター（緯〈７６〉１１３３）

押し花講座（Ⅱ）
■時９月７日昭・２１日昭、１０月５日昭・
１９日昭、１１月２日昭・１６日昭午前
１０時～正午（全６回）
■内押し花の作り方を学び、押し花を
使った額物作りにも挑戦します
■講長谷川はる子氏
■定３０人（先着順）
■￥６０００円（材料費別途。開講日の入
園券付）
■申申込締切日獅８月３１日昭

寄せ植え講座「ハイドロカルチャー
カラーサンドとガラスの器でカラフ
ルに」
■時９月８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
■申申込締切日獅８月２５日晶

フォトマスターEX
■時９月８日晶・２２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
■持カメラ
■申申込締切日獅９月１日晶

フラワーアレンジメント講座（Ⅱ）
■時９月７日昭・２１日昭、１０月５日昭・
１９日昭、１１月２日昭・１６日昭午後
１時３０分～３時３０分（全６回）
■内季節やテーマに沿ったアレンジを
学びます
■講山口秋子氏
■定３０人（先着順）
■￥６０００円（材料費別途。開講日の入
園券付）

■申申込締切日獅８月３１日昭

デンパークでお散歩フォト
■時９月１３日昌・２７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
■申申込締切日獅９月６日昌

エンジョイ！写真講座（後期）
園内で撮影実習と講評を行います。
楽しみながらカメラの腕をみがきま
しょう。３回目の講座の際には、モ
デルを招いて撮影講座を開催します。
■時９月１４日昭・２８日昭、１０月１２日昭・
２６日昭午前１０時～正午（全４回）
■講細井哲雄氏
■定２０人（先着順）
■￥４５００円
■申申込締切日獅９月７日昭

■問デンパーククラブハウス（緯〈９２〉７１１２）
■他入園料別途（一部を除く）。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８月５日松～各申込締切日の午前９時３０分～午後５時に、直接か電話で同
クラブハウスへ

「健幸（ケンサチ）」みんなで
体操！

■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。
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臥 広報あんじょう 2017.8.1

■時８月２０日掌午前７時３０分～午後５時
■場集合・解散獅市役所西駐車場 目的
地獅長野県根羽村
■内遊歩道をつくるために、古い作業道・
沢・大岩・巨木等を発見し、名前を
付けて散策マップを作成。将来の森
の姿を話し合います
■対１８歳以上の市内在住者
■定２０人（先着順）
■￥１０００円
■持弁当、飲み物、手袋、雨具、コンパ
ス（持っている人）

■申８月４日晶～９日昌に、「水源の森散
策マップ申し込み」と明記し、住所・
氏名・生年月日・電話番号をEメー
ルかファクスでエコネットあんじょ
う（info@econetanjo.org／胃〈５５〉
１３１５）へ
■問エコネットあんじょう（緯〈５５〉１３１５）、
市環境都市推進課（緯〈７１〉２２０６）

安城市民矢作川水源の森
散策マップを作ろう

サルビアまつり
■時８月１９日松午前１０時～正午
※雨天時は２０日掌に順延。

■内和太鼓演奏、コーナー遊び、ふうせ
んつり、バザー等

■他駐車場は丈山小学校校庭を利用して
ください。
送迎バス有

■場■問サルビア
学園（緯〈９２〉
２６６１）

■時８月１５日昇午前８時３０分～１０時３０分
※８時３０分から受付開始。少雨決行。

■場集合獅二本木公民館
■内三河安城駅周辺の史跡をガイド付き
で歩きます

■持歩き慣れた靴、帽子、飲み物等
■他車で来る場合
はなるべく乗
り合わせでお
願いします

■問文化振興課（緯

〈７７〉４４７７）

夏の歴史ウォーク「三河安
城駅周辺の開拓地めぐり」

■￥施設利用料
■問マーメイドパレス（緯〈９２〉７３５１）
水中宝探し
■時８月１１日抄午前１０時
■内プール内に隠されたカプセルを見つ
け出して、景品をゲットしよう
■対小学生以下
■定５０人（当日先着順）
ちびっこ抽選会
■時８月２１日捷午前１０時
■内プール利用後に抽選でお菓子の詰め
合わせ等を進呈
■対小学生以下
■定５０人（当日先着順）

マーメイドパレスへ行こう

甲種防火管理新規講習・
乙種防火管理講習
■時甲種獅９月１４日昭・１５日晶午前９時
４５分～午後４時 乙種獅９月１４日昭

午前９時４５分～午後４時３０分
■場碧南市文化会館（碧南市源氏神明町）
■定１２０人（先着順）
■￥４０００円（当日徴収）
■申８月２１日捷～２５日晶の午前８時３０分
～午後５時に、申込書と証明写真
（縦４㎝×横３㎝、３カ月以内に撮
影したもの）を持ち安城消防署（緯

〈７５〉２４５８）へ
※申込書は同署・衣浦東部広域連合
HPで配布。
■問衣浦東部広域連合予防課（緯〈６３〉０１
３６）

地域での朗読や読
み聞かせを通じた大
人と子どもの触れ合
いが、子どもたちの
ことばを育てます。
NHKアナウンサー
として長年活躍した
山根氏が、子どもの

ことばを育てる活動について語ります。
また心に深くしみこむような、新美南
吉作品の朗読もあわせて披露します。
■時８月２６日松午後２時～３時３０分
■場アンフォーレ
■講山根基世氏（アナウンサー）
■定２００人（先着順）
■申８月５日松からの午前９時～午後５
時に、電話かファクス、Ｅメールで
図書情報館（アンフォーレ内／緯〈７６〉
６１１１／胃〈７７〉６０６６／tosyo@city.
anjo.lg.jp）へ

山根基世・講演会「地域で
育てよう こどものことば」

■時８月１９日松午前９時３０分～正午
■場堀内公園
■内インストラクターの指導で本格的な
木登りを体験

■対市内在住の小学生と保護者
■定１０家族（先着順）
■申８月４日晶～９日昌に「ツリークラ
イミング申し込み」と明記し、子ど
もの氏名・学年・生年月日、保護者
の住所・氏名・電話番号をEメール
かファクスでエコネットあんじょう
（info@econetanjo.org／胃〈５５〉１３
１５）へ
■問エコネットあんじょう（緯〈５５〉１３１５）、
市環境都市推進課（緯〈７１〉２２０６）

親子で冒険体験
ツリークライミング

■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

庭の道具（剪定バサミ、木バサミ、
刈込みバサミ）の使い方のコツと手入
れの方法を学びます。
■時９月１５日晶午後１時３０分～３時３０分
■場県緑化センター（豊田市西中山町）
■講荒木伸一郎氏（緑化センター協力会）
■定３０人（先着順）
■他当日午前８時の時点で豊田市西部に
暴風警報が発令されている場合は中
止します

■申８月１５日昇午前９時から、電話で県
緑化センター（緯０５６５〈７６〉２１０９）へ
※捷を除く。
※同センターHPからも申込みでき
ます。

みどりの教室



■申記載のあるものを除き、８月５日松

～３１日昭の午前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）へ
チャレンジ平泳ぎ
■時９月５日昇～１０月１０日昇の毎週昇午
後２時～３時（全６回）

■内平泳ぎに挑戦
■対１８歳以上でクロールで２５杓泳げる水
泳初心者

■定１０人（先着順）
■￥３０００円（施設利用料含む）
■持水着、水泳帽子、ゴーグル
アクアビクス教室体験
■時９月７日昭・１４日昭午後１時～２時
※いずれか１日のみ参加可。

■対１８歳以上
■定各５人（先着順）
■持水着、水泳帽子
■申各開催日の午前９時～正午に、直接
か電話で同センターへ
アクアビクス教室
■時９月７日昭～１２月２１日昭の毎週昭午
後１時～２時（１１月２３日抄を除く。
全１５回）

■対１８歳以上
■定３０人（先着順）
■￥７０００円（施設利用料含む）
■持水着、水泳帽子
大人水泳体験会
■時９月８日晶・１５日晶午後１時～２時
■対１８歳以上の初心者・プール未経験者
■定各５人（先着順）
■持水着、水泳帽子、ゴーグル
■申各開催日の午前９時～正午に、直接
か電話で同センターへ
大人水泳教室
■時９月８日晶～１０月２７日晶の毎週晶午
後１時～２時（全８回）

■対１８歳以上で２５杓泳げない人
■定２０人（先着順）
■￥４０００円（施設利用料含む）
■持水着、水泳帽子、ゴーグル
水中ウォーキング
■時９月１２日昇・１９日昇・２６日昇午後１
時～２時（全３回）
■対中高年
■定１０人（先着順）
■￥施設利用料
■持水着、水泳帽子
■申８月５日松～９月１０日掌の午前９時
～午後８時（休館日を除く）に、直接
か電話で同センターへ

市スポーツセンタープール
の催し・講座（大人向け）

シェイプアップエアロ
音楽に合わせて楽しく汗をかき、脂
肪を燃焼させましょう！
■時９月６日昌～２７日昌の毎週昌午後１
時３０分～２時３０分（全４回）
■対１８歳以上で運動制限のない市内在住・
在勤者
■定２５人程度（先着順）
■￥施設利用料
■持運動のできる服装、室内シューズ、
タオル、飲み物（ペットボトル）
■申８月５日松～９月５日昇の午前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）へ
体力測定会
■時９月３０日松午前１０時～正午
※受付は午前１１時３０分まで。

■内６種目を測定し、体力年齢（２０歳以
上）と体力レベルを算出。体組成計
による測定も有り
■対６歳～６４歳の健康な人
※小学生は保護者同伴。
■持運動のできる服装、室内シューズ、
タオル、飲み物（ペットボトル）
■申開催日の午前１０時～１１時３０分に、直
接同センターアリーナへ

市スポーツセンターの催し・
講座

芽広報あんじょう 2017.8.1

■時９月６日昌～１０月１１日昌の毎週昌午
後５時～６時（全６回）
■内水慣れやクロールから始めます
■対市内在住の小学１～３年生
※２５杓以上泳げる人は不可。
■定１５人（先着順）
■￥３５００円（施設利用料含む）
■持水着、水泳帽子、ゴーグル（必要で
あれば）
■申８月５日松～２０日掌午前９時～午後
８時（休館日を除く）に、参加費を持
ち直接同センター（緯〈７５〉３５４５）へ
※電話申込み不可。

市スポーツセンターの
子供水泳教室

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・在学者 提供会員獅自宅で子どもを預かるこ
とのできる市内在住者
■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、ファミリー・サポート・センタ
ー（あんぱ～く内／緯〈７２〉２３１５）へ

◆依頼会員希望者の入会説明会
■時■申毎月２回、説明会を開催しています。事前に同センターへ
◆提供会員希望者の講習会
■時９月４日捷午前９時１０分～午後３時４０分
■他保育サポーター養成講座・子育てネットワーカー養成講座を修了した人は
講習会を免除
■申事前に同センターへ

■時８月２７日掌午前８時～午後５時３０分
■場集合獅市役所西駐車場 目的地獅長
野県根羽村檜原川河川敷（市のバス
で移動）
■内矢作川の源流である檜原川河川敷で、
魚つかみ、川遊び、五平餅作り等を
根羽村の皆さんとともに行います
■対６歳以上の市内在住者
※小学生以下は保護者同伴。
■定３５人（先着順）
■￥１０００円
■持水筒、帽子、水着、タオル、汚れて
もよい服装
■申８月３日昭～１０日昭に郵便番号・住
所・氏名・生年月日・電話番号・フ
ァクス番号をファクスかEメールで
エコネットあんじょう（info@econet
anjo.org／胃〈５５〉１３１５）へ
■問エコネットあんじょう（緯〈５５〉１３１５）、
市環境都市推進課（緯〈７１〉２２０６）

矢作川源流の里で川遊び

■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。
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岡田菊次郎の生誕
１５０年にあたって、
明治用水や親交の深
かった内藤魯一にま

ろ いち

つわる史跡等をバス
で巡ります。
■時９月９日松午前９
時～午後４時３０分
■場集合・解散獅市民ギャラリー
■内行程諮安城市獅県立農林高等学校開
校記念館、菊次郎銅像（水のかんきょ
う学習館）、明治川神社、明治用水西
井筋分岐点、長根公園、明治用水中
井筋と悪水合流点、まちのえき岡菊
苑、追田悪水 豊田市獅水源神社、
旧頭首工 知立市獅知立神社養正館、
内藤魯一銅像（猿渡公民館）等
■講天野暢保氏（文化財保護委員長）

のぶ やす

■対市内在住・在勤・在学者
■定２０人（定員を超えた場合は抽選）
■￥１８００円（昼食代を含む）
■持筆記具、傘、水筒、帽子
■申８月１８日晶までに、住所・氏名・年
齢・電話番号をはがき（必着）かファ
クス・Ｅメールで、文化振興課「第
１回あおぞら歴史教室」係（〒４４６－
００２６安城町城堀３０／胃〈７７〉６６００／
bunkazai@city.anjo.lg.jp）へ
※２人分まで同時に申込可。

■問文化振興課（緯〈７７〉４４７７）

あおぞら歴史教室「岡田菊
次郎と明治用水Ⅱ」 ■場環境学習センターエコきち 他

■申８月５日松から各開催日の３日前ま
での午前９時～午後９時（昌を除く。
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）へ
環境サロン
■時８月１７日昭午後１時３０分～３時
■内自然栽培で秋冬野菜づくりの勉強会
■講野中慎吾氏
■対１８歳以上
■定３０人（先着順）
■￥２００円
流しそうめん
■時８月１７日昭・１９日松・２８日捷午前１０
時～１１時３０分

■内安城七夕まつりの竹で流しそうめん
■講古居敬子氏
■対４歳以上の子と保護者
■定２０組（先着順）
■￥１人２００円
■持お椀、はし、ふきん
壁掛づくり
■時８月２１日捷午前１０時～１１時３０分
■内間伐材の板にシールをはってオリジ
ナル壁掛をつくろう
■講古居敬子氏
■対４歳以上の子と保
護者
■定１０組（先着順）
■￥１つ１００円
森の自由工作
■時８月２６日松午前１０時～１１時３０分
■内間伐材を使って自由に工作
■講榊原昭二氏
■対小学生以上（１年生は保護者同伴）
■定１０人（先着順）
■￥２００円
親子でサイクリング
■時８月２７日掌午前９時３０分～１１時３０分
※雨天中止。
■内行程獅エコきち出発～市総合グラウ
ンド～昼食～解散
■講鬼頭茂雄氏
■対小学生以上の子と保護者
■定１０組（先着順）
■持自転車、ヘルメット、弁当、水筒

蛾 広報あんじょう 2017.8.1

エコきちの催し

食生活を中心とした健康づくりのボ
ランティア活動をするために、講義や
実習（調理・運動）を通して、食に関す
る知識や技術を学びます。
■時９月７日昭・２１日昭、１０月５日昭・
２３日捷、１１月２日昭 いずれも概ね
午前９時３０分～午後３時４５分（全５
回）

■場市保健センター
■講管理栄養士、保健師、健康づくりリ
ーダー、ヘルスメイト等
■対全日程出席でき、受講後ヘルスメイ
トとして活動可能な市内在住の人
■定２０人（先着順）
■￥１６００円（調理実習材料費）
■持エプロン、三角巾、筆記用具
■他あんじょう健康マイレージポイント
「健康アクション部門」対象事業で、
１０ポイントが加算されます
■申８月７日捷～１８日晶午前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ファクスで市
保健センター（緯〈７６〉１１３３／胃〈７７〉
１１０３）へ
※申込書は同センターで配布。

ヘルスメイト養成講座（１期）

■時８月１９日松午前９時～１１時
※小雨決行。
■場水の駅（篠目町童子橋北）
■内アジサイの剪定体験。剪定した枝は
挿し木用に各自で持ち帰ることがで
きます
■対２０歳以上の市内在住・在勤・在学者
■他お茶・作業用手袋の用意有り。軽作
業のできる服装でお越しください
■申８月１０日昭までに、住所・氏名・生
年月日・電話番号をEメールかファ
クスでエコネットあんじょう（info
@econetanjo.org／胃〈５５〉１３１５）へ
■問エコネットあんじょう（緯〈５５〉１３１５）、
市環境都市推進課（緯〈７１〉２２０６）

アジサイの剪定体験をしま
せんか

■時９月２８日昭～１２月７日昭の間の毎週
昇午前９時～正午、毎週昭・松午前
９時～午後４時１５分（１０月２８日松を
除く）
■場刈谷市総合文化センター アイリス
（刈谷市若松町）
■内ビジネスマナー講座、ソーシャルス
キルトレーニング、パソコン基本操作

■対身体障害、精神障害、知的障害等の
人で訓練施設に自身で通える人
※視覚障害の人は問い合わせてくだ
さい。

■定９人（面接で選考）
■申９月１日晶までに、公共職業安定所
（ハローワーク刈谷）にて手続きをし
てください
※受講には公共職業安定所での求職
登録が必要です。
■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）

県障害者委託訓練「就職準
備とビジネスマナー習得」

■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



■申記載のあるものを除き、８月５日松

～３１日昭の午前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）へ
チャレンジ平泳ぎ
■時９月５日昇～１０月１０日昇の毎週昇午
後２時～３時（全６回）

■内平泳ぎに挑戦
■対１８歳以上でクロールで２５杓泳げる水
泳初心者

■定１０人（先着順）
■￥３０００円（施設利用料含む）
■持水着、水泳帽子、ゴーグル
アクアビクス教室体験
■時９月７日昭・１４日昭午後１時～２時
※いずれか１日のみ参加可。

■対１８歳以上
■定各５人（先着順）
■持水着、水泳帽子
■申各開催日の午前９時～正午に、直接
か電話で同センターへ
アクアビクス教室
■時９月７日昭～１２月２１日昭の毎週昭午
後１時～２時（１１月２３日抄を除く。
全１５回）

■対１８歳以上
■定３０人（先着順）
■￥７０００円（施設利用料含む）
■持水着、水泳帽子
大人水泳体験会
■時９月８日晶・１５日晶午後１時～２時
■対１８歳以上の初心者・プール未経験者
■定各５人（先着順）
■持水着、水泳帽子、ゴーグル
■申各開催日の午前９時～正午に、直接
か電話で同センターへ
大人水泳教室
■時９月８日晶～１０月２７日晶の毎週晶午
後１時～２時（全８回）

■対１８歳以上で２５杓泳げない人
■定２０人（先着順）
■￥４０００円（施設利用料含む）
■持水着、水泳帽子、ゴーグル
水中ウォーキング
■時９月１２日昇・１９日昇・２６日昇午後１
時～２時（全３回）
■対中高年
■定１０人（先着順）
■￥施設利用料
■持水着、水泳帽子
■申８月５日松～９月１０日掌の午前９時
～午後８時（休館日を除く）に、直接
か電話で同センターへ

市スポーツセンタープール
の催し・講座（大人向け）

シェイプアップエアロ
音楽に合わせて楽しく汗をかき、脂
肪を燃焼させましょう！
■時９月６日昌～２７日昌の毎週昌午後１
時３０分～２時３０分（全４回）
■対１８歳以上で運動制限のない市内在住・
在勤者
■定２５人程度（先着順）
■￥施設利用料
■持運動のできる服装、室内シューズ、
タオル、飲み物（ペットボトル）
■申８月５日松～９月５日昇の午前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）へ
体力測定会
■時９月３０日松午前１０時～正午
※受付は午前１１時３０分まで。

■内６種目を測定し、体力年齢（２０歳以
上）と体力レベルを算出。体組成計
による測定も有り
■対６歳～６４歳の健康な人
※小学生は保護者同伴。
■持運動のできる服装、室内シューズ、
タオル、飲み物（ペットボトル）
■申開催日の午前１０時～１１時３０分に、直
接同センターアリーナへ

市スポーツセンターの催し・
講座
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■時９月６日昌～１０月１１日昌の毎週昌午
後５時～６時（全６回）
■内水慣れやクロールから始めます
■対市内在住の小学１～３年生
※２５杓以上泳げる人は不可。
■定１５人（先着順）
■￥３５００円（施設利用料含む）
■持水着、水泳帽子、ゴーグル（必要で
あれば）
■申８月５日松～２０日掌午前９時～午後
８時（休館日を除く）に、参加費を持
ち直接同センター（緯〈７５〉３５４５）へ
※電話申込み不可。

市スポーツセンターの
子供水泳教室

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・在学者 提供会員獅自宅で子どもを預かるこ
とのできる市内在住者
■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、ファミリー・サポート・センタ
ー（あんぱ～く内／緯〈７２〉２３１５）へ

◆依頼会員希望者の入会説明会
■時■申毎月２回、説明会を開催しています。事前に同センターへ
◆提供会員希望者の講習会
■時９月４日捷午前９時１０分～午後３時４０分
■他保育サポーター養成講座・子育てネットワーカー養成講座を修了した人は
講習会を免除
■申事前に同センターへ

■時８月２７日掌午前８時～午後５時３０分
■場集合獅市役所西駐車場 目的地獅長
野県根羽村檜原川河川敷（市のバス
で移動）
■内矢作川の源流である檜原川河川敷で、
魚つかみ、川遊び、五平餅作り等を
根羽村の皆さんとともに行います
■対６歳以上の市内在住者
※小学生以下は保護者同伴。
■定３５人（先着順）
■￥１０００円
■持水筒、帽子、水着、タオル、汚れて
もよい服装
■申８月３日昭～１０日昭に郵便番号・住
所・氏名・生年月日・電話番号・フ
ァクス番号をファクスかEメールで
エコネットあんじょう（info@econet
anjo.org／胃〈５５〉１３１５）へ
■問エコネットあんじょう（緯〈５５〉１３１５）、
市環境都市推進課（緯〈７１〉２２０６）

矢作川源流の里で川遊び

■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。
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岡田菊次郎の生誕
１５０年にあたって、
明治用水や親交の深
かった内藤魯一にま

ろ いち

つわる史跡等をバス
で巡ります。
■時９月９日松午前９
時～午後４時３０分
■場集合・解散獅市民ギャラリー
■内行程諮安城市獅県立農林高等学校開
校記念館、菊次郎銅像（水のかんきょ
う学習館）、明治川神社、明治用水西
井筋分岐点、長根公園、明治用水中
井筋と悪水合流点、まちのえき岡菊
苑、追田悪水 豊田市獅水源神社、
旧頭首工 知立市獅知立神社養正館、
内藤魯一銅像（猿渡公民館）等
■講天野暢保氏（文化財保護委員長）

のぶ やす

■対市内在住・在勤・在学者
■定２０人（定員を超えた場合は抽選）
■￥１８００円（昼食代を含む）
■持筆記具、傘、水筒、帽子
■申８月１８日晶までに、住所・氏名・年
齢・電話番号をはがき（必着）かファ
クス・Ｅメールで、文化振興課「第
１回あおぞら歴史教室」係（〒４４６－
００２６安城町城堀３０／胃〈７７〉６６００／
bunkazai@city.anjo.lg.jp）へ
※２人分まで同時に申込可。

■問文化振興課（緯〈７７〉４４７７）

あおぞら歴史教室「岡田菊
次郎と明治用水Ⅱ」 ■場環境学習センターエコきち他

■申８月５日松から各開催日の３日前ま
での午前９時～午後９時（昌を除く。
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）へ
環境サロン
■時８月１７日昭午後１時３０分～３時
■内自然栽培で秋冬野菜づくりの勉強会
■講野中慎吾氏
■対１８歳以上
■定３０人（先着順）
■￥２００円
流しそうめん
■時８月１７日昭・１９日松・２８日捷午前１０
時～１１時３０分

■内安城七夕まつりの竹で流しそうめん
■講古居敬子氏
■対４歳以上の子と保護者
■定２０組（先着順）
■￥１人２００円
■持お椀、はし、ふきん
壁掛づくり
■時８月２１日捷午前１０時～１１時３０分
■内間伐材の板にシールをはってオリジ
ナル壁掛をつくろう
■講古居敬子氏
■対４歳以上の子と保
護者
■定１０組（先着順）
■￥１つ１００円
森の自由工作
■時８月２６日松午前１０時～１１時３０分
■内間伐材を使って自由に工作
■講榊原昭二氏
■対小学生以上（１年生は保護者同伴）
■定１０人（先着順）
■￥２００円
親子でサイクリング
■時８月２７日掌午前９時３０分～１１時３０分
※雨天中止。
■内行程獅エコきち出発～市総合グラウ
ンド～昼食～解散
■講鬼頭茂雄氏
■対小学生以上の子と保護者
■定１０組（先着順）
■持自転車、ヘルメット、弁当、水筒
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エコきちの催し

食生活を中心とした健康づくりのボ
ランティア活動をするために、講義や
実習（調理・運動）を通して、食に関す
る知識や技術を学びます。
■時９月７日昭・２１日昭、１０月５日昭・
２３日捷、１１月２日昭 いずれも概ね
午前９時３０分～午後３時４５分（全５
回）

■場市保健センター
■講管理栄養士、保健師、健康づくりリ
ーダー、ヘルスメイト等

■対全日程出席でき、受講後ヘルスメイ
トとして活動可能な市内在住の人

■定２０人（先着順）
■￥１６００円（調理実習材料費）
■持エプロン、三角巾、筆記用具
■他あんじょう健康マイレージポイント
「健康アクション部門」対象事業で、
１０ポイントが加算されます
■申８月７日捷～１８日晶午前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ファクスで市
保健センター（緯〈７６〉１１３３／胃〈７７〉
１１０３）へ
※申込書は同センターで配布。

ヘルスメイト養成講座（１期）

■時８月１９日松午前９時～１１時
※小雨決行。
■場水の駅（篠目町童子橋北）
■内アジサイの剪定体験。剪定した枝は
挿し木用に各自で持ち帰ることがで
きます

■対２０歳以上の市内在住・在勤・在学者
■他お茶・作業用手袋の用意有り。軽作
業のできる服装でお越しください

■申８月１０日昭までに、住所・氏名・生
年月日・電話番号をEメールかファ
クスでエコネットあんじょう（info
@econetanjo.org／胃〈５５〉１３１５）へ

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

アジサイの剪定体験をしま
せんか

■時９月２８日昭～１２月７日昭の間の毎週
昇午前９時～正午、毎週昭・松午前
９時～午後４時１５分（１０月２８日松を
除く）
■場刈谷市総合文化センター アイリス
（刈谷市若松町）
■内ビジネスマナー講座、ソーシャルス
キルトレーニング、パソコン基本操作

■対身体障害、精神障害、知的障害等の
人で訓練施設に自身で通える人
※視覚障害の人は問い合わせてくだ
さい。

■定９人（面接で選考）
■申９月１日晶までに、公共職業安定所
（ハローワーク刈谷）にて手続きをし
てください
※受講には公共職業安定所での求職
登録が必要です。
■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）

県障害者委託訓練「就職準
備とビジネスマナー習得」

■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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和太鼓彩のワクワク和太鼓
体験講座＆ミニコンサート

１１月２３日抄に市民会館で公演を行う、
和太鼓彩。公演を前に「親子で日本の
伝統芸能を楽しもう！」をテーマとし、
和太鼓に親しむワークショップとミニ
コンサートを開催します。
■時８月２１日捷諮ワークショップ獅午後
２時～４時 ミニコンサート獅午後
４時～４時３０分

■場市民会館
■定ワークショップ体験希望者獅５０人
（定員を超えた場合は抽選）
■￥ワークショップ体験希望者獅５００円
※１１月２３日公演のチケット購入者は
無料。
※ワークショップ、ミニコンサート
とも、観覧のみ希望の人は無料（申
込みは必要）。
※未就学児は保護者同伴。

■申８月１０日昭までの午前９時～午後９
時（昇を除く）に直接か電話で市民会
館（緯〈７５〉１１５１）へ

安城市の農家で構成される「安城農
業士会」による食育活動として、市内
在住の親子を対象に野菜の植付と収穫
体験を行います。
■時植付獅９月１０日掌午前９時～正午頃
収穫獅平成３０年１月２１日掌午前９時
～正午頃（全２回）
■場和泉町北梶地内の畑
※詳細は参加者に後日連絡します。
■内野菜苗の植付、野菜の収穫（対象野
菜：ジャガイモ、キャベツ、ブロッ
コリー）
■対植付と収穫の両日に参加でき、市内
在住で中学生以下の子どもを含む家
族
■定２５組（定員を超えた場合は抽選）
※抽選の有無にかかわらず、８月２５
日晶頃、申し込んだ全ての組に文書
通知を発送します。
■￥１組５００円
■持農作業のできる汚れてもよい服装、
長靴、軍手、タオル、水筒
■申８月２１日捷までに、「親子ふれあい農
業体験」と件名に明記して、参加者
全員の住所・氏名・生年月日・電話
番号を郵送（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）へ
※右QRコードからも
申込できます。
■問農務課（緯〈７１〉２２３３）

親子ふれあい農業体験

■問堀内公園（緯〈９９〉５９４７）
夏休み体験講座「ランニンググライダ
ー」
走って飛ばす飛行機を作ろう！
■時８月７日捷・９日昌・１０日昭午前１１
時、午後１時

■定各２０人程度（先着順）
■他各開始時間の１０分前より同園管理事
務所前付近で整理券を配布

お盆企画「回数券限定販売」
■時８月７日捷・９日昌～１３日掌午前９
時～午後４時

■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

夏休み体験講座「簡易顕微鏡を作ろ
う！」
■時８月１４日捷・１６日昌～１８日晶午前１１
時、午後１時

■内身近なもので顕微鏡を作成
■定各２０人程度（先着順）
■他各開始時間の１０分前より同園管理事
務所前付近で整理券を配布

夏休み体験講座「手作りMY箸作り体
験」
■時８月１９日松・２０日掌午前１１時、午後
１時・３時
■定各１０人程度（先着順）
■他各開始時間の１０分前より同園管理事
務所前付近で整理券を配布

ノルディックウォーキング＆棒ビクス
体験会
■時９月９日松・２５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８月７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へ

堀内公園の催し

今月の再生家具等入札販売
■時８月１３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
合せ（緯０９０〈９８９２〉２９３３）

ひきこもり家族教室
■時８月３０日昌午後１時３０分～３時３０分
■内講話施ひきこもりを知るために～当
事者の望む接し方～、交流会
■講菅沼和司氏（一般社団法人若者支援
事業団）
■対ひきこもり状態にある人の家族
■定３０人（先着順）
■申■場８月２９日昇までに、電話で衣浦東
部保健所健康支援課（緯〈２１〉９３３７）へ

■時８月２０日掌午後１時～４時
■場環境学習センターエコきち
■内花木の整枝・剪定を学びます
■講県緑化センター公共施設緑化指導員
■対市内在住・在勤・在学者
■定５０人（当日先着順）
■持筆記用具
■問エコネットあんじょう（緯〈５５〉１３１５）、
市環境都市推進課（緯〈７１〉２２０６）

緑あふれる美しい都市景観
づくりを学ぼう

■時９月９日松午前９時～正午
■場市民交流センター
■内事前に家庭で出る生ごみを調べ記録
し、調べて気づいた事を話し合い、
お茶を飲みながらゴミ減量のための
工夫やアイデアを検討
■対１８歳以上の市内在住・在勤・在学者
■定３０人（先着順）
■持家庭で出た生ごみを記録したデータ
（参加者へ事前に記録紙を送付）、筆
記用具
■他共感賞・記録参加賞等お楽しみがあ
ります
■申８月３日昭～１０日昭に、住所・氏名・
生年月日・電話番号・ファクス番号
をEメールかファクスでエコネット
あんじょう（info@econetanjo.org
／胃〈５５〉１３１５）へ

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

みんなで考えよう !
生ごみ減量実践交流会

■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。
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期間中は下記の施設を夜８時まで開
館。様々なイベントを行います。夜の
博物館にお越しください！
■時８月２９日昇～９月３日掌

■場歴史博物館、市民ギャラリー、埋蔵
文化財センター

■問歴史博物館（緯〈７７〉６６５５）
光の切り絵展～光の水族館～

光の切り絵作家・酒井敦美さんが描
く光と映像の世界を展示。「光の水族館」
や音楽と光の切り絵で物語を紡いだミ
ニシアター、市内の子ども達による作
品「夢あかり」等、光のアート作品で彩
ります。
■時８月２９日昇～９月３日掌午前９時～
午後８時

■場市民ギャラリー
野外幻灯
酒井敦美さんが
プロデュースした
光のアート映像を、
市民ギャラリー壁
面と玄関前に映し
出します。
■時９月２日松・３
日掌午後７時～９時

ナイトステージ
■時■内①安城芸妓文化振興会「笑美素会」

え び す

獅８月２９日昇午後６時３０分 ②安城
学園高等学校合唱部獅９月２日松午
後６時３０分・７時３０分

■場①獅歴史博物館 ②獅市民ギャラリー
特別展「生誕２２０年広重」夜間展示解説
■時８月３０日昌・９月２日松午後６時３０分
■他観覧券が必要。中学生以下は無料
豚汁のふるまい
■時９月２日松午後７時
■定１５０人（先着順。無くなり次第終了）
公園内マルシェ
■時９月２日松・３日掌午前１０時～午後
８時

ナイトミュージアム

救命講習会
■対安城・碧南・刈谷・知立・高浜市在
住・在勤・在学者（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。
■定各２０人（先着順）
■申８月５日松午前９時から、電話で各
申込先へ
■問衣浦東部広域連合消防課（緯〈６３〉０１
３５）
普通救命講習Ⅲ
■時８月１９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■申刈谷消防署救急係（緯〈２３〉１２９９）
普通救命講習Ⅰ
■時８月２０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■申碧南消防署救急係（緯〈４１〉２６２５）
上級救命講習
■時８月２６日松午前９時～午後６時
■内成人・乳児等の心肺蘇生法、傷病者
管理、外傷の応急手当、搬送法等
■場■申安城消防署救急係（緯〈７５〉２４９４）
普及員講習再教育
■時８月２７日掌午前９時～正午
■内■対応急手当普及員の資格を持つ人が、
前回の講習受講日から３年以内に再
度受講するための講習
■場■申高浜消防署救急係（緯〈５２〉１１９０）

■時９月２日松午後５時～７時
■場歴史博物館
■内復元弥生土器でご飯を炊きあげます。
弥生時代のご飯の作り方をみんなで
体験
■対家族やグループ（１組５名まで）
■定１０組（先着順）
■￥１人１００円
■申８月５日松午前９時から電話で歴史
博物館（緯〈７７〉６６５５）へ

土器ドキ晩ゴハン

■時８月２６日松午前
１１時～正午、午
後１時３０分～２
時３０分・３時～
４時

■場市民ギャラリー
■内ペン先から溶か
し出したプラスティックが冷めて固
まることで、立体を描ける３Dペン
を体験。簡単な作品テンプレートか
ら自由に選んで制作します
■講３Doodler運営スタッフ

スリードゥー ド ゥ ラ ー

■対５歳以上（８歳未満は保護者同伴）
■定各１０人（定員を超えた場合は抽選）
■￥５００円
■申８月１６日昌までに、催し名・希望時
間・郵便番号・住所・氏名（フリガ
ナ）・年齢・電話番号をはがき（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人まで申込み可。
※市民ギャラリーHPからも申込で
きます。
■問市民ギャラリー（緯〈７７〉６８５３）

空中に絵を描こう！３Ｄア
ートペン体験教室

■時９月３０日松午前１０時～１１時３０分
■場あんぱ～く
■内テーマ獅パパを楽しむ秘訣
■講橋本淳邦氏（NPO法人ファザーリン

よし くに

グ・ジャパン東海支部）
■対乳幼児の父親
■定３０人（先着順）
■他別室託児有り
■申８月２２日昇午前９時から、電話で子
育て支援センター（緯〈７２〉２３１７）へ

第２回 パパ講座

■時８月３１日昭、９月１日晶・３日掌午
後６時・６時３０分・７時

■場歴史博物館
■内懐中電灯を持って、夜の常設展示を
めぐります。昼間とは違ったドキド
キ感をお楽しみください
■定各１０人（先着順）
■申８月５日松午前９時から電話で歴史
博物館（緯〈７７〉６６５５）へ

博物館ナイトツアー

常設展示ガイド
■時８月１２日松・２６日松午前１０時～正午、
午後１時～３時
■内博物館ボランティアによる常設展示
ガイド
■場■問歴史博物館（緯〈７７〉６６５５）

■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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和太鼓彩のワクワク和太鼓
体験講座＆ミニコンサート

１１月２３日抄に市民会館で公演を行う、
和太鼓彩。公演を前に「親子で日本の
伝統芸能を楽しもう！」をテーマとし、
和太鼓に親しむワークショップとミニ
コンサートを開催します。
■時８月２１日捷諮ワークショップ獅午後
２時～４時 ミニコンサート獅午後
４時～４時３０分

■場市民会館
■定ワークショップ体験希望者獅５０人
（定員を超えた場合は抽選）
■￥ワークショップ体験希望者獅５００円
※１１月２３日公演のチケット購入者は
無料。
※ワークショップ、ミニコンサート
とも、観覧のみ希望の人は無料（申
込みは必要）。
※未就学児は保護者同伴。

■申８月１０日昭までの午前９時～午後９
時（昇を除く）に直接か電話で市民会
館（緯〈７５〉１１５１）へ

安城市の農家で構成される「安城農
業士会」による食育活動として、市内
在住の親子を対象に野菜の植付と収穫
体験を行います。
■時植付獅９月１０日掌午前９時～正午頃
収穫獅平成３０年１月２１日掌午前９時
～正午頃（全２回）
■場和泉町北梶地内の畑
※詳細は参加者に後日連絡します。
■内野菜苗の植付、野菜の収穫（対象野
菜：ジャガイモ、キャベツ、ブロッ
コリー）
■対植付と収穫の両日に参加でき、市内
在住で中学生以下の子どもを含む家
族
■定２５組（定員を超えた場合は抽選）
※抽選の有無にかかわらず、８月２５
日晶頃、申し込んだ全ての組に文書
通知を発送します。
■￥１組５００円
■持農作業のできる汚れてもよい服装、
長靴、軍手、タオル、水筒
■申８月２１日捷までに、「親子ふれあい農
業体験」と件名に明記して、参加者
全員の住所・氏名・生年月日・電話
番号を郵送（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）へ
※右QRコードからも
申込できます。
■問農務課（緯〈７１〉２２３３）

親子ふれあい農業体験

■問堀内公園（緯〈９９〉５９４７）
夏休み体験講座「ランニンググライダ
ー」
走って飛ばす飛行機を作ろう！
■時８月７日捷・９日昌・１０日昭午前１１
時、午後１時

■定各２０人程度（先着順）
■他各開始時間の１０分前より同園管理事
務所前付近で整理券を配布

お盆企画「回数券限定販売」
■時８月７日捷・９日昌～１３日掌午前９
時～午後４時

■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

夏休み体験講座「簡易顕微鏡を作ろ
う！」
■時８月１４日捷・１６日昌～１８日晶午前１１
時、午後１時

■内身近なもので顕微鏡を作成
■定各２０人程度（先着順）
■他各開始時間の１０分前より同園管理事
務所前付近で整理券を配布

夏休み体験講座「手作りMY箸作り体
験」
■時８月１９日松・２０日掌午前１１時、午後
１時・３時
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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８月７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へ

堀内公園の催し

今月の再生家具等入札販売
■時８月１３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
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ひきこもり家族教室
■時８月３０日昌午後１時３０分～３時３０分
■内講話施ひきこもりを知るために～当
事者の望む接し方～、交流会
■講菅沼和司氏（一般社団法人若者支援
事業団）
■対ひきこもり状態にある人の家族
■定３０人（先着順）
■申■場８月２９日昇までに、電話で衣浦東
部保健所健康支援課（緯〈２１〉９３３７）へ

■時８月２０日掌午後１時～４時
■場環境学習センターエコきち
■内花木の整枝・剪定を学びます
■講県緑化センター公共施設緑化指導員
■対市内在住・在勤・在学者
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緑あふれる美しい都市景観
づくりを学ぼう

■時９月９日松午前９時～正午
■場市民交流センター
■内事前に家庭で出る生ごみを調べ記録
し、調べて気づいた事を話し合い、
お茶を飲みながらゴミ減量のための
工夫やアイデアを検討
■対１８歳以上の市内在住・在勤・在学者
■定３０人（先着順）
■持家庭で出た生ごみを記録したデータ
（参加者へ事前に記録紙を送付）、筆
記用具
■他共感賞・記録参加賞等お楽しみがあ
ります
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をEメールかファクスでエコネット
あんじょう（info@econetanjo.org
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期間中は下記の施設を夜８時まで開
館。様々なイベントを行います。夜の
博物館にお越しください！
■時８月２９日昇～９月３日掌

■場歴史博物館、市民ギャラリー、埋蔵
文化財センター

■問歴史博物館（緯〈７７〉６６５５）
光の切り絵展～光の水族館～

光の切り絵作家・酒井敦美さんが描
く光と映像の世界を展示。「光の水族館」
や音楽と光の切り絵で物語を紡いだミ
ニシアター、市内の子ども達による作
品「夢あかり」等、光のアート作品で彩
ります。
■時８月２９日昇～９月３日掌午前９時～
午後８時

■場市民ギャラリー
野外幻灯
酒井敦美さんが
プロデュースした
光のアート映像を、
市民ギャラリー壁
面と玄関前に映し
出します。
■時９月２日松・３
日掌午後７時～９時

ナイトステージ
■時■内①安城芸妓文化振興会「笑美素会」

え び す

獅８月２９日昇午後６時３０分 ②安城
学園高等学校合唱部獅９月２日松午
後６時３０分・７時３０分

■場①獅歴史博物館 ②獅市民ギャラリー
特別展「生誕２２０年広重」夜間展示解説
■時８月３０日昌・９月２日松午後６時３０分
■他観覧券が必要。中学生以下は無料
豚汁のふるまい
■時９月２日松午後７時
■定１５０人（先着順。無くなり次第終了）
公園内マルシェ
■時９月２日松・３日掌午前１０時～午後
８時

ナイトミュージアム

救命講習会
■対安城・碧南・刈谷・知立・高浜市在
住・在勤・在学者（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。

■定各２０人（先着順）
■申８月５日松午前９時から、電話で各
申込先へ

■問衣浦東部広域連合消防課（緯〈６３〉０１
３５）
普通救命講習Ⅲ
■時８月１９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■申刈谷消防署救急係（緯〈２３〉１２９９）
普通救命講習Ⅰ
■時８月２０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■申碧南消防署救急係（緯〈４１〉２６２５）
上級救命講習
■時８月２６日松午前９時～午後６時
■内成人・乳児等の心肺蘇生法、傷病者
管理、外傷の応急手当、搬送法等

■場■申安城消防署救急係（緯〈７５〉２４９４）
普及員講習再教育
■時８月２７日掌午前９時～正午
■内■対応急手当普及員の資格を持つ人が、
前回の講習受講日から３年以内に再
度受講するための講習

■場■申高浜消防署救急係（緯〈５２〉１１９０）

■時９月２日松午後５時～７時
■場歴史博物館
■内復元弥生土器でご飯を炊きあげます。
弥生時代のご飯の作り方をみんなで
体験
■対家族やグループ（１組５名まで）
■定１０組（先着順）
■￥１人１００円
■申８月５日松午前９時から電話で歴史
博物館（緯〈７７〉６６５５）へ

土器ドキ晩ゴハン

■時８月２６日松午前
１１時～正午、午
後１時３０分～２
時３０分・３時～
４時

■場市民ギャラリー
■内ペン先から溶か
し出したプラスティックが冷めて固
まることで、立体を描ける３Dペン
を体験。簡単な作品テンプレートか
ら自由に選んで制作します
■講３Doodler運営スタッフ

スリードゥー ド ゥ ラ ー

■対５歳以上（８歳未満は保護者同伴）
■定各１０人（定員を超えた場合は抽選）
■￥５００円
■申８月１６日昌までに、催し名・希望時
間・郵便番号・住所・氏名（フリガ
ナ）・年齢・電話番号をはがき（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人まで申込み可。
※市民ギャラリーHPからも申込で
きます。
■問市民ギャラリー（緯〈７７〉６８５３）

空中に絵を描こう！３Ｄア
ートペン体験教室

■時９月３０日松午前１０時～１１時３０分
■場あんぱ～く
■内テーマ獅パパを楽しむ秘訣
■講橋本淳邦氏（NPO法人ファザーリン

よし くに

グ・ジャパン東海支部）
■対乳幼児の父親
■定３０人（先着順）
■他別室託児有り
■申８月２２日昇午前９時から、電話で子
育て支援センター（緯〈７２〉２３１７）へ

第２回 パパ講座

■時８月３１日昭、９月１日晶・３日掌午
後６時・６時３０分・７時

■場歴史博物館
■内懐中電灯を持って、夜の常設展示を
めぐります。昼間とは違ったドキド
キ感をお楽しみください
■定各１０人（先着順）
■申８月５日松午前９時から電話で歴史
博物館（緯〈７７〉６６５５）へ

博物館ナイトツアー

常設展示ガイド
■時８月１２日松・２６日松午前１０時～正午、
午後１時～３時
■内博物館ボランティアによる常設展示
ガイド

■場■問歴史博物館（緯〈７７〉６６５５）

■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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児童扶養手当、県・市遺児
手当の現況届の提出を
手当の受給者（受給額が全部停止の

人も含む）へ、８月初旬に関係書類を
送付します。期限までに提出してくだ
さい。提出がない場合、手当の支払い
ができなくなります。
なお、受給には本人及び生計が同じ
扶養義務者（直系血族、兄弟姉妹）の所
得制限があります。
※市遺児手当の現況届は、義務教育修
了後の児童を扶養している受給者の
み提出が必要です。

※県遺児手当の現況届は送付しません。
窓口での記入・提出となります。

■他児童扶養手当の受給開始後５年経過
した人等は、就労状況等の届出が必
要です。６月に該当者へ書類を送付
しました。期限までに提出がない場
合、手当額が２分の１に減額されま
す
■申提出方法獅８月３１日昭までの午前８
時３０分～午後５時１５分（松掌抄を除
く）に、書類を持ち子育て支援課（緯

〈７１〉２２２９）へ

中小企業で働く従業員のための国の
退職金制度です。
■内ポイント獅

暫国の掛金助成を受けられます
暫掛金は全額非課税
暫社外積立で管理も簡単
暫パートタイマーの従業員や家族従
業員も加入できます
■問（独）勤労者退職金共済機構 中小企
業退職金共済事業本部（緯０３〈６９０７〉
１２３４）、市商工課（緯〈７１〉２２３５）

中退共の退職金制度

遊休農地と違反転用農地を解消する
ため、農業委員会が農地パトロールを
実施します。現地立ち入りへのご理解
をお願いします。
■時８月上旬～１１月３０日
■問農務課（緯〈７１〉２２３４）

農地パトロール

矢作川水源基金に参加と関
心を
矢作川の水は私たちの生活に欠かせ
ない大切なもの。しかし水源地域では
過疎化や林業の低迷等、課題が山積し
ています。この基金は、植林や保育等、
山の管理と上下流域の交流に活用され
ます。
皆さんも上下流域の交流への参加や、
基金への寄付をお願いします。
■問（公財）矢作川水源基金事務局（緯０５６
４〈２３〉２６４５）、市企画情報課（緯〈７１〉２２
０４）

夏の安全なまちづくり市民
運動

夏は暑い日が続くため、窓を開けた
まま寝てしまうことも多くあり、侵入
盗が多発します。
また、日が長くなり、気がつくと遅
い時間になっていることもしばしば。
夜だけではありませんが、できるだけ
一人で行動しないようにする等、犯罪
に巻き込まれないように注意する必要
があります。
日ごろから、家族や知り合いの人と
声を掛け合い、振り込め詐欺、侵入盗、
車上ねらい、性犯罪等の被害に遭わな
いよう、対策を実践しましょう。
〈運動の重点〉
暫住宅を対象とした侵入盗の防止
暫子どもと女性の犯罪被害防止
暫自動車盗の防止
暫特殊詐欺の被害防止
■時運動期間獅８月１日～１０日
■問安城警察署（緯〈７６〉０１１０）、市市民安
全課（緯〈７１〉２２１９）

個人事業税第１期分の納税
をお忘れなく
個人事業税の第１期分の納期限は、
８月３１日昭です。
８月中旬に県から納税通知書を送付
するので、銀行、信金、農協、ゆう
ちょ銀行（ゆうちょ銀行代理店の郵便
局を含みます）等の金融機関・コンビ
ニエンスストア・インターネット（愛
知県県税専用お支払サイト）でのクレ
ジットカード・MMK設置店（ＭＭＫ
端末が設置されているスーパー、ドラ
ッグストア等の店舗）・県税事務所で納
付してください。
なお、Pay-easy（ペイジー）に対応
しているインターネットバンキング又
はＡＴＭを利用して納付することもで
きます。
※コンビニエンスストア及びＭＭＫ設
置店については納付書の納付金額が
３０万円以下のものに限ります。
※クレジットカード、Pay-easy、ゆう
ちょ銀行、郵便局では領収証書が発
行されません。必要な場合は他の金
融機関等の窓口で納付してください。
※クレジットカードによる納付では、
１万円ごとに７３円（消費税別）の決済
手数料がかかります。
納税には便利な口座振替を
納税には便利で安全な口座振替の制
度があります。希望する人は口座を開
設している金融機関の窓口で手続をし
てください。
■問西三河県税事務所（緯０５６４〈２７〉２７１３）、
市市民税課（緯〈７１〉２２１４）

県営名古屋空港へは公共交
通機関をご利用ください

海で安全に楽しく遊ぶため
のお願い
海に行くときは以下のことに留意し
て、安全に楽しく遊びましょう。
暫子どもからは絶対に目を離さない
暫ボートに乗るとき、防波堤で魚釣り
をするときは、大人も子どももライ
フジャケットを着用

暫風が強い日や海が荒れているときは、
海に近づかない

暫連絡手段の確保のため、携帯電話は
防水パック等に入れて所持

暫海の事故は１１８番に電話し、速やか
に知らせる
■問名古屋海上保安部（緯０５２〈６６１〉１６１５）

県営名古屋空港は、現在、９都市へ
１日２３往復運航しています。
お盆休みや連休においては、多くの
利用客が県営名古屋空港を利用するた
め、駐車場が満車になること、駐車が
できず航空機の搭乗に間に合わないこ
とが想定されます。
空港を利用する際は、名古屋・勝川・

西春の各駅と空港を約２０分で結ぶバス
を始めとする公共交通機関を利用して
ください。
■問県営名古屋空港（緯０５６８〈２９〉１６００）

原爆死没者の慰霊・恒久平
和を願い黙とうを
原爆死没者の慰霊と恒久平和を願い、
家庭・職場・地域等で、原爆が投下さ
れた時間に１分間の黙とうをお願いし
ます。
■時広島獅８月６日掌午前８時１５分
長崎獅８月９日昌午前１１時２分
■問人事課（緯〈７１〉２２０３）

■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。
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■内雇用開始獅９月１日 勤務日時獅捷

～晶午前８時３０分～午後５時 職務
内容獅母子保健・成人保健事業にお
ける健康教育、乳幼児健診、相談業
務等 賃金獅時給１４４０円、通勤割増
１日２００円 選考獅面接（８月２２日昇）

■定２人
■他健康保険・厚生年金・雇用保険対象。
助産師の資格でも可。ただしその場
合、職務内容や提出書類について事前
に市保健センターに確認してください

■申８月１日昇～１５日昇午前８時３０分～
午後５時１５分（松掌抄を除く）に、顔
写真付履歴書と保健師免許証の原本
を持ち市保健センター（緯〈７６〉１１３３）へ
※提出書類は返却しません。

臨時保健師

■場市内公立保育園
■内雇用開始獅９月１日（要相談） 選考
獅面接（申込時又は指定日）

■他健康保険・厚生年金・雇用保険対象
※就労時間内禁煙。
※提出書類は返却しません。
臨時保育士
■内勤務日時獅捷～晶午前８時３０分～午
後５時（松勤務もあり） 職務内容獅

保育 賃金獅時給１３１０円、通勤割増
１日２００円
■定若干名
■申随時、午前８時３０分～午後５時（松

掌抄を除く）に、顔写真付履歴書と
保育士証の原本を持ち子ども課（緯

〈７１〉２２２８）へ
保育アシスタント
■内勤務日時獅捷～晶午前８時３０分～午
後４時 勤務内容獅保育の環境整備、
保育補助 賃金獅時給１０００円、通勤
割増１日２００円
■定若干名
■他資格の有無は問いません
■申随時、午前８時３０分～午後５時（松

掌抄を除く）に、顔写真付履歴書を
持ち子ども課（緯〈７１〉２２２８）へ

保育園臨時職員
車上ねらい・自転車盗多発
中！
車上ねらい
被害が激増しています。車上ねらい
の犯人は、車内に置いたままの荷物や
ETCカードを狙って、ガラスを割り
短時間で盗んでいきます。「個人情報の
流出」という二次被害も発生するため
「すぐに戻るから」と気を抜かず、被害
を防ぎましょう！
■内被害を防ぐポイント
暫短時間でも車を離れるときは必ず
施錠。窓も完全に閉める
暫車内に荷物を置いたままにしない
暫外出先では明るく管理された駐車
場を選ぶ
暫センサー感知式の警報装置等、警
報機を装備する
自転車盗
自宅敷地内でも被害に遭います。対
策をして大切な自転車を守りましょう。
■内被害を防ぐポイント
暫防犯性の高い錠を使用し、ツーロ
ック（２カ所施錠）する
暫自転車の防犯登録をする
暫見通しの良い駐輪場にとめる
■問安城警察署（緯〈７６〉０１１０）、市市民安
全課（緯〈７１〉２２１９）

①～③共通事項
■時受付期間獅９月５日昇～２９日晶

■対高等学校を卒業した（見込含む）２０歳
以下の人
■他詳細は問い合わせてください
■問自衛隊愛知地方協力本部安城地域事
務所（緯〈７４〉６８９４）、市危機管理課（緯

〈７１〉２２２０）
①防衛大学校一般（前期）
■時試験日諮１次獅１１月４日松又は５日
掌 ２次獅１２月５日昇～９日松のう
ちのいずれか１日

■他推薦・総合選抜・後期試験も行います
②防衛医科大学校医学科学生
■時試験日諮１次獅１０月２８日松又は２９日
掌 ２次獅１２月１３日昌～１５日晶のう
ちのいずれか１日
③防衛医科大学校看護学科学生
■時試験日諮１次獅１０月１４日松 ２次獅

１１月２５日松又は２６日掌のいずれか

自衛官

１０月１日から
の運行に合わせ
て作成する１万
部の時刻表に掲
載する広告を募
集します。
■内掲載位置獅裏
表紙・中面等
のページ半面
（右図参照） 仕様獅フルカラー（約
縦７４勺×横１０５勺、広告の右上部に
広告であることを示すロゴを表示）

■対市税・使用料の滞納がない事業者及
び広告代理店等
■定募集枠数獅８枠（複数枠の申込可）
※複数の申込みがあった場合は、先
着順で掲載位置を決定。
※募集枠数以上の申込みがあった場
合は、市の代理抽選により決定。
■￥１枠２万円
■他掲載が決定した場合は、広告原稿の
印刷物と、市が指定した記録媒体等
に電子データを記録したものを、８
月２５日晶までに市に提出
■申８月１日昇～１８日晶の午前８時３０分
～午後５時１５分（松掌抄を除く）に、
申込書と会社概要（パンフレット等）
を持参か郵送（必着）で都市計画課総
合交通係（〒４４６－８５０１住所不要）へ
※申込書・募集要項・作成要領は、
同係・市HPで配布。

■問都市計画課（緯〈７１〉２２４３）

あんくるバス時刻表広告掲
載者

掲載位置
広告

平成２９年度緑の募金活動として、家
庭募金や企業募金、学校募金等が、６
月１９日時点で総額６２２万８８８５円集まり
ました。ありがとうございました。町内
緑化事業や公共緑化事業等に活用します。

■問公園緑地課（緯〈７１〉２２４４）

緑の募金のお礼

〈平成29年度緑の募金実績〉

総額 6,228,885円

家庭募金 90％
5,597,925円

学校募金
4％
238,307円

その他募金
1％
85,524円

企業募金
5％
307,129円

■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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児童扶養手当、県・市遺児
手当の現況届の提出を
手当の受給者（受給額が全部停止の

人も含む）へ、８月初旬に関係書類を
送付します。期限までに提出してくだ
さい。提出がない場合、手当の支払い
ができなくなります。
なお、受給には本人及び生計が同じ
扶養義務者（直系血族、兄弟姉妹）の所
得制限があります。
※市遺児手当の現況届は、義務教育修
了後の児童を扶養している受給者の
み提出が必要です。

※県遺児手当の現況届は送付しません。
窓口での記入・提出となります。

■他児童扶養手当の受給開始後５年経過
した人等は、就労状況等の届出が必
要です。６月に該当者へ書類を送付
しました。期限までに提出がない場
合、手当額が２分の１に減額されま
す
■申提出方法獅８月３１日昭までの午前８
時３０分～午後５時１５分（松掌抄を除
く）に、書類を持ち子育て支援課（緯

〈７１〉２２２９）へ

中小企業で働く従業員のための国の
退職金制度です。
■内ポイント獅

暫国の掛金助成を受けられます
暫掛金は全額非課税
暫社外積立で管理も簡単
暫パートタイマーの従業員や家族従
業員も加入できます
■問（独）勤労者退職金共済機構 中小企
業退職金共済事業本部（緯０３〈６９０７〉
１２３４）、市商工課（緯〈７１〉２２３５）

中退共の退職金制度

遊休農地と違反転用農地を解消する
ため、農業委員会が農地パトロールを
実施します。現地立ち入りへのご理解
をお願いします。
■時８月上旬～１１月３０日
■問農務課（緯〈７１〉２２３４）

農地パトロール

矢作川水源基金に参加と関
心を
矢作川の水は私たちの生活に欠かせ
ない大切なもの。しかし水源地域では
過疎化や林業の低迷等、課題が山積し
ています。この基金は、植林や保育等、
山の管理と上下流域の交流に活用され
ます。
皆さんも上下流域の交流への参加や、
基金への寄付をお願いします。
■問（公財）矢作川水源基金事務局（緯０５６
４〈２３〉２６４５）、市企画情報課（緯〈７１〉２２
０４）

夏の安全なまちづくり市民
運動

夏は暑い日が続くため、窓を開けた
まま寝てしまうことも多くあり、侵入
盗が多発します。
また、日が長くなり、気がつくと遅
い時間になっていることもしばしば。
夜だけではありませんが、できるだけ
一人で行動しないようにする等、犯罪
に巻き込まれないように注意する必要
があります。
日ごろから、家族や知り合いの人と
声を掛け合い、振り込め詐欺、侵入盗、
車上ねらい、性犯罪等の被害に遭わな
いよう、対策を実践しましょう。
〈運動の重点〉
暫住宅を対象とした侵入盗の防止
暫子どもと女性の犯罪被害防止
暫自動車盗の防止
暫特殊詐欺の被害防止
■時運動期間獅８月１日～１０日
■問安城警察署（緯〈７６〉０１１０）、市市民安
全課（緯〈７１〉２２１９）

個人事業税第１期分の納税
をお忘れなく
個人事業税の第１期分の納期限は、
８月３１日昭です。
８月中旬に県から納税通知書を送付
するので、銀行、信金、農協、ゆう
ちょ銀行（ゆうちょ銀行代理店の郵便
局を含みます）等の金融機関・コンビ
ニエンスストア・インターネット（愛
知県県税専用お支払サイト）でのクレ
ジットカード・MMK設置店（ＭＭＫ
端末が設置されているスーパー、ドラ
ッグストア等の店舗）・県税事務所で納
付してください。
なお、Pay-easy（ペイジー）に対応
しているインターネットバンキング又
はＡＴＭを利用して納付することもで
きます。
※コンビニエンスストア及びＭＭＫ設
置店については納付書の納付金額が
３０万円以下のものに限ります。
※クレジットカード、Pay-easy、ゆう
ちょ銀行、郵便局では領収証書が発
行されません。必要な場合は他の金
融機関等の窓口で納付してください。
※クレジットカードによる納付では、
１万円ごとに７３円（消費税別）の決済
手数料がかかります。
納税には便利な口座振替を
納税には便利で安全な口座振替の制
度があります。希望する人は口座を開
設している金融機関の窓口で手続をし
てください。
■問西三河県税事務所（緯０５６４〈２７〉２７１３）、
市市民税課（緯〈７１〉２２１４）

県営名古屋空港へは公共交
通機関をご利用ください

海で安全に楽しく遊ぶため
のお願い
海に行くときは以下のことに留意し
て、安全に楽しく遊びましょう。
暫子どもからは絶対に目を離さない
暫ボートに乗るとき、防波堤で魚釣り
をするときは、大人も子どももライ
フジャケットを着用

暫風が強い日や海が荒れているときは、
海に近づかない

暫連絡手段の確保のため、携帯電話は
防水パック等に入れて所持

暫海の事故は１１８番に電話し、速やか
に知らせる
■問名古屋海上保安部（緯０５２〈６６１〉１６１５）

県営名古屋空港は、現在、９都市へ
１日２３往復運航しています。
お盆休みや連休においては、多くの
利用客が県営名古屋空港を利用するた
め、駐車場が満車になること、駐車が
できず航空機の搭乗に間に合わないこ
とが想定されます。
空港を利用する際は、名古屋・勝川・

西春の各駅と空港を約２０分で結ぶバス
を始めとする公共交通機関を利用して
ください。
■問県営名古屋空港（緯０５６８〈２９〉１６００）

原爆死没者の慰霊・恒久平
和を願い黙とうを
原爆死没者の慰霊と恒久平和を願い、
家庭・職場・地域等で、原爆が投下さ
れた時間に１分間の黙とうをお願いし
ます。
■時広島獅８月６日掌午前８時１５分
長崎獅８月９日昌午前１１時２分
■問人事課（緯〈７１〉２２０３）

■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。
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■内雇用開始獅９月１日 勤務日時獅捷

～晶午前８時３０分～午後５時 職務
内容獅母子保健・成人保健事業にお
ける健康教育、乳幼児健診、相談業
務等 賃金獅時給１４４０円、通勤割増
１日２００円 選考獅面接（８月２２日昇）

■定２人
■他健康保険・厚生年金・雇用保険対象。
助産師の資格でも可。ただしその場
合、職務内容や提出書類について事前
に市保健センターに確認してください

■申８月１日昇～１５日昇午前８時３０分～
午後５時１５分（松掌抄を除く）に、顔
写真付履歴書と保健師免許証の原本
を持ち市保健センター（緯〈７６〉１１３３）へ
※提出書類は返却しません。

臨時保健師

■場市内公立保育園
■内雇用開始獅９月１日（要相談） 選考
獅面接（申込時又は指定日）

■他健康保険・厚生年金・雇用保険対象
※就労時間内禁煙。
※提出書類は返却しません。

臨時保育士
■内勤務日時獅捷～晶午前８時３０分～午
後５時（松勤務もあり） 職務内容獅

保育 賃金獅時給１３１０円、通勤割増
１日２００円
■定若干名
■申随時、午前８時３０分～午後５時（松

掌抄を除く）に、顔写真付履歴書と
保育士証の原本を持ち子ども課（緯

〈７１〉２２２８）へ
保育アシスタント
■内勤務日時獅捷～晶午前８時３０分～午
後４時 勤務内容獅保育の環境整備、
保育補助 賃金獅時給１０００円、通勤
割増１日２００円
■定若干名
■他資格の有無は問いません
■申随時、午前８時３０分～午後５時（松

掌抄を除く）に、顔写真付履歴書を
持ち子ども課（緯〈７１〉２２２８）へ

保育園臨時職員
車上ねらい・自転車盗多発
中！
車上ねらい
被害が激増しています。車上ねらい
の犯人は、車内に置いたままの荷物や
ETCカードを狙って、ガラスを割り
短時間で盗んでいきます。「個人情報の
流出」という二次被害も発生するため
「すぐに戻るから」と気を抜かず、被害
を防ぎましょう！
■内被害を防ぐポイント
暫短時間でも車を離れるときは必ず
施錠。窓も完全に閉める
暫車内に荷物を置いたままにしない
暫外出先では明るく管理された駐車
場を選ぶ
暫センサー感知式の警報装置等、警
報機を装備する
自転車盗
自宅敷地内でも被害に遭います。対
策をして大切な自転車を守りましょう。
■内被害を防ぐポイント
暫防犯性の高い錠を使用し、ツーロ
ック（２カ所施錠）する
暫自転車の防犯登録をする
暫見通しの良い駐輪場にとめる
■問安城警察署（緯〈７６〉０１１０）、市市民安
全課（緯〈７１〉２２１９）

①～③共通事項
■時受付期間獅９月５日昇～２９日晶

■対高等学校を卒業した（見込含む）２０歳
以下の人

■他詳細は問い合わせてください
■問自衛隊愛知地方協力本部安城地域事
務所（緯〈７４〉６８９４）、市危機管理課（緯

〈７１〉２２２０）
①防衛大学校一般（前期）
■時試験日諮１次獅１１月４日松又は５日
掌 ２次獅１２月５日昇～９日松のう
ちのいずれか１日

■他推薦・総合選抜・後期試験も行います
②防衛医科大学校医学科学生
■時試験日諮１次獅１０月２８日松又は２９日
掌 ２次獅１２月１３日昌～１５日晶のう
ちのいずれか１日
③防衛医科大学校看護学科学生
■時試験日諮１次獅１０月１４日松 ２次獅

１１月２５日松又は２６日掌のいずれか

自衛官

１０月１日から
の運行に合わせ
て作成する１万
部の時刻表に掲
載する広告を募
集します。
■内掲載位置獅裏
表紙・中面等
のページ半面
（右図参照） 仕様獅フルカラー（約
縦７４勺×横１０５勺、広告の右上部に
広告であることを示すロゴを表示）

■対市税・使用料の滞納がない事業者及
び広告代理店等

■定募集枠数獅８枠（複数枠の申込可）
※複数の申込みがあった場合は、先
着順で掲載位置を決定。
※募集枠数以上の申込みがあった場
合は、市の代理抽選により決定。
■￥１枠２万円
■他掲載が決定した場合は、広告原稿の
印刷物と、市が指定した記録媒体等
に電子データを記録したものを、８
月２５日晶までに市に提出
■申８月１日昇～１８日晶の午前８時３０分
～午後５時１５分（松掌抄を除く）に、
申込書と会社概要（パンフレット等）
を持参か郵送（必着）で都市計画課総
合交通係（〒４４６－８５０１住所不要）へ
※申込書・募集要項・作成要領は、
同係・市HPで配布。

■問都市計画課（緯〈７１〉２２４３）

あんくるバス時刻表広告掲
載者

掲載位置
広告

平成２９年度緑の募金活動として、家
庭募金や企業募金、学校募金等が、６
月１９日時点で総額６２２万８８８５円集まり
ました。ありがとうございました。町内
緑化事業や公共緑化事業等に活用します。

■問公園緑地課（緯〈７１〉２２４４）

緑の募金のお礼

〈平成29年度緑の募金実績〉

総額 6,228,885円

家庭募金 90％
5,597,925円

学校募金
4％
238,307円

その他募金
1％
85,524円

企業募金
5％
307,129円

■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7月1日現在〉
総 人 口
男 性
女 性

世 帯 数

187,477人（＋ 5）
96,236人（－18）
91,241人（＋23）

73,988世帯（＋18）

火 災
救 急

（年間累計／前年対比）

刑 法 犯
交通事故
負 傷 者
死 者

145件（706件／－16）
86件（468件／＋13）
103人（570人／＋13）
0人（ 3人／＋ 1）

人口・世帯

6月の火災・救急

6月の犯罪・事故

6件（うち建物 2件）
630件（うち急病418件）
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ステージショーや体験型アトラクシ
ョン等、子どもから大人まで楽しめる
催し物が盛りだくさん。フィナーレに
はスターマインをはじめとする多くの
花火が夏の夜空を彩ります。
■時８月１８日晶午後５時～９時・１９日松

午前１１時～午後９時
※１８日は市民盆おどりのみ開催。
※花火大会は１９日午後７時から。

■場刈谷市総合運動公園（刈谷市築地町）
■他JR刈谷駅北口・名鉄知立駅・刈谷
市役所他から無料シャトルバスを１９
日のみ運行（会場周辺に駐車場はあ
りません）

■問刈谷市観光協会（緯〈２３〉４１００）

刈谷わんさか祭り・花火大
会

刈
谷

約４５０年もの長い歴史を持つ由緒あ
るまつりです。和紙で作られた６組１２
張の大提灯の壮大さは見るものを圧倒
し、灯が入るとそこに描かれた時代絵
巻が漆黒の夜空に浮かびあがります。
三河一色大提灯まつり
■時■内８月２６日松諮午前８時施大提灯掲
揚 午前１０時施大提灯献詠俳句大会
午後３時・８時施奉納神楽 午後７
時施献灯祭 ２７日掌諮午前９時３０分
施奉納弓道大会 午後５時施あげ神
楽、大提灯降納
※雨天・荒天時は次の晴天日まで順延。
■場三河一色諏訪神社（西尾市一色町）
※大提灯献詠俳句大会は一色町公民
館で開催。
■他混雑が予想されるため、公共交通機
関をご利用ください
■問三河一色諏訪神社（緯０５６３〈７３〉４２７６）、
西尾市商工観光課（緯０５６３〈６５〉２１７０）

シンポジウム「歴史文化を未来へ繋ぐ」
■時８月２６日松午後１時～３時
■場西尾市一色地域交流センター
■内ラジオパーソナリティ・つボイノリ
オさんによる基調講演、パネルディ
スカッション等
■問西尾市商工観光課（緯０５６３〈６５〉２１７０）

三河一色大提灯まつり 西
尾

日本洋画の先駆者・
高橋由一から大正期の
岸田劉生、そして現代
に至るまで多くの画家
が取り組む西洋由来の
写実表現。移入され
１５０年を経た写実がど
のように変化し、また
変化しなかったのか、
明治～現代の絵画から
「リアル（写実）のゆく
え」を追う展覧会です。
■時８月８日昇～９月１８
日抄午前１０時～午後
６時（捷を除く。た
だし、９月１８日抄は開館）
※入場は午後５時３０分まで。

■￥一般施７００円 高校生・大学生施５００
円 小・中学生施無料

■場■問碧南市藤井達吉現代美術館（緯〈４８〉
６６０２）

リアル（写実）のゆくえ 碧
南

《《鮭《鮭》》
高橋由高橋由一一

山形美術館寄山形美術館寄託託

子どもたちに大人気のご当地ヒーロ
ー「幸戦隊コウタレンジャー」による
ステージイベント、おまつり屋台、盆
踊り、打ち上げ花火と手筒花火の競演
等、家族で楽しんでいただけるイベン
トです。
■時８月１９日松午後２時～８時３０分
※雨天時は２０日掌に順延。
■場ハッピネス・ヒル・幸田（幸田町大
字大草字丸山６０）
■他 JR幸田駅（東口）と幸田町役場正面
駐車場から会場まで無料シャトルバ
スを運行
■問こうた夏まつり実行委員会（幸田町
教育委員会生涯学習課内／緯０５６４
〈６２〉１１１１）

こうた夏まつり 幸
田

およそ２３００人が３６組の個性的なグル
ープに分かれ、色とりどりの衣装を身
にまとって踊ります。
■時８月１９日松午後５時～９時
※荒天の場合は中止。

■場三好稲荷閣周辺道路（みよし市三好町）
※併催するナイトマーケットは、サ
ンライブ西面の道向かい駐車場。
※公共交通機関をご利用ください。
■問みよし市観光協会（市産業課内／緯

０５６１〈３４〉６０００）

三好いいじゃんまつり
み
よ
し

■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。
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※Applicationsandinquirieswillbein
Japanese.
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