
■図書館友の会「みんなのひろば」
■時８月２７日掌

みんなで遊ぼう
■時■内午前１０時施ぬりえ・おりがみ遊び
午前１１時３０分施マジックショー

■場でんでんむしのへや
中高生大募集！ビブリオバトル
お気に入りの本を持ち寄って、本
の紹介をします。一番読みたいと思
わせた本の紹介者には図書カードを
プレゼントします。
■時午後１時３０分～２時４５分
■対中学生、高校生
■定５人（先着順）
■申申込方法は問い合わせるか館内で
配布しているチラシを参照してく
ださい

催し

※対象年齢は目安です。

９月の休館日
５日昇・１２日昇・１９日昇・２２日晶・
２６日昇

９月のおはなし会
１日晶午前１０時
３０分

おはなしポッケ
（０～２歳）

２日松午後３時おはなしレストラン
（小学生以上）

７日昭午前１０時
３０分

おはなしゆりかご
（０～２歳）

９日松午後２時おはなしどんどん
（３歳～小学生）

１１日捷・２５日捷
午前１０時３０分

えほんとわらべうた
の会（０～２歳）

１３日昌午前１０時
３０分

おはなしたまてばこ
（１～５歳）

１４日昭午前１０時
３０分

絵本好き集まれ！お
すすめ絵本紹介

１６日松・２３日抄・
３０日松午後２時

南吉朗読ででむし会
（小学生以上）

１７日掌午前１１時大人のための絵本朗
読会（一般）

１７日掌午後２時かみしばいの会
（３歳～小学３年生）

２１日昭午前１０時
３０分

いないいないばあ
（１～５歳）

２７日昌午前１０時
３０分

おはなしまあだ
（１～５歳）

三河安城フェスタ２０１７

霞広報あんじょう 2017.8.15

アンフォーレ課（緯〈７６〉６１１１）

①～③共通事項
■￥入苑料１００円（中学生以下無料）、呈茶
料３００円
■場■問丈山苑（緯〈９２〉７７８０）
①夜間開苑・語り

下記期間、午後９時まで開苑します
（入苑は午後８時３０分まで）。午後７時
から３０分間、語り部による民話もあり
ます。ぜひお楽しみください。
■時９月８日晶～１０日掌

②創作人形展
猪野みのりさんの
い の

作品展示。アールリ
ベ技法による創作人
形やあどけない少女・
やんちゃ坊主等、
１００体の人形が勢ぞ
ろいします。
■時９月１３日昌～１７日
掌午前９時～午後
５時（１７日は午後
３時まで）
③観月コンサート（揚琴等）
■時１０月７日松午
後６時～７時
３０分
■内出演施嬉嬉他

き き

■定１３０人（先着順）
■￥１０００円、中学
生以下９００円
（入苑料・呈茶料含む）
■申８月２３日昌からの午前９時～５時に
電話で丈山苑へ

丈山苑の催し

「日進にぎわい交流館」館長による基
調講演に加えて、地域の課題解決に取
り組む市民活動団体（外国住民との共
生に取り組む町内会／子供たちの未来
を考える団体／地域活性等に取り組む
団体等）による活動内容発表、参加者
同士の交流を行います。
■時９月３日掌午後１時～４時
■場市民交流センター
■定３０人（先着順）
■申８月２０日掌からの午前９時～午後８
時に直接か電話・ファクスで市民交
流センター（緯〈７１〉０６０１／胃〈７１〉０６
６８）へ

安城市で活躍する人たちの
交流会

新幹線三河安城駅開業３０周年の今年、
まつりのテーマは“しんかんせん”。３０
年前の航空写真や新幹線の模型、新幹
線の形をした立体迷路が登場します。
にっぽんど真ん中祭りイベントや地元
小学校・保育園の催しに加え、駅周辺
の店が多数出店、キッチンカーも並び
ます。午後７時からは、「ミニオンズ」
の野外無料上映もあります。
また、今年は前夜祭を初開催。アコ
ースティックライブ等を行います。
■時８月２６日松午前９時３０分～午後９時
（前夜祭２５日晶午後５時～午後９時）
■場三河安城ツインパーク
■問三河安城商店街振興組合・内藤さん
（緯０９０〈３５５２〉５２６４）、市商工課（緯〈７１〉
２２３５）

■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。

復職を考えている看護職の人を対象
に、現役の訪問看護師との交流を兼ね
た研修会を開催します。安城市・碧南
市・西尾市医師会の合同研修です。
■時１０月１８日昌午前１０時～正午
■場安城市医師会館（安城町）
■申９月２９日晶まで（松掌抄を除く）の午
前９時～午後５時に電話で安城市医
師会在宅医療サポートセンター（緯

〈９８〉８３３０）へ
■問同サポートセンター、市高齢福祉課
（緯〈７１〉２２６４）

訪問看護プチ研修

情
報
ボ
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ク
ス
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側
か
ら
お
読
み
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だ
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い

香木をたい
て良い香りを
楽しむ聞香を、

もん こう

初心者の方に
も分かりやす
く紐解きます。
■時９月１０日掌午前１０時３０分～正午
■場歴史博物館
■講小川瑞穂氏（春香堂）
■定２０人（先着順）
■￥８００円
■申８月２０日掌からの午前９時～午後５
時に電話で歴史博物館（緯〈７７〉６６５５）
へ

和の心 お香に親しむ

①②共通事項
■問デンパーククラブハウス（緯〈９２〉７１
１２）
■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日曜写真教室はじめの一歩
■時９月１７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９月１０日掌

②もったいナイスな料理教室
■時９月２２日晶

午前１０時～
午後０時３０
分
■内テーマ施映
画に出てく
る料理を作
ろう 献立施かぼちゃとお魚のパ
イ、パズーの肉団子スープ、シベ
リア

■講永井恵氏（Mottainicecooking
schoolそら）

■定２０人（先着順）
■￥２０００円
■持エプロン、手ふきタオル、箸
■申申込期限獅９月８日晶

デンパーククラブハウスの
体験教室

蚊 広報あんじょう 2017.8.15

９月の移動児童館
■対■時■場乳幼児親子

▲

８日晶・２９日晶獅

高棚町公民館 ６日昌・２０日昌獅東
部公民館 いずれも午前１０時～１１時
■問子育て支援センター（緯〈７２〉２３１７）

堀内公園の催し
■場■問堀内公園（緯〈９９〉５９４７）
スタンプ DEGET
■時８月２６日松・２７日掌午前９時～午後
４時（雨天中止）

■内各有料遊具（サイクルモノレール、
メリーゴーランド、観覧車、汽車）
を利用してスタンプを集めた人に抽
選で景品を進呈
■対３歳～小学生（未就学児は保護者同
伴）
■定各２００人（当日先着順）
■￥有料遊具利用料
回数券限定販売
■時９月１日晶～３０日松午前９時～午後
４時３０分（昇を除く）
■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
クイズラリーDEGET
■時９月２日松・３日掌午前９時～午後
４時（雨天中止）

■内各有料遊具（サイクルモノレール、
メリーゴーランド、観覧車、汽車）
を利用してクイズに正解した人に景
品を進呈
■対３歳～小学生（未就学児は保護者同
伴）
■定各２００人（当日先着順）
■￥有料遊具利用料
水の舞台の開放期間を延長
水遊び場として開放している「水の
舞台」。９月も下記日程で開放します。
■時９月２日松・３日掌・９日松・１０日
掌・１６日松～１８日抄 いずれも午前
１０時～午後４時（天候や気温により
中止の場合あり）

■対おむつが外れた子～小学生（未就学
児は保護者同伴）
※水遊び用おむつの上に水着着用の
場合は利用可。

①②共通事項
■対未就学児の入場は不可
■場■問昭林公民館（緯〈７７〉６６８８）
①昭林コンサート
■時９月２日松午後２時～３時３０分
■内出演施鈴木俊也（司会・声楽）、伊吹
亜友美（声楽）、古川友理（ピアノ）、手
嶋麻利（ピアノ）、手嶋莉子（マリンバ）
演奏曲施道化師のギャロップ、ノク
ターン第２０番「遺作」、口づけ、誰も
寝てはならぬ、オ・ソレ・ミオ
■定１５９人
※８月１９日松午前９時から整理券を
同館で配布。
②第十七回昭林落語会
■時９月１０日掌午後２時（開場は午後１
時３０分より）

■内出演施藤家宿六
ふじ や やど ろく

、微笑亭さん太、若
ほほ えみ てい わか

鯱
しゃち

亭
てい

笑
しょう

天、経大亭
てん けい だい てい

勝
しょう

笑、お
しょう

好味家喜
この み や き

楽
らく

■定１５９人（当日先着順）

昭林公民館のイベント

■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９月６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９月４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）
第２回神経系難病患者・家族教室
■時９月１２日昇午後２時～４時
■内講話「難病に関わる福祉制度につい
て」、音楽レクリエーション体験、交
流会
■講稲吉充匡氏（県医師会難病相談室医

みつ まさ

療相談員）、近藤和子氏（音楽療法士）
■対神経系難病患者と家族、支援に関わ
る医療介護関係者
■申９月８日晶までに同所健康支援課地
域保健グループ（緯〈２１〉９３３８）へ
精神保健福祉家族教室
■時９月１５日晶午後２時～４時
■内統合失調症の理解と対応
■講市江亮一氏（矢作川病院医師）
■対統合失調症患者の家族
■定３０人（先着順）
■申前日までに同所健康支援課こころの
健康推進グループ（緯〈２１〉９３３７）へ

衣浦東部保健所の相談・検査等

■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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香木をたい
て良い香りを
楽しむ聞香を、

もん こう

初心者の方に
も分かりやす
く紐解きます。
■時９月１０日掌午前１０時３０分～正午
■場歴史博物館
■講小川瑞穂氏（春香堂）
■定２０人（先着順）
■￥８００円
■申８月２０日掌からの午前９時～午後５
時に電話で歴史博物館（緯〈７７〉６６５５）
へ

和の心 お香に親しむ

①②共通事項
■問デンパーククラブハウス（緯〈９２〉７１
１２）
■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日曜写真教室はじめの一歩
■時９月１７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９月１０日掌

②もったいナイスな料理教室
■時９月２２日晶

午前１０時～
午後０時３０
分
■内テーマ施映
画に出てく
る料理を作
ろう 献立施かぼちゃとお魚のパ
イ、パズーの肉団子スープ、シベ
リア

■講永井恵氏（Mottainicecooking
schoolそら）

■定２０人（先着順）
■￥２０００円
■持エプロン、手ふきタオル、箸
■申申込期限獅９月８日晶

デンパーククラブハウスの
体験教室

蚊 広報あんじょう 2017.8.15

９月の移動児童館
■対■時■場乳幼児親子

▲

８日晶・２９日晶獅

高棚町公民館 ６日昌・２０日昌獅東
部公民館 いずれも午前１０時～１１時
■問子育て支援センター（緯〈７２〉２３１７）

堀内公園の催し
■場■問堀内公園（緯〈９９〉５９４７）
スタンプ DEGET
■時８月２６日松・２７日掌午前９時～午後
４時（雨天中止）

■内各有料遊具（サイクルモノレール、
メリーゴーランド、観覧車、汽車）
を利用してスタンプを集めた人に抽
選で景品を進呈
■対３歳～小学生（未就学児は保護者同
伴）
■定各２００人（当日先着順）
■￥有料遊具利用料
回数券限定販売
■時９月１日晶～３０日松午前９時～午後
４時３０分（昇を除く）
■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
クイズラリーDEGET
■時９月２日松・３日掌午前９時～午後
４時（雨天中止）

■内各有料遊具（サイクルモノレール、
メリーゴーランド、観覧車、汽車）
を利用してクイズに正解した人に景
品を進呈
■対３歳～小学生（未就学児は保護者同
伴）
■定各２００人（当日先着順）
■￥有料遊具利用料
水の舞台の開放期間を延長
水遊び場として開放している「水の

舞台」。９月も下記日程で開放します。
■時９月２日松・３日掌・９日松・１０日
掌・１６日松～１８日抄 いずれも午前
１０時～午後４時（天候や気温により
中止の場合あり）

■対おむつが外れた子～小学生（未就学
児は保護者同伴）
※水遊び用おむつの上に水着着用の
場合は利用可。

①②共通事項
■対未就学児の入場は不可
■場■問昭林公民館（緯〈７７〉６６８８）
①昭林コンサート
■時９月２日松午後２時～３時３０分
■内出演施鈴木俊也（司会・声楽）、伊吹
亜友美（声楽）、古川友理（ピアノ）、手
嶋麻利（ピアノ）、手嶋莉子（マリンバ）
演奏曲施道化師のギャロップ、ノク
ターン第２０番「遺作」、口づけ、誰も
寝てはならぬ、オ・ソレ・ミオ
■定１５９人
※８月１９日松午前９時から整理券を
同館で配布。
②第十七回昭林落語会
■時９月１０日掌午後２時（開場は午後１
時３０分より）

■内出演施藤家宿六
ふじ や やど ろく

、微笑亭さん太、若
ほほ えみ てい わか

鯱
しゃち

亭
てい

笑
しょう

天、経大亭
てん けい だい てい

勝
しょう

笑、お
しょう

好味家喜
この み や き

楽
らく

■定１５９人（当日先着順）

昭林公民館のイベント

■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９月６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９月４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）
第２回神経系難病患者・家族教室
■時９月１２日昇午後２時～４時
■内講話「難病に関わる福祉制度につい
て」、音楽レクリエーション体験、交
流会
■講稲吉充匡氏（県医師会難病相談室医

みつ まさ

療相談員）、近藤和子氏（音楽療法士）
■対神経系難病患者と家族、支援に関わ
る医療介護関係者
■申９月８日晶までに同所健康支援課地
域保健グループ（緯〈２１〉９３３８）へ
精神保健福祉家族教室
■時９月１５日晶午後２時～４時
■内統合失調症の理解と対応
■講市江亮一氏（矢作川病院医師）
■対統合失調症患者の家族
■定３０人（先着順）
■申前日までに同所健康支援課こころの
健康推進グループ（緯〈２１〉９３３７）へ

衣浦東部保健所の相談・検査等

■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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①～⑧共通事項
■￥①⑦は施設利用料
■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）へ
①マーメイドちゃん・マーメイド王子
を探せ
プール内に隠れている「マーメイド
ちゃん・マーメイド王子」を探し出し
てクイズに正解した子に、無料利用券
をプレゼント。
■時８月３１日昭午前１０時
■対小学生以下
■定１００人（当日先着順）
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。
■時９月１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８月２１日捷

③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９月８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８月２１日捷

④目指せ美☆ボディ！骨盤エクササイ
ズ
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。
■時初級編獅９月２２日晶 中級編獅９月
１４日昭 いずれも午前１０時３０分～正
午
■講岩瀬裕子氏
■対初級編獅１８歳以上の女性 中級編獅

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、
ペットボトル飲料
■申申込開始日諮初級編獅８月２５日晶

中級編獅８月２４日昭

⑤ベビーマッサージ
■時９月１３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８月２３日昌

⑥プールサイドYOGA
室温３０寿程度の、開放感ある造波プ

ールの波打ち際で行うヨガの体験講座
です。
■時９月１９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８月２２日昇

⑦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９月１９日昇～２９日晶の平日
■対期間中プール・トレーニングルーム
を利用した人
⑧女性特有の症状改善のための健康お
灸
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を学び、
初歩的なお灸の仕方を体験。
■時９月２１日昭午前１０時３０分～正午
■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
■持肘、膝を出せる服装（スカートは不
可）
■申申込開始日獅８月２３日昌

■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。

■場■問デンパーク（緯〈９２〉７１１１）
ハワイアンサンセットフェスティバル
フラダンスやハワイアンミュージッ
クのステージ、現地直輸入のハワイア
ングッズや大人気のハワイアンフード
の販売等、盛りだくさんです。
■時８月１９日松・２０日掌午前１１時～午後
８時

パラグアイオニバスの葉に乗ろう！
葉の大きさが１ｍ以上にもなる、巨
大な水生植物パラグアイオニバスの葉
に乗ることができます。
■時８月１８日晶～２０日掌（午前９時３０分
から水のステージ横で整理券を配布）
※雨天中止。葉の生育状況により日
時の変更、中止の場合あり。

■対体重２０手以下の子
■定各１００人（先着順）

デンパークのイベント

おてだまをつかってみんなで遊びま
しょう。ぜひ親子でお越しください。
■時８月２７日掌午後３時～４時
■講刈谷おてだまの会
■場■問図書情報館（緯〈７６〉６１１１）

就職活動や高校・大学受験で勝てる
ような作文・論文の書き方を教えます。
■時９月１６日松、１０月２２日掌午後２時～
４時（全２回）

■場図書情報館
■講清水良典氏（作家）
■対就職・進学を控えた高校生・大学生・
専門学校生

■定２０人（先着順）
■申９月１日晶からの午前９時～午後５
時に電話かファクス・Ｅメールで図
書情報館（緯〈７６〉６１１１／胃〈７７〉６０６６
／tosyo@city.anjo.lg.jp）へ

マーメイドパレスの催し

お手玉であそぼう

就職・進学に勝つ！作文講座

情
報
ボ
ッ
ク
ス
は
左
側
か
ら
お
読
み
く
だ
さ
い

峨 広報あんじょう 2017.8.15

環境学習センターエコきち
の講座

■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

①～④共通事項
■申８月２０日掌～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
①自然栽培勉強会
秋野菜の植え方等について話し合い
ましょう。
■時９月２日松午後２時～３時３０分
■講神谷輝幸氏
■対１８歳以上
■定４０人（先着順）
■￥２００円
②親子でエコ工作「どんぐりで遊ぼう」
スタッフとどんぐりを拾いながら学
び、拾ったどんぐりで工作をしよう。
■時９月３日掌・９日松午前１０時～１１時
３０分
■対４歳以上の子と保護者
■定各１０組（先着順）
■￥１００円
③体験ヨガ
ヨガで気持ちよく体を伸ばして夏の
疲れをリセット。骨盤調整体験も。
■時９月８日晶・１５日晶午前１０時～１１時
３０分
■講下尾真紀氏
■対１８歳以上
■定各４０人（先着順）
■￥５００円
■持ヨガマット（なければバスタオル）、
バスタオル又はブランケット（身体
を休めるときに使用）、飲料、汗拭き
タオル

④親子でエコ工作「ペットボトル風車」
■時９月１０日掌午前１０時～１１時３０分
■講榊原昭二氏
■対小学生以上の子と保護者
■定１０組（先着順）
■￥１００円

９月の土器づくり教室
■時５日昇～８日晶・１２日昇～１５日晶・
１８日抄～２３日抄・２６日昇～３０日松午
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）

①～③共通事項
■講愛知教育大学幼児教育講座造形研究
室
■対小学生
■定２０人（定員を超えた場合は抽選）
■￥３００円
■他汚れても良い服装でご参加ください
■申８月３１日昭までに、講座名・住所、
参加者全員の氏名（ふりがな）・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人分まで応募可。
※市民ギャラリーHPからも申込可。
■場■問市民ギャラリー（緯〈７７〉６８５３）
①木のからくりおもちゃをつくろう
いろいろな形の木を組
み合わせて、顔がぴょこ
ぴょこ動くからくりおも
ちゃを作ります。
■時９月９日松午後１時～
３時
②ハロウィンボックスをつくろう
いろいろな形の
木に絵の具やペン
で色を塗ってハロ
ウィンボックスを
作ります。飾りを
箱の上に出して飾
ったり箱の中に収
納したりできます。
■時９月１０日掌午後１時～３時
③お気に入りの写真を木で飾ろう
お気に入りの写真を板に貼り、周り
にいろいろな形をした木片を貼って自
分だけのフォトフレームを作ります。
■時９月１６日松午前１０時～正午
■持お気に入りの写真１枚

市民ギャラリーの催し

■時９月２３日抄午前８時～午後３時（雨
天中止）

■内集合・解散場所獅市総合運動公園第
３駐車場 行き先獅安城市作手高原
野外センター（新城市作手。市のバ
スで送迎します） 行程獅午前１０時
～１１時：同センター周辺をウォーキ
ング（約２灼） 午前１１時～午後１
時：野外活動、昼食、休憩

■対市内在住・在勤・在学者
■定４０人
■持昼食、水筒、雨具、敷物等
■申８月２７日掌午前９時４５分～１０時に申
込書を持参して青少年の家へ
※午前１０時時点で定員を超えた場合
は即時抽選。
※定員に達しなかった場合は、９月
９日松まで受付（先着順）。
※申込書はスポーツ課（市総合運動
公園野球場A面スタンド下）・市ＨＰ
で配布。

■問スポーツ課（緯〈７５〉３５３５）

■時９月１０日掌午前９時３０分～午後３時
２０分（雨天中止）
■内集合・解散場所獅市役所さくら庁舎
コース獅さくら庁舎～昭林公園（休
憩）～デンパーク・道の駅（昼食・休
憩）のコースを往復
※希望者は弥厚公園（和泉町）、丈山
苑まで足を伸ばします。
■￥デンパーク入園料、希望者のみ丈山
苑入苑料

■持昼食、水筒、雨具、敷物等
■他乗り合わせか公共交通機関で集合し
てください

■問スポーツ課（緯〈７５〉３５３５）

作手ウォーキング

デンパーク・丈山苑歩け運動
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①～⑧共通事項
■￥①⑦は施設利用料
■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）へ
①マーメイドちゃん・マーメイド王子
を探せ
プール内に隠れている「マーメイド
ちゃん・マーメイド王子」を探し出し
てクイズに正解した子に、無料利用券
をプレゼント。
■時８月３１日昭午前１０時
■対小学生以下
■定１００人（当日先着順）
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。
■時９月１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８月２１日捷

③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９月８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８月２１日捷

④目指せ美☆ボディ！骨盤エクササイ
ズ
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。
■時初級編獅９月２２日晶 中級編獅９月
１４日昭 いずれも午前１０時３０分～正
午
■講岩瀬裕子氏
■対初級編獅１８歳以上の女性 中級編獅

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、
ペットボトル飲料
■申申込開始日諮初級編獅８月２５日晶

中級編獅８月２４日昭

⑤ベビーマッサージ
■時９月１３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８月２３日昌

⑥プールサイドYOGA
室温３０寿程度の、開放感ある造波プ

ールの波打ち際で行うヨガの体験講座
です。
■時９月１９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８月２２日昇

⑦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９月１９日昇～２９日晶の平日
■対期間中プール・トレーニングルーム
を利用した人
⑧女性特有の症状改善のための健康お
灸
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を学び、
初歩的なお灸の仕方を体験。
■時９月２１日昭午前１０時３０分～正午
■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
■持肘、膝を出せる服装（スカートは不
可）
■申申込開始日獅８月２３日昌

■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。

■場■問デンパーク（緯〈９２〉７１１１）
ハワイアンサンセットフェスティバル
フラダンスやハワイアンミュージッ
クのステージ、現地直輸入のハワイア
ングッズや大人気のハワイアンフード
の販売等、盛りだくさんです。
■時８月１９日松・２０日掌午前１１時～午後
８時

パラグアイオニバスの葉に乗ろう！
葉の大きさが１ｍ以上にもなる、巨
大な水生植物パラグアイオニバスの葉
に乗ることができます。
■時８月１８日晶～２０日掌（午前９時３０分
から水のステージ横で整理券を配布）
※雨天中止。葉の生育状況により日
時の変更、中止の場合あり。

■対体重２０手以下の子
■定各１００人（先着順）

デンパークのイベント

おてだまをつかってみんなで遊びま
しょう。ぜひ親子でお越しください。
■時８月２７日掌午後３時～４時
■講刈谷おてだまの会
■場■問図書情報館（緯〈７６〉６１１１）

就職活動や高校・大学受験で勝てる
ような作文・論文の書き方を教えます。
■時９月１６日松、１０月２２日掌午後２時～
４時（全２回）

■場図書情報館
■講清水良典氏（作家）
■対就職・進学を控えた高校生・大学生・
専門学校生

■定２０人（先着順）
■申９月１日晶からの午前９時～午後５
時に電話かファクス・Ｅメールで図
書情報館（緯〈７６〉６１１１／胃〈７７〉６０６６
／tosyo@city.anjo.lg.jp）へ

マーメイドパレスの催し

お手玉であそぼう

就職・進学に勝つ！作文講座
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環境学習センターエコきち
の講座

■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

①～④共通事項
■申８月２０日掌～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

①自然栽培勉強会
秋野菜の植え方等について話し合い
ましょう。
■時９月２日松午後２時～３時３０分
■講神谷輝幸氏
■対１８歳以上
■定４０人（先着順）
■￥２００円
②親子でエコ工作「どんぐりで遊ぼう」
スタッフとどんぐりを拾いながら学
び、拾ったどんぐりで工作をしよう。
■時９月３日掌・９日松午前１０時～１１時
３０分
■対４歳以上の子と保護者
■定各１０組（先着順）
■￥１００円
③体験ヨガ
ヨガで気持ちよく体を伸ばして夏の
疲れをリセット。骨盤調整体験も。
■時９月８日晶・１５日晶午前１０時～１１時
３０分
■講下尾真紀氏
■対１８歳以上
■定各４０人（先着順）
■￥５００円
■持ヨガマット（なければバスタオル）、
バスタオル又はブランケット（身体
を休めるときに使用）、飲料、汗拭き
タオル

④親子でエコ工作「ペットボトル風車」
■時９月１０日掌午前１０時～１１時３０分
■講榊原昭二氏
■対小学生以上の子と保護者
■定１０組（先着順）
■￥１００円

９月の土器づくり教室
■時５日昇～８日晶・１２日昇～１５日晶・
１８日抄～２３日抄・２６日昇～３０日松午
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）

①～③共通事項
■講愛知教育大学幼児教育講座造形研究
室
■対小学生
■定２０人（定員を超えた場合は抽選）
■￥３００円
■他汚れても良い服装でご参加ください
■申８月３１日昭までに、講座名・住所、
参加者全員の氏名（ふりがな）・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人分まで応募可。
※市民ギャラリーHPからも申込可。
■場■問市民ギャラリー（緯〈７７〉６８５３）
①木のからくりおもちゃをつくろう
いろいろな形の木を組
み合わせて、顔がぴょこ
ぴょこ動くからくりおも
ちゃを作ります。
■時９月９日松午後１時～
３時
②ハロウィンボックスをつくろう
いろいろな形の
木に絵の具やペン
で色を塗ってハロ
ウィンボックスを
作ります。飾りを
箱の上に出して飾
ったり箱の中に収
納したりできます。
■時９月１０日掌午後１時～３時
③お気に入りの写真を木で飾ろう
お気に入りの写真を板に貼り、周り
にいろいろな形をした木片を貼って自
分だけのフォトフレームを作ります。
■時９月１６日松午前１０時～正午
■持お気に入りの写真１枚

市民ギャラリーの催し

■時９月２３日抄午前８時～午後３時（雨
天中止）

■内集合・解散場所獅市総合運動公園第
３駐車場 行き先獅安城市作手高原
野外センター（新城市作手。市のバ
スで送迎します） 行程獅午前１０時
～１１時：同センター周辺をウォーキ
ング（約２灼） 午前１１時～午後１
時：野外活動、昼食、休憩

■対市内在住・在勤・在学者
■定４０人
■持昼食、水筒、雨具、敷物等
■申８月２７日掌午前９時４５分～１０時に申
込書を持参して青少年の家へ
※午前１０時時点で定員を超えた場合
は即時抽選。
※定員に達しなかった場合は、９月
９日松まで受付（先着順）。
※申込書はスポーツ課（市総合運動
公園野球場A面スタンド下）・市ＨＰ
で配布。

■問スポーツ課（緯〈７５〉３５３５）

■時９月１０日掌午前９時３０分～午後３時
２０分（雨天中止）
■内集合・解散場所獅市役所さくら庁舎
コース獅さくら庁舎～昭林公園（休
憩）～デンパーク・道の駅（昼食・休
憩）のコースを往復
※希望者は弥厚公園（和泉町）、丈山
苑まで足を伸ばします。
■￥デンパーク入園料、希望者のみ丈山
苑入苑料

■持昼食、水筒、雨具、敷物等
■他乗り合わせか公共交通機関で集合し
てください

■問スポーツ課（緯〈７５〉３５３５）

作手ウォーキング

デンパーク・丈山苑歩け運動
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せん定枝リサイクルプラント製造の
「安城いきいきたい肥」総量２００㌧を、
希望者に分配します。
■内配布数量獅各世帯でのたい肥使用予
定面積に応じて１世帯３００手まで（１
釈当たり３手を目安） 配布期間獅

９月３０日松～１０月７日松（期間内は
松掌も配布） 配布場所獅せん定枝
リサイクルプラント 受取方法獅た
い肥を直接積み込める４㌧以下のト
ラックで来所するか袋を持参（スコ
ップは貸出します）

■対市内在住の人
■申８月１５日昇～２８日捷午前８時３０分～
午後５時１５分（松掌を除く）に、申込
書に住所・氏名・電話番号・希望数
量（手）・たい肥使用予定面積又はプ
ランター等の個数を記入し、持参か
郵送（必着）・ファクス・Ｅメールで
清掃事業所（〒４４４-１１５５堀内町西新田
２／胃〈７７〉１３１８／ikiiki@city.anjo.
aichi.jp）へ
※申込書は同所・市HPで配布。必
要事項が全て記載してあれば任意の
紙も可。記入漏れがある場合は失格。
※応募者多数の場合は抽選の上、当
選者のみ通知及び受取票を送付。

■問清掃事業所（緯〈７６〉３０５３）

安城いきいきたい肥希望者
田んぼアートの稲が収穫時
期を迎えます。手作業での稲
刈りを体験しませんか。
■時９月１６日松午前９時４５分
（受付は午前９時から。小
雨決行）
※荒天等による中止の場合
は前日午後３時頃に市HP
にて告知。

■場和泉町七ツ田の田んぼ（デ
ンパーク正面ゲートより西
へ４００杓）
■内手作業による稲の収穫体験、地元農産物等の販売等
■定５００人（定員を超えた場合は抽選。抽選の場合は落選者のみに連絡します）
■持田んぼで作業のできる長袖長ズボン、軍手、タオル
※稲刈り用鎌は貸出します。
■申９月７日昭までに申込用紙を郵送（必着）かファクスで下記①～③のいずれかへ
①市農務課（〒４４６-８５０１住所不要／胃〈７６〉１１１２）
②JAあいち中央営農企画部（〒４４６-００４６赤松町浄善５０／胃〈７３〉４４１５）
③水土里ネット明治用水総務課（〒４４６-００６５大東町２２-１６／胃〈７６〉６５６１）

み ど り

※申込用紙は市農務課・文化センター・各地区公民館・JAあい
ち中央各支店・水土里ネット明治用水・市HP等で配布。

※右QRコードからも申込可。
■問農務課（緯〈７１〉２２３３）

安安祥文化のさとでは、様々安祥文化のさとでは、様々なな
イイベント事業のサポートや来イベント事業のサポートや来館館
者者のおもてなし、公園整備を者のおもてなし、公園整備を通通
ししたしたホホタルや生き物の育成等の
ボランティア事業を今秋よりス
タートさせます。これに伴いボ
ランティアを募集します。
■内活動場所施安祥文化のさと（下
記参照） 活動日時施ボラン
ティア会議で協議の上決定
■対ボランティアに興味のある人（中学生以下は親子で参加）
■他９月９日松・１０日掌のいずれも午後１時３０分～２時３０分にボランティ
ア説明会及び講習会を歴史博物館にて開催（要予約）
■申８月１６日昌からの午前９時～午後５時（休館日を除く）に、電話で文化
振興課（緯〈７７〉６６５５）へ

■内勤務開始日獅１０月１日 勤務場所獅

北部公民館 勤務日時獅週２～３日
程度の午後４時３０分～９時３０分 賃
金獅時給８５０円、通勤割増１日２００円
選考獅面接（９月１４日昭、文化セン
ターにて）

■対昭和２５年４月２日以降生まれで、簡
単なパソコン操作ができる人
■定２人程度
■申８月１６日昌～３１日昭午前９時～午後
５時（捷を除く）に、写真付履歴書を
持って文化センター（緯〈７６〉１５１５）へ

北部公民館夜間管理臨時職員

■内職種獅植栽スタッフ（植物管理等）
勤務日時獅松掌抄を含む①午前８時
～正午 ②午後１時～５時 時給獅

８５０円（松掌抄は１００円増、通勤割増
１日２００円） 休日獅要相談 選考獅

面接（写真付履歴書を持参のこと）
■定各１人
■申８月１５日昇～２１日捷午前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２３日昌

以降も受付

デンパークの植栽スタッフ

松平氏４代５０年の居城跡を整
備した安祥城址公園一帯（歴史
博物館、市民ギャラリー、埋蔵
文化財センター、安祥公民館、
安祥城址公園）の名称です。歴
史と美術を気軽に楽しめる文化
ゾーンとして、市内外の皆さん
に利用いただいています。

今今年もきれいに絵柄が浮かび上がりまし今年もきれいに絵柄が浮かび上がりましたた

■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。

ふれあい田んぼアート２０１７稲刈り参加者
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市アダプトプログラム実施要綱に基
づき、道路や河川等を清掃するボラン
ティア団体を募集します。アダプトプ
ログラムとは、登録団体が道路・河川
等の公共施設の里親となり、我が子の
ように愛情と責任をもって定期的に清
掃を行う美化活動制度です。
現在５５団体が活動を行っています。
登録団体は市HP「環境美化ボランティ
ア（アダプトプログラム）」ページに掲
載しています。
自環境美化ボランティアの役割
一定範囲の定期的な美化活動（散乱ご
みの収集等）、道路や樹木の破損等、美
化に関する市への連絡
自市の役割
清掃道具等の無償貸与、アダプト・サ
イン（美化活動者表示看板）の設置等
自アダプトプログラムの流れ
活動申込書、活動計画書の提出獅市と
合意書の締結獅市が清掃道具等を貸与
獅美化活動の実施（月１回以上）獅年度
末に活動報告書と翌年度の活動計画書
を提出
■対５人以上で構成する団体、事業所等
■他活動の見通しを立てるために、団体
登録の前に実際に清掃活動を行って
みることをお勧めします
■申捷～晶午前８時３０分～午後５時１５分
（抄承を除く）に、申込書等を持って
清掃事業所へ
※申込書等は同所・市HPで配布。

■問清掃事業所（緯〈７６〉３０５３）

環境美化ボランティア団体

県市町村対抗駅伝競走大会
選手選考会出場者
９月２３日抄に市総合運動公園陸上競
技場で開催する選手選考会への出場者
を募集します。
■内募集種目・対象獅下表のとおり
■対市内在住・在勤・在学の競技者
■申８月２２日昇～９月１５日晶午前９時～
午後５時（捷を除く）に、直接安城市
体育協会（緯〈７５〉５１８２）へ

対象募集種目

小学生男女１２００杓

中学生男女３０００杓

ジュニア女子・一般女子３０００杓

ジュニア男子・一般男子・
４０歳以上５０００杓

※ジュニア獅平成１１年４月２日～平
成１４年４月１日生まれ 一般獅平成
１１年４月１日以前生まれ ４０歳以
上獅昭和５２年１２月２日以前生まれ

Excelマクロ／VBA基礎を学びます。
■時９月１６日松・２３日抄午前９時～午後
４時（全２日間）
■場愛知障害者職業能力開発校（豊川市）
■対主に在職中の障害者で、Excelの基
本操作を習得している人

■定１０人（定員を超えた場合は抽選）
■申９月８日晶までに、コース名、住所・
氏名・生年月日・電話番号・障害の
程度、勤務先名・所在地・従業員数・
業種・担当職種を明記した任意の紙
か所定の受講用紙を、郵送（必着）か
ファクス・Eメールで同校（〒４４１-１２３１
豊川市一宮町上新切３３-１４／胃０５３３
〈９３〉６５５４／noryokukaihatsuko@
pref.aichi.lg.jp）へ
※受講用紙は同校HPで配布。
■問同校（緯０５３３〈９３〉２１０２）、市障害福祉
課（緯〈７１〉２２２５）

６月分／受付順／敬称略
市社会福祉協議会善意銀行／福祉基金
一二三四五六、横山眞司、さわやかダ
ンス、ほほえみダンス、ふれあいダン
ス、ひょうたん会、中部福祉センター
利用者、柵木知枝子、オノウチ精工株
式会社、中村富士子、総合福祉センタ
ー利用者、愛知県経済農業協同組合連
合会西三河地域担当部、桜井公民館利
用者、日本モウルド工業株式会社、愛
知県大衆音楽協会、匿名
市役所関係
老人クラブ錦桜連合会、公益財団法人
モラロジー研究所安城モラロジー事務
所、山田愛理、眞田重雄、植村晃久、

え り さな だ

maemakeiko、市民交流センター来
マエマ ケイコ

館者ほか（募金箱）、匿名

指定管理者の管理運営に対
する外部評価結果
指定管理者外部評価部会において、
下記指定管理者の昨年度の管理運営実
績について５名の委員が第三者の視点
から客観的に評価を行った結果、４者
ともに指定管理の継続が認められまし
た。
指定管理者（管理運営施設）施昭和建物
管理叙三河本社（勤労福祉会館）、叙日
本メカトロニクス（有料駐車場・駐輪
場）、安祥文化のさと地域運営共同体
（歴史博物館他３施設）、叙ケイミック
スパブリックビジネス（市民会館）
■他評価結果の詳細は、経営管理課・市
HPで閲覧できます

■問経営管理課（緯〈７１〉２２０５）

本紙２月１日号でお知らせした「西
三河都市計画榎前工業団地東地区計画」
を、８月１日付で決定しました。
位置獅榎前町井杭山の一部
面積獅３.６ha
■問都市計画課（緯〈７１〉２２４３）

地区計画の決定

福祉への善意・寄付ありが
とうございます

■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

障害者スキルアップ講座
（在職者訓練）受講者
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せん定枝リサイクルプラント製造の
「安城いきいきたい肥」総量２００㌧を、
希望者に分配します。
■内配布数量獅各世帯でのたい肥使用予
定面積に応じて１世帯３００手まで（１
釈当たり３手を目安） 配布期間獅

９月３０日松～１０月７日松（期間内は
松掌も配布） 配布場所獅せん定枝
リサイクルプラント 受取方法獅た
い肥を直接積み込める４㌧以下のト
ラックで来所するか袋を持参（スコ
ップは貸出します）

■対市内在住の人
■申８月１５日昇～２８日捷午前８時３０分～
午後５時１５分（松掌を除く）に、申込
書に住所・氏名・電話番号・希望数
量（手）・たい肥使用予定面積又はプ
ランター等の個数を記入し、持参か
郵送（必着）・ファクス・Ｅメールで
清掃事業所（〒４４４-１１５５堀内町西新田
２／胃〈７７〉１３１８／ikiiki@city.anjo.
aichi.jp）へ
※申込書は同所・市HPで配布。必
要事項が全て記載してあれば任意の
紙も可。記入漏れがある場合は失格。
※応募者多数の場合は抽選の上、当
選者のみ通知及び受取票を送付。

■問清掃事業所（緯〈７６〉３０５３）

安城いきいきたい肥希望者
田んぼアートの稲が収穫時
期を迎えます。手作業での稲
刈りを体験しませんか。
■時９月１６日松午前９時４５分
（受付は午前９時から。小
雨決行）
※荒天等による中止の場合
は前日午後３時頃に市HP
にて告知。

■場和泉町七ツ田の田んぼ（デ
ンパーク正面ゲートより西
へ４００杓）
■内手作業による稲の収穫体験、地元農産物等の販売等
■定５００人（定員を超えた場合は抽選。抽選の場合は落選者のみに連絡します）
■持田んぼで作業のできる長袖長ズボン、軍手、タオル
※稲刈り用鎌は貸出します。
■申９月７日昭までに申込用紙を郵送（必着）かファクスで下記①～③のいずれかへ
①市農務課（〒４４６-８５０１住所不要／胃〈７６〉１１１２）
②JAあいち中央営農企画部（〒４４６-００４６赤松町浄善５０／胃〈７３〉４４１５）
③水土里ネット明治用水総務課（〒４４６-００６５大東町２２-１６／胃〈７６〉６５６１）

み ど り

※申込用紙は市農務課・文化センター・各地区公民館・JAあい
ち中央各支店・水土里ネット明治用水・市HP等で配布。

※右QRコードからも申込可。
■問農務課（緯〈７１〉２２３３）

安安祥文化のさとでは、様々安祥文化のさとでは、様々なな
イイベント事業のサポートや来イベント事業のサポートや来館館
者者のおもてなし、公園整備を者のおもてなし、公園整備を通通
ししたしたホホタルや生き物の育成等の
ボランティア事業を今秋よりス
タートさせます。これに伴いボ
ランティアを募集します。
■内活動場所施安祥文化のさと（下
記参照） 活動日時施ボラン
ティア会議で協議の上決定
■対ボランティアに興味のある人（中学生以下は親子で参加）
■他９月９日松・１０日掌のいずれも午後１時３０分～２時３０分にボランティ
ア説明会及び講習会を歴史博物館にて開催（要予約）
■申８月１６日昌からの午前９時～午後５時（休館日を除く）に、電話で文化
振興課（緯〈７７〉６６５５）へ

■内勤務開始日獅１０月１日 勤務場所獅

北部公民館 勤務日時獅週２～３日
程度の午後４時３０分～９時３０分 賃
金獅時給８５０円、通勤割増１日２００円
選考獅面接（９月１４日昭、文化セン
ターにて）

■対昭和２５年４月２日以降生まれで、簡
単なパソコン操作ができる人
■定２人程度
■申８月１６日昌～３１日昭午前９時～午後
５時（捷を除く）に、写真付履歴書を
持って文化センター（緯〈７６〉１５１５）へ

北部公民館夜間管理臨時職員

■内職種獅植栽スタッフ（植物管理等）
勤務日時獅松掌抄を含む①午前８時
～正午 ②午後１時～５時 時給獅

８５０円（松掌抄は１００円増、通勤割増
１日２００円） 休日獅要相談 選考獅

面接（写真付履歴書を持参のこと）
■定各１人
■申８月１５日昇～２１日捷午前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２３日昌

以降も受付

デンパークの植栽スタッフ

松平氏４代５０年の居城跡を整
備した安祥城址公園一帯（歴史
博物館、市民ギャラリー、埋蔵
文化財センター、安祥公民館、
安祥城址公園）の名称です。歴
史と美術を気軽に楽しめる文化
ゾーンとして、市内外の皆さん
に利用いただいています。

今今年もきれいに絵柄が浮かび上がりまし今年もきれいに絵柄が浮かび上がりましたた

■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。

ふれあい田んぼアート２０１７稲刈り参加者
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市アダプトプログラム実施要綱に基
づき、道路や河川等を清掃するボラン
ティア団体を募集します。アダプトプ
ログラムとは、登録団体が道路・河川
等の公共施設の里親となり、我が子の
ように愛情と責任をもって定期的に清
掃を行う美化活動制度です。
現在５５団体が活動を行っています。
登録団体は市HP「環境美化ボランティ
ア（アダプトプログラム）」ページに掲
載しています。
自環境美化ボランティアの役割
一定範囲の定期的な美化活動（散乱ご
みの収集等）、道路や樹木の破損等、美
化に関する市への連絡
自市の役割
清掃道具等の無償貸与、アダプト・サ
イン（美化活動者表示看板）の設置等
自アダプトプログラムの流れ
活動申込書、活動計画書の提出獅市と
合意書の締結獅市が清掃道具等を貸与
獅美化活動の実施（月１回以上）獅年度
末に活動報告書と翌年度の活動計画書
を提出
■対５人以上で構成する団体、事業所等
■他活動の見通しを立てるために、団体
登録の前に実際に清掃活動を行って
みることをお勧めします

■申捷～晶午前８時３０分～午後５時１５分
（抄承を除く）に、申込書等を持って
清掃事業所へ
※申込書等は同所・市HPで配布。

■問清掃事業所（緯〈７６〉３０５３）

環境美化ボランティア団体

県市町村対抗駅伝競走大会
選手選考会出場者
９月２３日抄に市総合運動公園陸上競
技場で開催する選手選考会への出場者
を募集します。
■内募集種目・対象獅下表のとおり
■対市内在住・在勤・在学の競技者
■申８月２２日昇～９月１５日晶午前９時～
午後５時（捷を除く）に、直接安城市
体育協会（緯〈７５〉５１８２）へ

対象募集種目

小学生男女１２００杓

中学生男女３０００杓

ジュニア女子・一般女子３０００杓

ジュニア男子・一般男子・
４０歳以上５０００杓

※ジュニア獅平成１１年４月２日～平
成１４年４月１日生まれ 一般獅平成
１１年４月１日以前生まれ ４０歳以
上獅昭和５２年１２月２日以前生まれ

Excelマクロ／VBA基礎を学びます。
■時９月１６日松・２３日抄午前９時～午後
４時（全２日間）
■場愛知障害者職業能力開発校（豊川市）
■対主に在職中の障害者で、Excelの基
本操作を習得している人

■定１０人（定員を超えた場合は抽選）
■申９月８日晶までに、コース名、住所・
氏名・生年月日・電話番号・障害の
程度、勤務先名・所在地・従業員数・
業種・担当職種を明記した任意の紙
か所定の受講用紙を、郵送（必着）か
ファクス・Eメールで同校（〒４４１-１２３１
豊川市一宮町上新切３３-１４／胃０５３３
〈９３〉６５５４／noryokukaihatsuko@
pref.aichi.lg.jp）へ
※受講用紙は同校HPで配布。
■問同校（緯０５３３〈９３〉２１０２）、市障害福祉
課（緯〈７１〉２２２５）

６月分／受付順／敬称略
市社会福祉協議会善意銀行／福祉基金
一二三四五六、横山眞司、さわやかダ
ンス、ほほえみダンス、ふれあいダン
ス、ひょうたん会、中部福祉センター
利用者、柵木知枝子、オノウチ精工株
式会社、中村富士子、総合福祉センタ
ー利用者、愛知県経済農業協同組合連
合会西三河地域担当部、桜井公民館利
用者、日本モウルド工業株式会社、愛
知県大衆音楽協会、匿名
市役所関係
老人クラブ錦桜連合会、公益財団法人
モラロジー研究所安城モラロジー事務
所、山田愛理、眞田重雄、植村晃久、

え り さな だ

maemakeiko、市民交流センター来
マエマ ケイコ

館者ほか（募金箱）、匿名

指定管理者の管理運営に対
する外部評価結果
指定管理者外部評価部会において、
下記指定管理者の昨年度の管理運営実
績について５名の委員が第三者の視点
から客観的に評価を行った結果、４者
ともに指定管理の継続が認められまし
た。
指定管理者（管理運営施設）施昭和建物
管理叙三河本社（勤労福祉会館）、叙日
本メカトロニクス（有料駐車場・駐輪
場）、安祥文化のさと地域運営共同体
（歴史博物館他３施設）、叙ケイミック
スパブリックビジネス（市民会館）
■他評価結果の詳細は、経営管理課・市
HPで閲覧できます

■問経営管理課（緯〈７１〉２２０５）

本紙２月１日号でお知らせした「西
三河都市計画榎前工業団地東地区計画」
を、８月１日付で決定しました。
位置獅榎前町井杭山の一部
面積獅３.６ha
■問都市計画課（緯〈７１〉２２４３）

地区計画の決定

福祉への善意・寄付ありが
とうございます

■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

障害者スキルアップ講座
（在職者訓練）受講者
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