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マーメイドパレスの催し

■問マーメイドパレス（緯〈９２〉７３５１）
高齢者無料開放
■時９月１６日松～１８日抄

■内６５歳以上の人はプール又はトレーニ
ングルームを無料で利用できます
※トレーニングルームの利用には、
講習修了証が必要です。
BINGO大会！
■時９月１７日掌午後２時
■内ビンゴになった人にプール利用券を
進呈
■定１００人（先着順）
■￥施設利用料
■他開始１０分前から造波プール前でビン
ゴカードを配布
文字探しラリー
■時９月１８日抄午前１０時
■内プールに隠された文字を探し、キー
ワードを完成させた人にお菓子を進呈
■対中学生以下
■定５０人（当日先着順）
■￥施設利用料
ちびっこデー
■時９月２３日抄・２４日掌

■内未就学児のプール利用料が無料。幼
児プールにボールを開放
■他オムツ着用の子は利用不可。保護者
同伴（保護者１人につき２人まで）

■他入園料別途。都合により変更する場
合あり、詳細は問い合わせてくださ
い
■申９月６日昌～各申込期限の午前９時
３０分～午後５時（休園日を除く）に、
直接か電話でデンパーククラブハウ
ス（緯〈９２〉７１１２）へ
はじめてのRAW 撮影教室
■時１０月６日晶・２０日晶、１１月１０日晶・
２４日晶午後１時３０分～３時３０分（全
４回）
■講岡田巳吉氏

み よし

■定２０人（先着順）
■￥４０００円
■持カメラ、筆記用具
■申申込期限施９月２９日晶

プチ写真家と編集長の学校（後期）
■時１０月１１日昌・２５日昌、１１月８日昌・
２２日昌、１２月６日昌・２０日昌午後１
時３０分～３時３０分（全６回）

■講鶴田郁夫氏（フォトマスターEX）
■定２０人（先着順）
■￥６３００円（写真集代金別途）
■持カメラ、筆記用具
■申申込期限施１０月４日昌

寄せ植え講座「秋の寄せ植え～秋を感
じさせる色鮮やかさ」
■時１０月１３日晶午前１０時～午後０時３０分
■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（ガーデ
ニング用）

■申申込期限施９月２９日晶

世界のチーズ講座
ヨーロッパを中心とした各国のチー
ズを味わい、チーズの魅力に迫ります。
チーズの特色、歴史、風土とのつなが
り、ワインの選び方や楽しみ方を紹介
します。
■時１０月１２日昭、１１月９日昭、１２月１４日
昭午前１０時３０分～正午（全３回）
■講加藤純子氏（CPA認定チーズプロ
フェッショナル、JSA認定ワインエ
キスパート）

■定２０人（先着順）
■￥６０００円（材料
費別途１回
１０００円～１５００
円）

■持筆記用具
■申申込期限獅１０
月５日昭

デンパーククラブハウスの
体験教室

■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。

「図書館総合展２０１７フォーラムin安
城」の基調講演として、作家の荒俣宏

あら また

氏の講演「つながる読書～読書は自然
に類を呼ぶ」を開催します。
あわせて、荒俣氏、安城市長等が全
国の最新の図書館事情について語るパ
ネルディスカッション「まちづくりと
図書館」も開催します。
■時９月２３日抄午後１時～５時３０分（開
場は正午）
■場アンフォーレ
■講荒俣宏氏（作家）
■対図書情報館の利用者カードを持ち、
安城市に住民登録がある人
■定５０人（先着順）
■申９月６日昌～２０日昌午前９時～午後
５時（昇を除く）に、氏名・電話番号・
図書情報館の利用者番号を電話でア
ンフォーレ課（緯〈７６〉６１１１）へ

荒俣宏 基調講演「つながる
読書」

①・②共通事項
■申９月５日昇～
２４日掌午前１０
時～午後７時
３０分に直接マ
ーメイドパレスへ
※定員を超えた場合は、９月２６日昇

に公開代理抽選で参加者を決定（初
回参加者、市内在住・在勤者優先）。
※定員に満たない場合は追加募集し
ます。

■他９月２７日昌～１０月８日掌の間に受講
料をお支払いください。期間中に入
金がない場合は、参加することがで
きません
※受講料には傷害保険料を含みます。

■問マーメイドパレス（緯〈９２〉７３５１）
①親子水泳
■時１０月２２日掌・２９日掌、１１月５日掌・
１２日掌 いずれも午後１時～１時５０
分（全４回）

■対幼児と保護者
■定２０組
■￥２４５０円
②児童スイミング
■時１０月２２日掌・２９日掌、１１月５日掌・
１２日掌・１９日掌・２６日掌、１２月３日
掌・１０日掌 いずれも午後２時～２
時５０分（全８回）
■対小学１～３年生
■定３０人
■￥４６００円

マーメイドパレスの教室

根羽村に行こう
「矢作川水源の森」見学会
水源の森の散策、根羽村の皆さんと
の交流を通して水源の森の実態を知り、
生活に密接にかかわる矢作川の水のル
ーツ（源）や、水源涵養機能を備えた森

かん よう

の姿を学びます。根羽村の美味しい食
事も楽しめます。
■時９月１６日松午前７時３０分～午後６時
■場集合・解散獅市役所西駐車場 行先
獅水源の森（長野県根羽村、矢作川
源流）

■定４５人（先着順）
■￥１０００円（昼食代含）
■持歩きやすい服装、帽子、飲料
■申９月４日捷～１１日捷に、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NPO法人
エコネットあんじょう事務局（胃〈５５〉
１３１５／info@econetanjo.org）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）
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①～④共通事項
■他詳細は問い合わせてください
■場■申９月５日昇～各開催日３日前の午
前９時～午後９時（昌を除く。開催
日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
※受付開始日は１家族１講座のみ。

①どんぐり遊び
秋葉公園のどんぐりを専門スタッフ
と一緒に拾いながら学び、自分の拾っ
たどんぐりで工作をします。
■時９月１６日松・１７日掌・２４日掌午前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
②うどんづくり体験

地元産の小麦粉「きぬあかり」を使っ
た、地産地消のうどんづくりを体験し
ます。
■時９月１８日抄午前１０時～１１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１０組（先着順）
■￥１人２００円（保護者も要参加費）
■持エプロン、三角巾、マスク、ふきん、
ボウル（１８～２０尺）、おわん、はし
③おはぎをつくろう
無農薬小豆を使って、秋分の日の伝
統行事のおはぎづくりを体験します。
■時９月２３日抄午前１０時～１１時３０分
■講神谷直子氏
■対４歳以上の子と保護者
■定１０組（先着順）
■￥１人２００円（保護者も要参加費）
■持エプロン、三角巾、マスク、ふきん、
持ち帰り容器
④環境大学
■時９月３０日松午後２時～３時３０分
■内テーマ施「環境問題は今」
■講飯尾歩氏（中日新聞論説委員）
■対１８歳以上
■定４０人（先着順）

①～③共通事項
■定各２０人（先着順）
■他詳細は問い合わせてください
■場■申９月１５日晶～各開催日３日前の午
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
①どなたでも!!かんたん絵手紙
お出かけ先での
感動を絵手紙に！
手早く上手に描け
るコツや道具の使
い方を学び、クリ
スマスカードや年
賀状を作りましょ
う！
■時１０月２６日昭、１１月９日昭・３０日昭、
１２月７日昭・２１日昭午前１０時３０分～
正午（全５回）

■講石田季実枝氏（NPO法人さわやか絵
手紙の会代表）

■￥６５００円（材料費別途）
②日本酒と料理のペアリング
日本酒と、みりんや味噌といった醸
造調味料を用いた料理とのペアリング
を楽しむ講座。実際に飲んで食べなが
ら、「どんな味わいで、どうすれば一番
美味しいのか」を探求します。
１１月２５日の回は、日本酒や調味料を
醸す若手醸造家がゲスト登壇。つくり
かも

手とのトークも楽しめます。
■時１１月１１日松・２５日松、１２月９日松午
後３時～５時（全３回）
■講田中順子氏（NHK文化センター講師、
Sake’sKitchen主宰）

■対２０歳以上
■￥１０８００円（材料費含）
③おとなの創作絵本教室in安城
おとなのため
のおしゃれなク
リスマスの仕掛
け絵本を作って
みませんか。あ
なただけのオリ
ジナル絵本を完
成させます！
各地で絵本教
室を開きながら、絵本作家の登竜門と
いわれるコンペにたくさんの入賞者を
送り出している中川たかこ氏を講師に
迎えます。
■時１１月１８日松、１２月１６日松午後１時３０
分～４時３０分（全２回）
■講中川たかこ氏（なかがわ創作えほん
教室主宰）

■￥４０００円（材料費含）

市民会館のカルチャー講座

■時期間・日時 ■場場所 ■内内容 ■講講師・指導 ■対対象・資格 ■定定員 ■￥費用 ■持持ち物 ■他その他

エコきちの講座

①～③共通事項
■場市スポーツセンター
■申９月７日昭～各開催日前日の午前９
時～午後８時（休館日を除く）に、直
接か電話で市スポーツセンター（緯

〈７５〉３５４５）へ
①【秋季】ウォーキング基本教室
■時１０月５日昭～２６日昭の毎週昭午前１０
時３０分～１１時３０分（全４回）
■対６０歳以上で運動制限のない人
■定１０人程度（先着順）
■持運動のできる服装、タオル、飲み物
（ペットボトル）
■他雨天時は屋内実施のため、施設利用
料、室内用シューズが必要
②ダンスエクササイズ
ダンス講師による初心者向きのエク
ササイズです。シニアの参加も可。
■時１０月７日松～２８日松の毎週松午後５
時３０分～６時３０分（全４回）
■講 MARI氏（国際パルスリズムトレー
ナー）

■対高校生以上
■定１５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）
③競泳用ペースメーカー体験会
■時１０月１５日掌午後１時～３時
■内泳ぐペースを指示するトレーニング
装置を体験
■対小学生以上（小学３年生以下は保護
者同伴。保護者１人につき２人まで）

■定３０人（先着順）
■￥施設利用料
■持水着、水泳帽子、ゴーグル（必要で
あれば）

市スポーツセンターの催し・
講座
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分（全４回）

■対幼児と保護者
■定２０組
■￥２４５０円
②児童スイミング
■時１０月２２日掌・２９日掌、１１月５日掌・
１２日掌・１９日掌・２６日掌、１２月３日
掌・１０日掌 いずれも午後２時～２
時５０分（全８回）
■対小学１～３年生
■定３０人
■￥４６００円

マーメイドパレスの教室

根羽村に行こう
「矢作川水源の森」見学会
水源の森の散策、根羽村の皆さんと
の交流を通して水源の森の実態を知り、
生活に密接にかかわる矢作川の水のル
ーツ（源）や、水源涵養機能を備えた森

かん よう

の姿を学びます。根羽村の美味しい食
事も楽しめます。
■時９月１６日松午前７時３０分～午後６時
■場集合・解散獅市役所西駐車場 行先
獅水源の森（長野県根羽村、矢作川
源流）

■定４５人（先着順）
■￥１０００円（昼食代含）
■持歩きやすい服装、帽子、飲料
■申９月４日捷～１１日捷に、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NPO法人
エコネットあんじょう事務局（胃〈５５〉
１３１５／info@econetanjo.org）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）
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①～④共通事項
■他詳細は問い合わせてください
■場■申９月５日昇～各開催日３日前の午
前９時～午後９時（昌を除く。開催
日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
※受付開始日は１家族１講座のみ。

①どんぐり遊び
秋葉公園のどんぐりを専門スタッフ
と一緒に拾いながら学び、自分の拾っ
たどんぐりで工作をします。
■時９月１６日松・１７日掌・２４日掌午前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
②うどんづくり体験

地元産の小麦粉「きぬあかり」を使っ
た、地産地消のうどんづくりを体験し
ます。
■時９月１８日抄午前１０時～１１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１０組（先着順）
■￥１人２００円（保護者も要参加費）
■持エプロン、三角巾、マスク、ふきん、
ボウル（１８～２０尺）、おわん、はし
③おはぎをつくろう
無農薬小豆を使って、秋分の日の伝
統行事のおはぎづくりを体験します。
■時９月２３日抄午前１０時～１１時３０分
■講神谷直子氏
■対４歳以上の子と保護者
■定１０組（先着順）
■￥１人２００円（保護者も要参加費）
■持エプロン、三角巾、マスク、ふきん、
持ち帰り容器
④環境大学
■時９月３０日松午後２時～３時３０分
■内テーマ施「環境問題は今」
■講飯尾歩氏（中日新聞論説委員）
■対１８歳以上
■定４０人（先着順）

①～③共通事項
■定各２０人（先着順）
■他詳細は問い合わせてください
■場■申９月１５日晶～各開催日３日前の午
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
①どなたでも!!かんたん絵手紙
お出かけ先での
感動を絵手紙に！
手早く上手に描け
るコツや道具の使
い方を学び、クリ
スマスカードや年
賀状を作りましょ
う！
■時１０月２６日昭、１１月９日昭・３０日昭、
１２月７日昭・２１日昭午前１０時３０分～
正午（全５回）

■講石田季実枝氏（NPO法人さわやか絵
手紙の会代表）

■￥６５００円（材料費別途）
②日本酒と料理のペアリング
日本酒と、みりんや味噌といった醸
造調味料を用いた料理とのペアリング
を楽しむ講座。実際に飲んで食べなが
ら、「どんな味わいで、どうすれば一番
美味しいのか」を探求します。
１１月２５日の回は、日本酒や調味料を
醸す若手醸造家がゲスト登壇。つくり
かも

手とのトークも楽しめます。
■時１１月１１日松・２５日松、１２月９日松午
後３時～５時（全３回）
■講田中順子氏（NHK文化センター講師、
Sake’sKitchen主宰）

■対２０歳以上
■￥１０８００円（材料費含）
③おとなの創作絵本教室in安城
おとなのため
のおしゃれなク
リスマスの仕掛
け絵本を作って
みませんか。あ
なただけのオリ
ジナル絵本を完
成させます！
各地で絵本教
室を開きながら、絵本作家の登竜門と
いわれるコンペにたくさんの入賞者を
送り出している中川たかこ氏を講師に
迎えます。
■時１１月１８日松、１２月１６日松午後１時３０
分～４時３０分（全２回）
■講中川たかこ氏（なかがわ創作えほん
教室主宰）

■￥４０００円（材料費含）

市民会館のカルチャー講座

■時期間・日時 ■場場所 ■内内容 ■講講師・指導 ■対対象・資格 ■定定員 ■￥費用 ■持持ち物 ■他その他

エコきちの講座

①～③共通事項
■場市スポーツセンター
■申９月７日昭～各開催日前日の午前９
時～午後８時（休館日を除く）に、直
接か電話で市スポーツセンター（緯

〈７５〉３５４５）へ
①【秋季】ウォーキング基本教室
■時１０月５日昭～２６日昭の毎週昭午前１０
時３０分～１１時３０分（全４回）
■対６０歳以上で運動制限のない人
■定１０人程度（先着順）
■持運動のできる服装、タオル、飲み物
（ペットボトル）
■他雨天時は屋内実施のため、施設利用
料、室内用シューズが必要

②ダンスエクササイズ
ダンス講師による初心者向きのエク
ササイズです。シニアの参加も可。
■時１０月７日松～２８日松の毎週松午後５
時３０分～６時３０分（全４回）
■講 MARI氏（国際パルスリズムトレー
ナー）

■対高校生以上
■定１５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）

③競泳用ペースメーカー体験会
■時１０月１５日掌午後１時～３時
■内泳ぐペースを指示するトレーニング
装置を体験

■対小学生以上（小学３年生以下は保護
者同伴。保護者１人につき２人まで）

■定３０人（先着順）
■￥施設利用料
■持水着、水泳帽子、ゴーグル（必要で
あれば）

市スポーツセンターの催し・
講座



電話番号担当課相談内容

緯〈７１〉２２４１建築課

【空き家相談総合窓口】
・建築物について
・被相続人居住用家屋等確認書の発
行（譲渡所得３０００万円特別控除）

緯〈７１〉２２０６環境都市推進課草木の繁茂及び隣地への越境・害虫
等について

緯〈７６〉３０５３ごみゼロ推進課ごみの処分・分別の方法について

緯〈７１〉２２１９市民安全課防犯について

緯〈７１〉２２３７維持管理課道水路への草木の越境等について

緯〈７５〉０１１９衣浦東部広域連
合安城消防署火災について

緯〈７１〉２２１５（家屋）
緯〈７１〉２２５６（土地）資産税課固定資産税について

緯〈７１〉２２２２市民課（相談室）

弁護士による法律相談
司法書士による法律相談
相続登記測量相談
（いずれも市内在住・在勤・在学者対象）

空き家を所有している人は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、
適切な管理をお願いします。お困りの内容に応じて、下表の窓口で相談を受
け付けています。相談内容が複数の課にわたる場合や相談先がわからない場
合は、まず建築課へ相談してください。
■問建築課（緯〈７１〉２２４１）

市制６５周年記念事
業のラジオ体操イベ
ントです。正しいラ
ジオ体操を学んで健
康に、安城市オリジ
ナル楽曲「JANGDA-RARING」を踊

じ ゃ ん だ ら り ん

って幸せになろう！
■時９月２３日抄第１部諮ラジオ体操施午
前８時３０分～９時３０分 第２部諮

JANGDA-RARING施午前９時３０
分～１０時
■場アンフォーレ
■講ラジオ体操諮体操指導施野々部利夫
氏（全国ラジオ体操連盟１級指導士）
伴奏施小竹亜弥氏（愛知県ラジオ体
操連盟理事） JANGDA-RARING
諮ダンス施安城商店街アイドル「看
板娘。」

■持運動のできる服装、タオル、飲料
■他先着３００人に参加賞を進呈します
■問スポーツ課（緯〈７５〉３５３５）

ケンサチ・エクササイズ

■対主に在職中の障害者で、基本的なパ
ソコンの操作ができる人

■定各１０人（定員を超えた場合は抽選）
■場■申各申込締切日までに、申込書を郵
送（必着）かファクス・Eメールで愛
知障害者職業能力開発校（〒４４１－１２３１
豊川市一宮町上新切３３－１４／胃０５３３
〈９３〉６５５４／noryokukaihatsuko@
pref.aichi.lg.jp）へ
※申込書は同校HPで配布。

■問同校（緯０５３３〈９３〉２１０２）、市障害福祉
課（緯〈７１〉２２２５）
イラストレータ基礎
■時１０月２１日松・２８日松午前９時～午後
４時（全２回）

■申申込締切日獅１０月１３日晶

パワーポイント２０１３
■時１０月２２日掌・２９日掌午前９時～午後
４時（全２回）

■申申込締切日獅１０月１３日晶

Excelマクロ／VBA応用
■時１１月４日松・１１日松午前９時～午後
４時（全２回）
■対マクロ／VBAの基本操作習得者
■申申込締切日獅１０月２７日晶

障害者スキルアップ講座
（在職者訓練）

事業者がチラシを作成するにあたり、
どのようなチラシが「売れるチラシ」に
なるのか、月刊「商業界」チラシDM大
賞審査委員長が徹底解説を行います。
■時１０月１８日昌午後１時３０分～４時
■場アンフォーレ
■講佐藤勝人氏（月刊「商業界」チラシDM
大賞審査委員長）
■対自社の製品・サ
ービスをPRし、
地域一番店を目
指す情熱のある
人（業種・分野
は不問）
■定４０人（先着順）
■申１０月１７日昇の午後４時までに事業所
名・所在地・電話番号・主な事業内
容・参加者全員の氏名をファクスで
安城ビジネスコンシェルジュ（胃〈９３〉
３３４２）へ
※安城ビジネスコンシェルジュHP
からも申込みできます。

■問安城ビジネスコンシェルジュ（アン
フォーレ内／緯〈９３〉３３４１）

安城ビジネスコンシェルジ
ュ「売れるチラシ」講座

①・②共通事項
■場■問愛知県緑化センター（豊田市西中
山町／緯０５６５〈７６〉２１０９）

■講緑化センター職員、ガイドボラン
ティア

①昭和の森を歩く会「湿地に咲くシラ
タマホシクサ」
昭和の森の花・鳥・虫等をウォッチ
ングします。
■時９月１４日昭午前９時３０分～１１時４５分
（雨天決行）
■申当日午前９時３０分までに、同センタ
ー昭和の森交流館前にて直接申し込
んでください

②季節の花めぐり「ひっそり咲くナン
バンギセル」
園内を散策しながら季節の花や施設
について案内します。
■時９月２０日昌午前１０時～正午（雨天決
行）

■申当日午前１０時までに、同センター緑
化相談コーナー前にて直接申し込ん
でください

愛知県緑化センターの催し

空き家の相談を受け付けています

■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９月１６日松午後１時～３時・１７日掌

午前９時３０分～午後３時
■場中部公民館
■内暮らしと環境をテーマとした展示、
体験コーナー、発表等
■問商工課（緯〈７１〉２２３５）

第４３回消費生活展「健康で幸せ
に生きる～暮らしと環境～」

三河の古墳や廃寺跡をめぐります。
二子古墳では墳丘に登ります。
ふた ご

神明宮
しん めい ぐう

１号墳では、石室を見学予定です。歩
きやすい服装でご参加ください。
■時１０月１４日松午前９時～午後５時
■場集合・解散獅市民ギャラリー
■内行き先諮安城市獅二子古墳 岡崎市
施神明宮１号墳、岡崎市美術博物館、
旧本多忠次邸、北野廃寺跡 豊川市
施船山第１号墳（船山古墳群）

■講川﨑みどり氏（文化財保護委員）
■対市内在住・在勤・在学者
■定２０人（定員を超えた場合は抽選）
■￥１７４０円（昼食代含）
■持筆記具、傘、水筒、帽子、懐中電灯
（石室見学用）、虫除け
■申９月２９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
２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
※１枚につき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「三河の
古墳時代始まりと終わり」

うつ病の正しい知識や、うつ病の人
への接し方を家族が学ぶ教室です。
■時①１０月３日昇 ②１０月１７日昇 ③１１
月１日昌 いずれも午後２時～４時
■場衣浦東部保健所（刈谷市）
■内①施講話「“うつ”について」、座談会
②施講話「家族の心がまえとこれか
らの道のりについて」、座談会 ③施

座談会
■講①施森脇正詞氏（藤田メンタルケア

まさ つぐ

サテライト徳重北 院長） ②施玉腰
聡樹氏（藤田メンタルケアサテライ
ト徳重北 主任精神保健福祉士）
■対うつ病患者の家族
■定各３０人（先着順）
■申各開催日前日までに電話で衣浦東部
保健所健康支援課（緯〈２１〉９３３７）へ

うつ病家族教室

安城の特産品であるいちじくでコン
ポートを作ります。
■時１０月２１日松午後１時３０分～３時３０分
■場市民交流センター
■講安城生活改善グループ
■対４歳以上の子と保護者
■定１０組（定員を超える場合は抽選）
■￥１組５００円
■持エプロン、三角巾、手ふき、持ち帰
り用容器

■他抽選の有無にかかわらず、９月２５日
頃通知を発送

■申９月１５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
電話又は「いちじくコンポート」と件
名に明記して、代表者の住所・氏名・
電話番号、参加人数（大人・子ども
それぞれの人数）を郵送（必着）か
ファクスもしくはEメールで農務課
（緯〈７１〉２２３３／〒４４６－８５０１住所不要
／胃〈７６〉１１１２／nomu@city．anjo．
lg．jp）へ
※右記QRコードから
も申込みできます。

■問内容の問合せは、安城
生活改善グループ成瀬さん（緯０８０
〈３６３５〉４４０１）へ

親子で作ろう！
いちじくコンポート

■時９月１０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）

今月の再生家具入札販売

１０カ月までの赤ちゃんと保護者向け
のおはなし会です。
■時９月２５日捷、１０月２日捷・１６日捷午
前１０時３０分～１１時（全３回）
■場図書情報館
■対３回とも参加できる親子
■定１５組（先着順。未参加の親子に限る）
■申９月１１日捷午前９時から電話でアン
フォーレ課（緯〈７６〉６１１１）へ

えほんのとびらの「にこに
こ会」

自分でタッチパネルを操作しながら、
ゲーム感覚で脳の機能年齢や有効活用
度を測定できます。測定にかかる時間
は、５～７分程度です。
※認知症や病気の診断を行うものでは
ありません。
■時■場下表のとおり

※利用時間は各施設により異なります。
また、設置期間中であっても施設の
閉館日等は利用できません。
※ペースメーカー等体内埋込型医用電
子機器等の誤作動の原因となるため、
当該機器の使用者は利用できません。
■問市保健センター（緯〈７６〉１１３３）

設置期間施設名
９月２日松～
６日昌

北部福祉センター

９月８日晶～
１２日昇

中部福祉センター

９月１４日昭～
２１日昭

桜井福祉センター

９月２３日抄～
１０月１日掌

社会福祉会館

１０月４日昌～
１６日捷

高齢福祉課
（市役所北庁舎）

１０月１８日昌～
２６日昭

北部公民館

１０月２８日松～
１１月８日昌

西部福祉センター

１１月１０日晶～
１５日昌

明祥プラザ

脳年齢を測ってみよう

■時期間・日時 ■場場所 ■内内容 ■講講師・指導 ■対対象・資格 ■定定員 ■￥費用 ■持持ち物 ■他その他
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電話番号担当課相談内容

緯〈７１〉２２４１建築課

【空き家相談総合窓口】
・建築物について
・被相続人居住用家屋等確認書の発
行（譲渡所得３０００万円特別控除）

緯〈７１〉２２０６環境都市推進課草木の繁茂及び隣地への越境・害虫
等について

緯〈７６〉３０５３ごみゼロ推進課ごみの処分・分別の方法について

緯〈７１〉２２１９市民安全課防犯について

緯〈７１〉２２３７維持管理課道水路への草木の越境等について

緯〈７５〉０１１９衣浦東部広域連
合安城消防署火災について

緯〈７１〉２２１５（家屋）
緯〈７１〉２２５６（土地）資産税課固定資産税について

緯〈７１〉２２２２市民課（相談室）

弁護士による法律相談
司法書士による法律相談
相続登記測量相談
（いずれも市内在住・在勤・在学者対象）

空き家を所有している人は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、
適切な管理をお願いします。お困りの内容に応じて、下表の窓口で相談を受
け付けています。相談内容が複数の課にわたる場合や相談先がわからない場
合は、まず建築課へ相談してください。
■問建築課（緯〈７１〉２２４１）

市制６５周年記念事
業のラジオ体操イベ
ントです。正しいラ
ジオ体操を学んで健
康に、安城市オリジ
ナル楽曲「JANGDA-RARING」を踊

じ ゃ ん だ ら り ん

って幸せになろう！
■時９月２３日抄第１部諮ラジオ体操施午
前８時３０分～９時３０分 第２部諮

JANGDA-RARING施午前９時３０
分～１０時
■場アンフォーレ
■講ラジオ体操諮体操指導施野々部利夫
氏（全国ラジオ体操連盟１級指導士）
伴奏施小竹亜弥氏（愛知県ラジオ体
操連盟理事） JANGDA-RARING
諮ダンス施安城商店街アイドル「看
板娘。」

■持運動のできる服装、タオル、飲料
■他先着３００人に参加賞を進呈します
■問スポーツ課（緯〈７５〉３５３５）

ケンサチ・エクササイズ

■対主に在職中の障害者で、基本的なパ
ソコンの操作ができる人

■定各１０人（定員を超えた場合は抽選）
■場■申各申込締切日までに、申込書を郵
送（必着）かファクス・Eメールで愛
知障害者職業能力開発校（〒４４１－１２３１
豊川市一宮町上新切３３－１４／胃０５３３
〈９３〉６５５４／noryokukaihatsuko@
pref.aichi.lg.jp）へ
※申込書は同校HPで配布。

■問同校（緯０５３３〈９３〉２１０２）、市障害福祉
課（緯〈７１〉２２２５）
イラストレータ基礎
■時１０月２１日松・２８日松午前９時～午後
４時（全２回）

■申申込締切日獅１０月１３日晶

パワーポイント２０１３
■時１０月２２日掌・２９日掌午前９時～午後
４時（全２回）

■申申込締切日獅１０月１３日晶

Excelマクロ／VBA応用
■時１１月４日松・１１日松午前９時～午後
４時（全２回）
■対マクロ／VBAの基本操作習得者
■申申込締切日獅１０月２７日晶

障害者スキルアップ講座
（在職者訓練）

事業者がチラシを作成するにあたり、
どのようなチラシが「売れるチラシ」に
なるのか、月刊「商業界」チラシDM大
賞審査委員長が徹底解説を行います。
■時１０月１８日昌午後１時３０分～４時
■場アンフォーレ
■講佐藤勝人氏（月刊「商業界」チラシDM
大賞審査委員長）
■対自社の製品・サ
ービスをPRし、
地域一番店を目
指す情熱のある
人（業種・分野
は不問）
■定４０人（先着順）
■申１０月１７日昇の午後４時までに事業所
名・所在地・電話番号・主な事業内
容・参加者全員の氏名をファクスで
安城ビジネスコンシェルジュ（胃〈９３〉
３３４２）へ
※安城ビジネスコンシェルジュHP
からも申込みできます。

■問安城ビジネスコンシェルジュ（アン
フォーレ内／緯〈９３〉３３４１）

安城ビジネスコンシェルジ
ュ「売れるチラシ」講座

①・②共通事項
■場■問愛知県緑化センター（豊田市西中
山町／緯０５６５〈７６〉２１０９）

■講緑化センター職員、ガイドボラン
ティア

①昭和の森を歩く会「湿地に咲くシラ
タマホシクサ」
昭和の森の花・鳥・虫等をウォッチ
ングします。
■時９月１４日昭午前９時３０分～１１時４５分
（雨天決行）
■申当日午前９時３０分までに、同センタ
ー昭和の森交流館前にて直接申し込
んでください

②季節の花めぐり「ひっそり咲くナン
バンギセル」
園内を散策しながら季節の花や施設
について案内します。
■時９月２０日昌午前１０時～正午（雨天決
行）

■申当日午前１０時までに、同センター緑
化相談コーナー前にて直接申し込ん
でください

愛知県緑化センターの催し

空き家の相談を受け付けています

■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。

餓広報あんじょう 2017.9.1

情
報
ボ
ッ
ク
ス
は
左
側
か
ら
お
読
み
く
だ
さ
い

■時９月１６日松午後１時～３時・１７日掌

午前９時３０分～午後３時
■場中部公民館
■内暮らしと環境をテーマとした展示、
体験コーナー、発表等

■問商工課（緯〈７１〉２２３５）

第４３回消費生活展「健康で幸せ
に生きる～暮らしと環境～」

三河の古墳や廃寺跡をめぐります。
二子古墳では墳丘に登ります。
ふた ご

神明宮
しん めい ぐう

１号墳では、石室を見学予定です。歩
きやすい服装でご参加ください。
■時１０月１４日松午前９時～午後５時
■場集合・解散獅市民ギャラリー
■内行き先諮安城市獅二子古墳 岡崎市
施神明宮１号墳、岡崎市美術博物館、
旧本多忠次邸、北野廃寺跡 豊川市
施船山第１号墳（船山古墳群）

■講川﨑みどり氏（文化財保護委員）
■対市内在住・在勤・在学者
■定２０人（定員を超えた場合は抽選）
■￥１７４０円（昼食代含）
■持筆記具、傘、水筒、帽子、懐中電灯
（石室見学用）、虫除け
■申９月２９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
２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
※１枚につき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「三河の
古墳時代始まりと終わり」

うつ病の正しい知識や、うつ病の人
への接し方を家族が学ぶ教室です。
■時①１０月３日昇 ②１０月１７日昇 ③１１
月１日昌 いずれも午後２時～４時
■場衣浦東部保健所（刈谷市）
■内①施講話「“うつ”について」、座談会
②施講話「家族の心がまえとこれか
らの道のりについて」、座談会 ③施

座談会
■講①施森脇正詞氏（藤田メンタルケア

まさ つぐ

サテライト徳重北 院長） ②施玉腰
聡樹氏（藤田メンタルケアサテライ
ト徳重北 主任精神保健福祉士）
■対うつ病患者の家族
■定各３０人（先着順）
■申各開催日前日までに電話で衣浦東部
保健所健康支援課（緯〈２１〉９３３７）へ

うつ病家族教室

安城の特産品であるいちじくでコン
ポートを作ります。
■時１０月２１日松午後１時３０分～３時３０分
■場市民交流センター
■講安城生活改善グループ
■対４歳以上の子と保護者
■定１０組（定員を超える場合は抽選）
■￥１組５００円
■持エプロン、三角巾、手ふき、持ち帰
り用容器

■他抽選の有無にかかわらず、９月２５日
頃通知を発送

■申９月１５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
電話又は「いちじくコンポート」と件
名に明記して、代表者の住所・氏名・
電話番号、参加人数（大人・子ども
それぞれの人数）を郵送（必着）か
ファクスもしくはEメールで農務課
（緯〈７１〉２２３３／〒４４６－８５０１住所不要
／胃〈７６〉１１１２／nomu@city．anjo．
lg．jp）へ
※右記QRコードから
も申込みできます。

■問内容の問合せは、安城
生活改善グループ成瀬さん（緯０８０
〈３６３５〉４４０１）へ

親子で作ろう！
いちじくコンポート

■時９月１０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）

今月の再生家具入札販売

１０カ月までの赤ちゃんと保護者向け
のおはなし会です。
■時９月２５日捷、１０月２日捷・１６日捷午
前１０時３０分～１１時（全３回）
■場図書情報館
■対３回とも参加できる親子
■定１５組（先着順。未参加の親子に限る）
■申９月１１日捷午前９時から電話でアン
フォーレ課（緯〈７６〉６１１１）へ

えほんのとびらの「にこに
こ会」

自分でタッチパネルを操作しながら、
ゲーム感覚で脳の機能年齢や有効活用
度を測定できます。測定にかかる時間
は、５～７分程度です。
※認知症や病気の診断を行うものでは
ありません。
■時■場下表のとおり

※利用時間は各施設により異なります。
また、設置期間中であっても施設の
閉館日等は利用できません。
※ペースメーカー等体内埋込型医用電
子機器等の誤作動の原因となるため、
当該機器の使用者は利用できません。
■問市保健センター（緯〈７６〉１１３３）

設置期間施設名
９月２日松～
６日昌

北部福祉センター

９月８日晶～
１２日昇

中部福祉センター

９月１４日昭～
２１日昭

桜井福祉センター

９月２３日抄～
１０月１日掌

社会福祉会館

１０月４日昌～
１６日捷

高齢福祉課
（市役所北庁舎）

１０月１８日昌～
２６日昭

北部公民館

１０月２８日松～
１１月８日昌

西部福祉センター

１１月１０日晶～
１５日昌

明祥プラザ

脳年齢を測ってみよう

■時期間・日時 ■場場所 ■内内容 ■講講師・指導 ■対対象・資格 ■定定員 ■￥費用 ■持持ち物 ■他その他
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■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９月５日昇午前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９月１６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■申碧南消防署救急係（緯〈４１〉２６２５）
普通救命講習Ⅰ
■時９月１７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■申安城消防署救急係（緯〈７５〉２４９４）
実技救命講習
■時９月２４日掌午前９時～１１時
■内■対インターネット上で応急手当WEB
講習若しくは救命入門コースを受講
した人が普通救命講習Ⅰにステップ
アップするコースです。心肺蘇生法、
AEDの使用法、止血法の実技を行
います
■場■申高浜消防署救急係（緯〈５２〉１１９０）

救命講習会

献血にご協力ください！
■時９月１７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）

①～④共通事項
■時開催時間施各開催日の午後１時３０分
～２時３０分（受付は午後１時から）

■対市内在住・在勤・在学者
■定各８０人（当日先着順）
■他未就学児の無料託児（先着１０人）及び
手話通訳・要約筆記あり。希望者は
各開催日の２週間前までに市保健セ
ンターへ連絡してください

■場■問市保健センター（緯〈７６〉１１３３）
①しなやかな血管で明るい未来を
■時１０月１２日昭

■講馬渕龍彦氏（二本木クリニック）
②あなたのタバコ 周りの人に迷惑を
かけていますよ
■時１０月２６日昭

■講榊原啓氏（市川クリニック）
③正しく知ろう 薬の使い方
■時１１月９日昭

■講野村直人氏（野村薬局）
④ママ錘僕たちの歯を守ってネッ錘

■時１１月３０日昭

■講大場茂氏（大場歯科）

市民健康講座

防災の日にあわせて、家具等転倒防
止器具やパネル等を展示し、家庭での
防災・減災対策を紹介します。
■時９月１日晶・４日捷～８日晶午前９
時～午後４時
■場市役所本庁舎
■問危機管理課（緯〈７１〉２２２０）

家具等転倒防止展示会

みよしの里山を守る会の事務局長・
宮嶋英一氏の案内で、珍しく貴重な生
き物や植物（田んぼビオトープの中の
生物、ハッチョウトンボ、シラタマホ
シクサ、モンゴリナラ、食虫植物のト
ウカイコモウセンゴケ等）を観察し、
無農薬で生育されている田んぼ等を見
学します。
■時９月２４日掌午前７時４５分～午後１時
■場集合・解散獅市役所西駐車場 行き
先獅みよし市黒笹町子持松（湿原）

■対１８歳以上の市内在住・在勤・在学者
■定１５人（先着順）
■持歩きやすい服装、帽子、飲料
■申９月４日捷～１１日捷に、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NPO法人
エコネットあんじょう事務局（胃〈５５〉
１３１５／info@econetanjo.org）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）

ハッチョウトンボの棲む
「みよしの里山」から学ぶ

安城市国際交流協会と（一社）安城青
年会議所主催のイベントです。海外の
食を楽しみながら多文化体験をしませ
んか。
■時９月１８日抄午後１時～５時
■場アンフォーレ
■内■定参加者大募集！（いずれも先着順）
①英会話「音まね」レッスン（５０人）獅
午後１時～２時
②多言語図書館ガイドツアー（２０人）
獅午後１時３０分
③英語deYOGA（３０人）獅午後２時
３０分
■対①獅小学生以上の
子ども（親子で参
加可） ②獅在住・
在勤外国人

■￥③のみ１人３００円
（当日支払）
■他小学生クイズ大会、ゆかた＆サリー
の着付け体験、各国の踊りステージ、
日本体験等盛りだくさん。イベント
詳細はHPをご覧ください
※右QRコードから
アクセスできます。
■申①②③獅９月６日昌

～１４日昭午前９時～
午後５時（松掌を除
く）に直接か電話で同協会（緯〈７１〉
２２６０）へ

ワールド・フェスin安城
～広げよう国際の輪～

■場■申９月１５日晶午前９時から、電話で
子育て支援センター（あんぱ～く内
／緯〈７２〉２３１７）へ
※１家族１人１講座まで。

子育て何でも相談広場
■時１０月３日昇午前１０時～１１時３０分
■内 Let’sトイレトレーニング
■講保健師
■対これから始める子と保護者
■定２０組（先着順）
育児講習会
■時１０月２７日晶午前１０時～１１時３０分
■内演題獅「アンガーマネジメントで笑
顔の子育てはじめの一歩」
■講稲垣真紀子氏（日本アンガーマネジ
メント協会 アンガーマネジメント
ファシリテータ―）

■対乳幼児の保護者
■定３０人（先着順）
■他別室託児あり
親子遊び講習会
■時１１月２４日晶午前１０時～１１時３０分
■内ママと踊ろうニコニコ体操
■講高橋千恵子氏（健康運動指導士、ス
タジオDo代表）
■対１歳６カ月～未就園の子と保護者
■定３０組（先着順）

子育て支援センター講習会

■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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■場■問堀内公園（緯〈９９〉５９４７）
ノルディックウォーキング＆棒ビクス
体験会
■時１０月１４日松・２３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
※料金当日支払。支払後は返金不可。

■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９月６日昌～各開催日前日の午前９
時～午後４時３０分（休園日を除く）に、
直接か電話で堀内公園へ
シャボン玉で遊ぼう
■時９月９日松午前１０時～午後３時
※雨天の場合は１０日掌に延期。
シャボン玉の中に入ろう
■時９月９日松午前１１時、午後２時
※雨天の場合は１０日掌に延期。
■定各５０人（当日先着順）
遊具に乗って綿菓子プレゼント
■時９月１６日松～１８日抄午前９時から
■内対象遊具諮１６日施メルヘン号（汽車）
１７日施メリーゴーランド １８日施観
覧車
■対小学生以下
■定各４００人（当日先着順）
体験！昔あそび
■時９月１６日松～１８日抄午前１０時～午後
３時（雨天中止）
■内コマ・竹馬・剣玉遊びの体験会
堀内公園「秋まつり」
■時９月２３日抄・２４日掌午前１０時～午後
３時

■内輪投げ等の模擬店を開催
■対小学生以下
■￥各１００円

■時１０月２２日掌午前１０時～午後２時
■場デンパーク
■内クッキーファクトリー・ビュッフェ
■対市内在住のひとり親家庭の子と保護者
■定４５人（先着順）
■￥１人１４００円（３歳以下は無料）
■申９月１０日掌～２４日掌に、住所・氏名・
電話番号をファクスで母子福祉会・
成島清美さん（緯・胃〈９９〉６５５４）へ
なりしま

※１０日午前８時～正午のみ電話でも
申込可。
■問子育て支援課（緯〈７１〉２２２９）

ひとり親家庭おたのしみ会

堀内公園の催し

『愛らぶ安城～こころのコンサート』
懐かしいナンバーをお楽しみいただけ
ます。必ずやあの頃の思いがよみがえ
ります。
■時９月３０日松午後５時３０分から（開場
は午後５時）
■内出演施久米小百合（久保田早紀改め
／ミュージックミッショナリー）
opening
オ ー プ ニ ン グ

act施the
ア ク ト

t-rag（アコース
タイムラグ

ティック／メンバー：羽鳥祐一、畑
原直俊、野村智文、杉崎利幸）
■定１５９人（要整理券）
■他整理券を９月１６日松午前９時から同
館で配布。未就学児の入場はできま
せん

■場■問昭林公民館（緯〈７７〉６６８８）

昭林コンサート

９月１８日抄は敬老の日です。市では
この日にあわせて敬老訪問等の敬老行
事を行います。今年度から、敬老金
（サルビア商品券）贈呈を、８５歳・９０歳・
９５歳及び１００歳以上の人から、満８８歳
及び１００歳以上の人に一律１万円贈呈
に変更しました。
■問高齢福祉課（緯〈７１〉２２２３）
敬老祝品・敬老金の贈呈
８０歳以上に敬老祝品を、８８歳及び

１００歳以上に敬老金（サルビア商品券）
を贈呈します。
敬老訪問
市内最高齢者、１００歳の高齢者宅を

市長らが訪問し、長寿を祝います。
■時９月８日晶

おじいさん・おばあさんの似顔絵展
市内の小学２年生が描いた高齢者の
似顔絵約２６０点を展示します。
■時９月１４日昭～２１日昭午前９時～午後
９時
※１７日掌・１８日抄は午後５時まで。
■場市内各福祉センター
敬老の日浴場無料開放
■時９月１８日抄午前１０時～午後４時
■場市内各福祉センター
■対市内在住の６０歳以上
デンパーク無料入園
本紙２３ページ掲載の無料入園券で、
同行される家族１人まで一緒に入園で
きます。デンパークへはぜひ、あんく
るバスでお越しください。
■時有効期間獅９月１日晶～３０日松午前
９時３０分～午後５時（昇を除く）
※１６日～１８日は午後９時まで開園。

■対市内在住の６５歳以上

市の敬老行事
生活に必要な基礎会話を勉強します。
■時■内１０月１日掌～１２月１０日掌の毎週掌

（１０月１５日、１１月５日を除く。全９回）
①クラス１（基本的な文法・会話）獅
午前９時～１０時２０分 ②クラス２
（文法とそれを使った会話練習・初
級～中級）獅午前９時～１０時２０分
③クラス３（文法とそれを使った会
話練習・中級）獅午前１０時３０分～１１
時５０分

■場市民会館
■対市内在住・在勤の１６歳以上の外国人
で、日本語会話の初心者
■定各１５人（先着順）
■￥９００円
■他９月２４日掌に、クラス分けのための
簡単な面接を実施
■申９月６日昌～２１日昭午前８時３０分～
午後５時１５分（松掌抄を除く）に、直
接か電話で市国際交流協会（緯〈７１〉
２２６０）へ
※団体による申込不可。

秋期大人日本語教室

■時期間・日時 ■場場所 ■内内容 ■講講師・指導 ■対対象・資格 ■定定員 ■￥費用 ■持持ち物 ■他その他

■時１０月６日晶・１３日晶・２０日晶・２７日
晶、１１月１７日晶午前１０時～１１時３０分
（全５回）
■内脂肪を燃焼させて体を引き締める運
動や、美しい姿勢・スタイルを維持
する体操等
■講山内雅子氏（フィ
ットネスインスト
ラクター）
■対市内在住の２０歳代
～４０歳代の女性で
運動習慣がない人
■定２０人（先着順）
■場■申９月６日昌～２２日晶午前８時３０分
～午後５時１５分（松掌抄を除く）に、
直接か電話で市保健センター（緯〈７６〉
１１３３）へ

ボディメイクプログラム
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■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９月５日昇午前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９月１６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■申碧南消防署救急係（緯〈４１〉２６２５）
普通救命講習Ⅰ
■時９月１７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■申安城消防署救急係（緯〈７５〉２４９４）
実技救命講習
■時９月２４日掌午前９時～１１時
■内■対インターネット上で応急手当WEB
講習若しくは救命入門コースを受講
した人が普通救命講習Ⅰにステップ
アップするコースです。心肺蘇生法、
AEDの使用法、止血法の実技を行
います
■場■申高浜消防署救急係（緯〈５２〉１１９０）

救命講習会

献血にご協力ください！
■時９月１７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）

①～④共通事項
■時開催時間施各開催日の午後１時３０分
～２時３０分（受付は午後１時から）

■対市内在住・在勤・在学者
■定各８０人（当日先着順）
■他未就学児の無料託児（先着１０人）及び
手話通訳・要約筆記あり。希望者は
各開催日の２週間前までに市保健セ
ンターへ連絡してください

■場■問市保健センター（緯〈７６〉１１３３）
①しなやかな血管で明るい未来を
■時１０月１２日昭

■講馬渕龍彦氏（二本木クリニック）
②あなたのタバコ 周りの人に迷惑を
かけていますよ
■時１０月２６日昭

■講榊原啓氏（市川クリニック）
③正しく知ろう 薬の使い方
■時１１月９日昭

■講野村直人氏（野村薬局）
④ママ錘僕たちの歯を守ってネッ錘

■時１１月３０日昭

■講大場茂氏（大場歯科）

市民健康講座

防災の日にあわせて、家具等転倒防
止器具やパネル等を展示し、家庭での
防災・減災対策を紹介します。
■時９月１日晶・４日捷～８日晶午前９
時～午後４時
■場市役所本庁舎
■問危機管理課（緯〈７１〉２２２０）

家具等転倒防止展示会

みよしの里山を守る会の事務局長・
宮嶋英一氏の案内で、珍しく貴重な生
き物や植物（田んぼビオトープの中の
生物、ハッチョウトンボ、シラタマホ
シクサ、モンゴリナラ、食虫植物のト
ウカイコモウセンゴケ等）を観察し、
無農薬で生育されている田んぼ等を見
学します。
■時９月２４日掌午前７時４５分～午後１時
■場集合・解散獅市役所西駐車場 行き
先獅みよし市黒笹町子持松（湿原）

■対１８歳以上の市内在住・在勤・在学者
■定１５人（先着順）
■持歩きやすい服装、帽子、飲料
■申９月４日捷～１１日捷に、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NPO法人
エコネットあんじょう事務局（胃〈５５〉
１３１５／info@econetanjo.org）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）

ハッチョウトンボの棲む
「みよしの里山」から学ぶ

安城市国際交流協会と（一社）安城青
年会議所主催のイベントです。海外の
食を楽しみながら多文化体験をしませ
んか。
■時９月１８日抄午後１時～５時
■場アンフォーレ
■内■定参加者大募集！（いずれも先着順）
①英会話「音まね」レッスン（５０人）獅
午後１時～２時
②多言語図書館ガイドツアー（２０人）
獅午後１時３０分
③英語deYOGA（３０人）獅午後２時
３０分
■対①獅小学生以上の
子ども（親子で参
加可） ②獅在住・
在勤外国人

■￥③のみ１人３００円
（当日支払）
■他小学生クイズ大会、ゆかた＆サリー
の着付け体験、各国の踊りステージ、
日本体験等盛りだくさん。イベント
詳細はHPをご覧ください
※右QRコードから
アクセスできます。
■申①②③獅９月６日昌

～１４日昭午前９時～
午後５時（松掌を除
く）に直接か電話で同協会（緯〈７１〉
２２６０）へ

ワールド・フェスin安城
～広げよう国際の輪～

■場■申９月１５日晶午前９時から、電話で
子育て支援センター（あんぱ～く内
／緯〈７２〉２３１７）へ
※１家族１人１講座まで。

子育て何でも相談広場
■時１０月３日昇午前１０時～１１時３０分
■内 Let’sトイレトレーニング
■講保健師
■対これから始める子と保護者
■定２０組（先着順）
育児講習会
■時１０月２７日晶午前１０時～１１時３０分
■内演題獅「アンガーマネジメントで笑
顔の子育てはじめの一歩」
■講稲垣真紀子氏（日本アンガーマネジ
メント協会 アンガーマネジメント
ファシリテータ―）

■対乳幼児の保護者
■定３０人（先着順）
■他別室託児あり
親子遊び講習会
■時１１月２４日晶午前１０時～１１時３０分
■内ママと踊ろうニコニコ体操
■講高橋千恵子氏（健康運動指導士、ス
タジオDo代表）
■対１歳６カ月～未就園の子と保護者
■定３０組（先着順）

子育て支援センター講習会

■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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■場■問堀内公園（緯〈９９〉５９４７）
ノルディックウォーキング＆棒ビクス
体験会
■時１０月１４日松・２３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
※料金当日支払。支払後は返金不可。

■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９月６日昌～各開催日前日の午前９
時～午後４時３０分（休園日を除く）に、
直接か電話で堀内公園へ
シャボン玉で遊ぼう
■時９月９日松午前１０時～午後３時
※雨天の場合は１０日掌に延期。
シャボン玉の中に入ろう
■時９月９日松午前１１時、午後２時
※雨天の場合は１０日掌に延期。
■定各５０人（当日先着順）
遊具に乗って綿菓子プレゼント
■時９月１６日松～１８日抄午前９時から
■内対象遊具諮１６日施メルヘン号（汽車）
１７日施メリーゴーランド １８日施観
覧車
■対小学生以下
■定各４００人（当日先着順）
体験！昔あそび
■時９月１６日松～１８日抄午前１０時～午後
３時（雨天中止）
■内コマ・竹馬・剣玉遊びの体験会
堀内公園「秋まつり」
■時９月２３日抄・２４日掌午前１０時～午後
３時

■内輪投げ等の模擬店を開催
■対小学生以下
■￥各１００円

■時１０月２２日掌午前１０時～午後２時
■場デンパーク
■内クッキーファクトリー・ビュッフェ
■対市内在住のひとり親家庭の子と保護者
■定４５人（先着順）
■￥１人１４００円（３歳以下は無料）
■申９月１０日掌～２４日掌に、住所・氏名・
電話番号をファクスで母子福祉会・
成島清美さん（緯・胃〈９９〉６５５４）へ
なりしま

※１０日午前８時～正午のみ電話でも
申込可。
■問子育て支援課（緯〈７１〉２２２９）

ひとり親家庭おたのしみ会

堀内公園の催し

『愛らぶ安城～こころのコンサート』
懐かしいナンバーをお楽しみいただけ
ます。必ずやあの頃の思いがよみがえ
ります。
■時９月３０日松午後５時３０分から（開場
は午後５時）

■内出演施久米小百合（久保田早紀改め
／ミュージックミッショナリー）
opening
オ ー プ ニ ン グ

act施the
ア ク ト

t-rag（アコース
タイムラグ

ティック／メンバー：羽鳥祐一、畑
原直俊、野村智文、杉崎利幸）

■定１５９人（要整理券）
■他整理券を９月１６日松午前９時から同
館で配布。未就学児の入場はできま
せん

■場■問昭林公民館（緯〈７７〉６６８８）

昭林コンサート

９月１８日抄は敬老の日です。市では
この日にあわせて敬老訪問等の敬老行
事を行います。今年度から、敬老金
（サルビア商品券）贈呈を、８５歳・９０歳・
９５歳及び１００歳以上の人から、満８８歳
及び１００歳以上の人に一律１万円贈呈
に変更しました。
■問高齢福祉課（緯〈７１〉２２２３）
敬老祝品・敬老金の贈呈
８０歳以上に敬老祝品を、８８歳及び

１００歳以上に敬老金（サルビア商品券）
を贈呈します。
敬老訪問
市内最高齢者、１００歳の高齢者宅を

市長らが訪問し、長寿を祝います。
■時９月８日晶

おじいさん・おばあさんの似顔絵展
市内の小学２年生が描いた高齢者の
似顔絵約２６０点を展示します。
■時９月１４日昭～２１日昭午前９時～午後
９時
※１７日掌・１８日抄は午後５時まで。
■場市内各福祉センター
敬老の日浴場無料開放
■時９月１８日抄午前１０時～午後４時
■場市内各福祉センター
■対市内在住の６０歳以上
デンパーク無料入園
本紙２３ページ掲載の無料入園券で、
同行される家族１人まで一緒に入園で
きます。デンパークへはぜひ、あんく
るバスでお越しください。
■時有効期間獅９月１日晶～３０日松午前
９時３０分～午後５時（昇を除く）
※１６日～１８日は午後９時まで開園。

■対市内在住の６５歳以上

市の敬老行事
生活に必要な基礎会話を勉強します。
■時■内１０月１日掌～１２月１０日掌の毎週掌

（１０月１５日、１１月５日を除く。全９回）
①クラス１（基本的な文法・会話）獅
午前９時～１０時２０分 ②クラス２
（文法とそれを使った会話練習・初
級～中級）獅午前９時～１０時２０分
③クラス３（文法とそれを使った会
話練習・中級）獅午前１０時３０分～１１
時５０分

■場市民会館
■対市内在住・在勤の１６歳以上の外国人
で、日本語会話の初心者
■定各１５人（先着順）
■￥９００円
■他９月２４日掌に、クラス分けのための
簡単な面接を実施
■申９月６日昌～２１日昭午前８時３０分～
午後５時１５分（松掌抄を除く）に、直
接か電話で市国際交流協会（緯〈７１〉
２２６０）へ
※団体による申込不可。

秋期大人日本語教室

■時期間・日時 ■場場所 ■内内容 ■講講師・指導 ■対対象・資格 ■定定員 ■￥費用 ■持持ち物 ■他その他

■時１０月６日晶・１３日晶・２０日晶・２７日
晶、１１月１７日晶午前１０時～１１時３０分
（全５回）
■内脂肪を燃焼させて体を引き締める運
動や、美しい姿勢・スタイルを維持
する体操等
■講山内雅子氏（フィ
ットネスインスト
ラクター）
■対市内在住の２０歳代
～４０歳代の女性で
運動習慣がない人
■定２０人（先着順）
■場■申９月６日昌～２２日晶午前８時３０分
～午後５時１５分（松掌抄を除く）に、
直接か電話で市保健センター（緯〈７６〉
１１３３）へ

ボディメイクプログラム
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総務省統計局（愛知県、安城市）では、
１０月１日時点の内容で就業構造基本調
査を実施します。
この調査は、法律に基づく基幹統計
調査として国が実施する重要な調査で
す。調査の対象は全国から無作為に選
ばれ、調査結果は雇用政策等を企画・
立案するための重要な指標となります。
調査対象の地域には調査員証を携帯
した調査員が訪問しますので、ご協力
をお願いします。
■問経営管理課（緯〈７１〉２２０５）

就業構造基本調査を実施

県手帳・県勢要覧・県地図
の購入予約を受付
■申９月２９日晶までの午前８時３０分～午
後５時１５分（松掌抄を除く）に、電話
で経営管理課（緯〈７１〉２２０５）へ
平成３０年版愛知県手帳
■内見開きカレンダー、見開き１週間日
記、県内市町村のイベント紹介等各
種情報を掲載。１５尺×９尺で黒と赤
の２種類

■￥５００円
あいち県勢要覧２０１８
■内統計表とグラフでみる県・市町村の
概要。裏面は１７万分の１のカラー地
図を掲載。Ａ１判、４色刷

■￥３００円
愛知県地図
■内Ａ１判の白地図（平成２４年１０月時点
の内容）
■￥１５０円

「救急の日」を含む１週間は「救急医
療週間」（９月３日～９日）です。
現在、衣浦東部広域連合消防局では

「救急車の適正利用」と「救急蘇生法の
普及啓発」を進めています。
救急出動件数の増加は、遠方の救急
車の出動につながり、現場到着の時間
を遅らせます。緊急性のある傷病者へ
の対応が遅れ、救えたはずの命が救え
なくなるかもしれません。
救急車は限りある資源です。救急車
の適正利用をお願いします。
また、突然のけがや病気はいつ起こ
るかわかりません。救急車が到着する
までの間に救急蘇生法を行った場合は、
行わない場合に比べて生存率の高いこ
とが分かっています。
あなたの勇気が命を救います。救命
講習会にぜひご参加ください。
■問衣浦東部広域連合消防課（緯〈６３〉０１３５）

９月１０日～１６日は自殺予防
週間
自殺は様々な要因が重なり、心理的

に追い込まれた末の死であり、その多
くは自殺の前に心の病気を発症してい
ます。早く気づき受診することは、自
殺を防ぐことにつながります。
衣浦東部保健所では電話や面接（要

予約）で、こころの健康相談を実施し
ています。ご利用ください。
■時捷～晶午前９時～午後４時３０分
※抄、正午～午後１時を除く。
■問衣浦東部保健所健康支援課（緯〈２１〉
９３３７）

熱を感知して、薬剤放射・消火まで
全自動の消火装置を、コンロ台の天井
に設置します。
■対自動消火器未設置で７０歳以上の所得税
非課税のひとり暮らし高齢者（認定者）
■他設置後の取外しや廃棄費用は自己負
担。ただし、消火器の廃棄に添付す
るリサイクル券は提供
■申９月１日晶～２０日昌午前８時３０分～
午後５時１５分（松掌抄を除く）に直接
か電話で高齢福祉課（緯〈７１〉２２２３）へ

自動消火器の給付

デンパーク市民特別入園券
の有効期限は９月３０日まで
本紙４月１日号５ページ掲載のデン
パーク市民特別入園券の有効期限が９
月３０日と迫っています。ぜひご利用く
ださい。
■問農務課（緯〈７１〉２２３３）

昨年４月の改正農業委員会法施行に
伴い、本市では、本年７月２０日に新体
制の農業委員会が発足しました。
新体制では、農地の権利移動等の法
令審議を主に行う農業委員１４人と地域
の農地利用の最適化
の推進等の現場活動
を主に行う農地利用
最適化推進委員２８人
が選任され、同日開
催の農業委員会総会
で、会長が杉浦英彦
氏（東端町／写真上）、
会長職務代理者が榊
原喜榮子氏（城ケ入

き え こ

町／写真下）に決定
しました。
任期は平成３２年７

月１９日までです。
委員は次のとおり。 〈敬称略〉

暫農業委員
柴田孝敏（里町）／太田千尋（山崎町）／
鈴木貴士（古井町）／加藤まさ江（箕輪
町）／黒柳幹保（二本木町）／近藤正広

みき ほ

（高棚町）／浅井清幸（和泉町）／太田良
子（川島町）／長谷部勇（桜井町）／林茂
樹（小川町）／江川攻（高棚町）／大見由

おさむ

紀雄（新田町）
暫農地利用最適化推進委員
杉野猛（里町）／柴田鉃夫（柿 町）／神
谷孝雄（東栄町）／日下賢治（篠目町）／
木村丈樹（池浦町）／小野内博（新田町）

たけ き

／山本義幸（大岡町）／神谷幸久（河野
町）／稲垣英男（安城町）／本多茂（横山
町）／岩瀬則雄（古井町）／鳥居益夫（箕
輪町）／黒田清吾（三河安城町）／日高
広勝（高棚町）／神谷誠（福釜町）／石川
和明（赤松町）／杉浦泰昭（和泉町）／近
藤正俊（榎前町）／杉浦正紀（東端町）／

まさ のり

石川和宏（根崎町）／神谷善郎（城ケ入
町）／太田俊夫（川島町）／稲垣信彦（堀
内町）／都築春義（姫小川町）／鈴木修
（小川町）／都築敏和（木戸町）／都築新
一郎（姫小川町）／中田晴久（安城町）
■問農務課（緯〈７１〉２２３４）

新体制の農業委員会が発足、
会長ほかを決定

①・②共通事項
平成３０年４月に開設予定の特別養護

老人ホーム入所申込みを受け付けます。
■申各申込先に問い合わせて申込書を郵
送で受け取り、記入したものを持参
か郵送で各申込先へ。先着順ではな
く、各施設で入所判定されます
※②は同所HPからも申し込めます。
■問高齢福祉課（緯〈７１〉２２９０）
①（仮称）ひまわり・安城（福釜町）
■対原則要介護３以上の認定を受けてい
る人
■定１００人
■申申込先獅社会福祉法人愛生館 特別
養護老人ホームひまわり・安城開設
準備室（特別養護老人ホームひまわ
り内／緯〈９２〉００８８）
②（仮称）こころくばり（篠目町）
■対申込時に安城市に住所があり、原則
要介護３以上の認定を受けている人
■定２９人
■申申込先獅社会福祉法人相志会 介護
複合施設こころくばり開設準備室
（叙アイシーリビング内／緯〈７６〉４１
６５／http://www.kokorokubari.
or.jp）

特別養護老人ホームの入所
申込みを受け付けます

９月９日は救急の日

■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。

杉杉浦杉浦氏氏

榊原榊原氏氏

情
報
ボ
ッ
ク
ス
は
左
側
か
ら
お
読
み
く
だ
さ
い
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〈キリトリセン〉
興興デンパーク興興

敬老無料入園券
有効期間 ▼平成２９年９月１日晶～９月３０日松

（毎週昇を除く）
本券１枚で、市内在住の６５歳以上１人と同行の家族１人が
入園できます。（孫の付添い、６５歳以上1人のみも可）

［安城市高齢福祉課・（公財）安城都市農業振興協会］

事件事故等の緊急電話なら「１１０番」、
相談するなら「＃９１１０」へ。警察で解決
できないものは、専門の相談機関を案
内します。安心して相談してください。
■時捷～晶午前９時～午後５時（抄、年
末年始を除く）
■内警察相談専用電話獅緯＃９１１０
※ダイヤル回線及び一部のIP電話
からかけるときは（緯０５２〈９５３〉９１１０）。

■他愛知県警HPに、「よくある警察相談
Q&A」等、警察相談の情報掲載あり
■問安城警察署（緯〈７６〉０１１０）、市市民安
全課（緯〈７１〉２２１９）

９月１１日は警察相談の日

〈キリトリセン〉

〈
キ
リ
ト
リ
セ
ン
〉

〈キリトリセン〉
興興デンパーク興興

敬老無料入園券
有効期間 ▼平成２９年９月１日晶～９月３０日松

（毎週昇を除く）
本券１枚で、市内在住の６５歳以上１人と同行の家族１人が
入園できます。（孫の付添い、６５歳以上1人のみも可）

［安城市高齢福祉課・（公財）安城都市農業振興協会］

９月～１０月上旬にアンケート調査を
実施します。
この調査は皆さんの健康への意識や
生活習慣等を把握し、今後の健康づく
りの基礎資料とするものです。
アンケートは無作為抽出した人に送
付、又は市内幼稚園、保育園、小中学
校を通じて配布します。
■問健康推進課（緯〈７６〉１１３３）

第２次健康日本２１安城計画
アンケート調査にご協力を

デンパークハロウィンカー
ニバル参加者

安城市子ども・子育て支援事業計画
の進捗、実施及び、次期計画の策定に
ついて審議する委員を募集します。
■内任期獅１０月７日～平成３１年１０月６日
(２年間) 選考内容獅書類選考、面
接 報酬獅会議１回７５００円（平日昼
間に年数回程度開催予定）
■対１８歳以上の市内在住・在勤・在学者
■定２人
■申９月１９日昇までの午前８時３０分～午
後５時１５分（松掌抄を除く）に、所定
の応募用紙と４００字程度の作文（テー
マ「安城市の子ども・子育て支援に
関する意見や提言等」）を、直接か郵
送（必着）・Ｅメールで、子育て支援
課（〒４４６－８５０１住所不要／shien@
city.anjo.lg.jp）へ
※応募用紙は同課、市HPで配布。
■問子育て支援課（緯〈７１〉２２２７）

子ども・子育て会議委員

実践的な技能者となるため、職業に
必要な技術や知識を学べます。
■時■内応募期間諮A日程獅９月１１日捷～
１０月２７日晶 B日程獅平成３０年１月
５日晶～２月２日晶 C日程獅１１月
１４日昇～平成３０年１月１２日晶

選考日諮A日程獅１１月１０日晶 B日
程獅平成３０年２月９日晶 C日程獅

平成３０年１月２６日晶

区分諮①名古屋高等技術専門校（建
築総合科（２年）・モノづくり総合科
（１年））獅A・B日程 ②岡崎高等
技術専門校（モノづくり総合科（２
年））獅A・B日程 ③東三河高等技
術専門校（建築総合科（２年））獅A・
C日程
■対①②獅高等学校卒業程度の学力を有
する３０歳以下の人 ③獅中学校・高
等学校卒業程度の学力を有する３０歳
以下の人
※いずれも平成３０年３月卒業見込を
含む。

■他詳しくは問い合わせてください
■問学校教育課（緯〈７１〉２２５４）

愛知県立高等技術専門校
平成３０年度普通課程訓練生

■時期間・日時 ■場場所 ■内内容 ■講講師・指導 ■対対象・資格 ■定定員 ■￥費用 ■持持ち物 ■他その他

デンパークハロウィンカー
ニバル参加者
お化けカボ
チャや魔女、
ゾンビ等好き
な仮装をして
参加しよう！
■時１０月２２日掌

午前１１時
■定５０組程度（先着順、個人でもグルー
プでも参加可）
■他グランプリ・特別賞他、参加賞あり。
定員に達しない場合、当日も受付
※午後２時からは自由に参加できる
パレードもあります。
■場■申９月６日昌午前９時３０分から電話
でデンパーク（緯〈９２〉７１１１）へ
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総務省統計局（愛知県、安城市）では、
１０月１日時点の内容で就業構造基本調
査を実施します。
この調査は、法律に基づく基幹統計
調査として国が実施する重要な調査で
す。調査の対象は全国から無作為に選
ばれ、調査結果は雇用政策等を企画・
立案するための重要な指標となります。
調査対象の地域には調査員証を携帯
した調査員が訪問しますので、ご協力
をお願いします。
■問経営管理課（緯〈７１〉２２０５）

就業構造基本調査を実施

県手帳・県勢要覧・県地図
の購入予約を受付
■申９月２９日晶までの午前８時３０分～午
後５時１５分（松掌抄を除く）に、電話
で経営管理課（緯〈７１〉２２０５）へ
平成３０年版愛知県手帳
■内見開きカレンダー、見開き１週間日
記、県内市町村のイベント紹介等各
種情報を掲載。１５尺×９尺で黒と赤
の２種類

■￥５００円
あいち県勢要覧２０１８
■内統計表とグラフでみる県・市町村の
概要。裏面は１７万分の１のカラー地
図を掲載。Ａ１判、４色刷

■￥３００円
愛知県地図
■内Ａ１判の白地図（平成２４年１０月時点
の内容）
■￥１５０円

「救急の日」を含む１週間は「救急医
療週間」（９月３日～９日）です。
現在、衣浦東部広域連合消防局では

「救急車の適正利用」と「救急蘇生法の
普及啓発」を進めています。
救急出動件数の増加は、遠方の救急
車の出動につながり、現場到着の時間
を遅らせます。緊急性のある傷病者へ
の対応が遅れ、救えたはずの命が救え
なくなるかもしれません。
救急車は限りある資源です。救急車
の適正利用をお願いします。
また、突然のけがや病気はいつ起こ
るかわかりません。救急車が到着する
までの間に救急蘇生法を行った場合は、
行わない場合に比べて生存率の高いこ
とが分かっています。
あなたの勇気が命を救います。救命
講習会にぜひご参加ください。
■問衣浦東部広域連合消防課（緯〈６３〉０１３５）

９月１０日～１６日は自殺予防
週間
自殺は様々な要因が重なり、心理的

に追い込まれた末の死であり、その多
くは自殺の前に心の病気を発症してい
ます。早く気づき受診することは、自
殺を防ぐことにつながります。
衣浦東部保健所では電話や面接（要

予約）で、こころの健康相談を実施し
ています。ご利用ください。
■時捷～晶午前９時～午後４時３０分
※抄、正午～午後１時を除く。
■問衣浦東部保健所健康支援課（緯〈２１〉
９３３７）

熱を感知して、薬剤放射・消火まで
全自動の消火装置を、コンロ台の天井
に設置します。
■対自動消火器未設置で７０歳以上の所得税
非課税のひとり暮らし高齢者（認定者）
■他設置後の取外しや廃棄費用は自己負
担。ただし、消火器の廃棄に添付す
るリサイクル券は提供
■申９月１日晶～２０日昌午前８時３０分～
午後５時１５分（松掌抄を除く）に直接
か電話で高齢福祉課（緯〈７１〉２２２３）へ

自動消火器の給付

デンパーク市民特別入園券
の有効期限は９月３０日まで
本紙４月１日号５ページ掲載のデン
パーク市民特別入園券の有効期限が９
月３０日と迫っています。ぜひご利用く
ださい。
■問農務課（緯〈７１〉２２３３）

昨年４月の改正農業委員会法施行に
伴い、本市では、本年７月２０日に新体
制の農業委員会が発足しました。
新体制では、農地の権利移動等の法
令審議を主に行う農業委員１４人と地域
の農地利用の最適化
の推進等の現場活動
を主に行う農地利用
最適化推進委員２８人
が選任され、同日開
催の農業委員会総会
で、会長が杉浦英彦
氏（東端町／写真上）、
会長職務代理者が榊
原喜榮子氏（城ケ入

き え こ

町／写真下）に決定
しました。
任期は平成３２年７

月１９日までです。
委員は次のとおり。 〈敬称略〉

暫農業委員
柴田孝敏（里町）／太田千尋（山崎町）／
鈴木貴士（古井町）／加藤まさ江（箕輪
町）／黒柳幹保（二本木町）／近藤正広

みき ほ

（高棚町）／浅井清幸（和泉町）／太田良
子（川島町）／長谷部勇（桜井町）／林茂
樹（小川町）／江川攻（高棚町）／大見由

おさむ

紀雄（新田町）
暫農地利用最適化推進委員
杉野猛（里町）／柴田鉃夫（柿 町）／神
谷孝雄（東栄町）／日下賢治（篠目町）／
木村丈樹（池浦町）／小野内博（新田町）

たけ き

／山本義幸（大岡町）／神谷幸久（河野
町）／稲垣英男（安城町）／本多茂（横山
町）／岩瀬則雄（古井町）／鳥居益夫（箕
輪町）／黒田清吾（三河安城町）／日高
広勝（高棚町）／神谷誠（福釜町）／石川
和明（赤松町）／杉浦泰昭（和泉町）／近
藤正俊（榎前町）／杉浦正紀（東端町）／

まさ のり

石川和宏（根崎町）／神谷善郎（城ケ入
町）／太田俊夫（川島町）／稲垣信彦（堀
内町）／都築春義（姫小川町）／鈴木修
（小川町）／都築敏和（木戸町）／都築新
一郎（姫小川町）／中田晴久（安城町）
■問農務課（緯〈７１〉２２３４）

新体制の農業委員会が発足、
会長ほかを決定

①・②共通事項
平成３０年４月に開設予定の特別養護

老人ホーム入所申込みを受け付けます。
■申各申込先に問い合わせて申込書を郵
送で受け取り、記入したものを持参
か郵送で各申込先へ。先着順ではな
く、各施設で入所判定されます
※②は同所HPからも申し込めます。
■問高齢福祉課（緯〈７１〉２２９０）
①（仮称）ひまわり・安城（福釜町）
■対原則要介護３以上の認定を受けてい
る人
■定１００人
■申申込先獅社会福祉法人愛生館 特別
養護老人ホームひまわり・安城開設
準備室（特別養護老人ホームひまわ
り内／緯〈９２〉００８８）
②（仮称）こころくばり（篠目町）
■対申込時に安城市に住所があり、原則
要介護３以上の認定を受けている人
■定２９人
■申申込先獅社会福祉法人相志会 介護
複合施設こころくばり開設準備室
（叙アイシーリビング内／緯〈７６〉４１
６５／http://www.kokorokubari.
or.jp）

特別養護老人ホームの入所
申込みを受け付けます

９月９日は救急の日

■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。

杉杉浦杉浦氏氏

榊原榊原氏氏

情
報
ボ
ッ
ク
ス
は
左
側
か
ら
お
読
み
く
だ
さ
い
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〈キリトリセン〉
興興デンパーク興興

敬老無料入園券
有効期間 ▼平成２９年９月１日晶～９月３０日松

（毎週昇を除く）
本券１枚で、市内在住の６５歳以上１人と同行の家族１人が
入園できます。（孫の付添い、６５歳以上1人のみも可）

［安城市高齢福祉課・（公財）安城都市農業振興協会］

事件事故等の緊急電話なら「１１０番」、
相談するなら「＃９１１０」へ。警察で解決
できないものは、専門の相談機関を案
内します。安心して相談してください。
■時捷～晶午前９時～午後５時（抄、年
末年始を除く）
■内警察相談専用電話獅緯＃９１１０
※ダイヤル回線及び一部のIP電話
からかけるときは（緯０５２〈９５３〉９１１０）。

■他愛知県警HPに、「よくある警察相談
Q&A」等、警察相談の情報掲載あり
■問安城警察署（緯〈７６〉０１１０）、市市民安
全課（緯〈７１〉２２１９）

９月１１日は警察相談の日

〈キリトリセン〉

〈
キ
リ
ト
リ
セ
ン
〉

〈キリトリセン〉
興興デンパーク興興

敬老無料入園券
有効期間 ▼平成２９年９月１日晶～９月３０日松

（毎週昇を除く）
本券１枚で、市内在住の６５歳以上１人と同行の家族１人が
入園できます。（孫の付添い、６５歳以上1人のみも可）

［安城市高齢福祉課・（公財）安城都市農業振興協会］

９月～１０月上旬にアンケート調査を
実施します。
この調査は皆さんの健康への意識や
生活習慣等を把握し、今後の健康づく
りの基礎資料とするものです。
アンケートは無作為抽出した人に送
付、又は市内幼稚園、保育園、小中学
校を通じて配布します。
■問健康推進課（緯〈７６〉１１３３）

第２次健康日本２１安城計画
アンケート調査にご協力を

デンパークハロウィンカー
ニバル参加者

安城市子ども・子育て支援事業計画
の進捗、実施及び、次期計画の策定に
ついて審議する委員を募集します。
■内任期獅１０月７日～平成３１年１０月６日
(２年間) 選考内容獅書類選考、面
接 報酬獅会議１回７５００円（平日昼
間に年数回程度開催予定）
■対１８歳以上の市内在住・在勤・在学者
■定２人
■申９月１９日昇までの午前８時３０分～午
後５時１５分（松掌抄を除く）に、所定
の応募用紙と４００字程度の作文（テー
マ「安城市の子ども・子育て支援に
関する意見や提言等」）を、直接か郵
送（必着）・Ｅメールで、子育て支援
課（〒４４６－８５０１住所不要／shien@
city.anjo.lg.jp）へ
※応募用紙は同課、市HPで配布。
■問子育て支援課（緯〈７１〉２２２７）

子ども・子育て会議委員

実践的な技能者となるため、職業に
必要な技術や知識を学べます。
■時■内応募期間諮A日程獅９月１１日捷～
１０月２７日晶 B日程獅平成３０年１月
５日晶～２月２日晶 C日程獅１１月
１４日昇～平成３０年１月１２日晶

選考日諮A日程獅１１月１０日晶 B日
程獅平成３０年２月９日晶 C日程獅

平成３０年１月２６日晶

区分諮①名古屋高等技術専門校（建
築総合科（２年）・モノづくり総合科
（１年））獅A・B日程 ②岡崎高等
技術専門校（モノづくり総合科（２
年））獅A・B日程 ③東三河高等技
術専門校（建築総合科（２年））獅A・
C日程
■対①②獅高等学校卒業程度の学力を有
する３０歳以下の人 ③獅中学校・高
等学校卒業程度の学力を有する３０歳
以下の人
※いずれも平成３０年３月卒業見込を
含む。

■他詳しくは問い合わせてください
■問学校教育課（緯〈７１〉２２５４）

愛知県立高等技術専門校
平成３０年度普通課程訓練生

■時期間・日時 ■場場所 ■内内容 ■講講師・指導 ■対対象・資格 ■定定員 ■￥費用 ■持持ち物 ■他その他

デンパークハロウィンカー
ニバル参加者
お化けカボ
チャや魔女、
ゾンビ等好き
な仮装をして
参加しよう！
■時１０月２２日掌

午前１１時
■定５０組程度（先着順、個人でもグルー
プでも参加可）
■他グランプリ・特別賞他、参加賞あり。
定員に達しない場合、当日も受付
※午後２時からは自由に参加できる
パレードもあります。
■場■申９月６日昌午前９時３０分から電話
でデンパーク（緯〈９２〉７１１１）へ
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〈キリトリセン〉

〈キリトリセン〉

興興デンパーク興興

敬老無料入園券
有効期間 ▼表面に記載しています

★本券の払戻し、再発行はできません
★本券の転売・コピーは禁止します

利用人数 □１人 □２人

〈キリトリセン〉

興興デンパーク興興

敬老無料入園券
有効期間 ▼表面に記載しています

★本券の払戻し、再発行はできません
★本券の転売・コピーは禁止します

利用人数 □１人 □２人

明祥地域どろんこまつりを撮影した
写真を募集します。
■時明祥地域どろんこまつり獅９月９日
松午前９時２０分～１１時２０分 写真
展獅１０月３日昇～２２日掌午前９時～
午後９時（休館日を除く）

■場明祥地域どろんこまつり獅明祥プラ
ザ北の田んぼ 写真展獅明祥プラザ
■内作品規格獅２L～A４又は四ツ切
賞諮市長賞（１点）獅賞状・図書カー
ド２０００円分 議長賞（１点）獅賞状・
図書カード２０００円分 発表・表彰獅

１０月末に市HPに掲載し、入賞者に
直接通知。１１月１２日掌明祥プラザま
つりにて表彰

■申９月３０日松までの午前９時～午後９
時（休館日を除く）に、必要事項を記
載した応募票を作品裏面に貼付し、
持参か郵送（必着）で明祥公民館（〒
４４４－１２２１和泉町大下３８－１／緯〈９２〉
３５２１）へ
※応募票・応募要項は同館・市HP
で配布。
※詳細は応募要項で確認してくださ
い。

明祥地域どろんこまつり写
真展作品

外国人住民の皆さんが市役所窓口で
手続きをする際の通訳、また市の文書
の翻訳、その他一般事務に従事する臨
時職員を募集します。
■内勤務日時獅捷～晶午前９時～午後５
時のうち６時間程度（抄は休み） 勤
務場所獅市民課 雇用期間獅１０月１
日～平成３０年３月３１日 賃金獅時給
１５６０円（ただし、通訳・翻訳業務以
外は９１０円）、通勤割増１日２００円 選
考獅面接、ポルトガル語・日本語会
話、筆記試験（日本語梶ポルトガル
語翻訳）。９月１４日昭に実施

■対下記のいずれにも当てはまる人
暫ポルトガル語・日本語による通訳
と翻訳ができ、健康である
暫基本的なパソコン操作ができる
■定１人
■申９月１日晶～１１日捷午前８時３０分～
午後５時１５分（松掌を除く）に、顔写
真付履歴書・外国籍の人は在留カー
ドを持って市民協働課へ

■問市民協働課（緯〈７１〉２２１８）

ポルトガル語通訳臨時職員

■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。

食と農を通じ、生産者や消費者の交
流を図るイベント 食と農の祭典。
そのイベントに合わせて開催される
マルシェの出店者を募集します。
■時１１月２５日松・２６日掌午前１０時～午後
４時（２６日は午後３時まで）
■場アンフォーレ
■定募集数獅約３０店（１ブース２．５ｍ×
２．５ｍ）
■￥３０００円（２日間）
■申下記のQRコードから９月２９日晶午
後５時までに申し込んでください
※応募フォームに掲載する募集要項
等をご確認ください。
※出店決定者へは１０
月上旬に通知を送付。
■問農務課（緯〈７１〉２２３３）

食と農の祭典 安城マルシェ
inアンフォーレの出店者

デンソーブライトペガサス
を応援しに行こう！

安城市のホームチーム「デンソーブ
ライトペガサス」が出場する日本女子
ソフトボールリーグ後半戦が始まりま
す。
愛知県内においては、豊橋市民球場
で開催されます。そこで、安城市から
バスで応援に行く「市民サポーター」を
大募集します。
家族や友人と、安城市のチームを応
援に行こう♪
■時９月１０日掌 入場開始獅正午 プレ
イボール獅午後1時（予定）
■場豊橋市民球場（豊橋市岩田町）
■定４０人（先着順）
■申９月１日晶～７日昭午前９時～午後
５時（捷を除く）に、直接かファクス・
Ｅメールで市スポーツ課（市野球場
Ａ面スタンド下／胃〈７７〉９２９３／my-
sports-anjo@city.anjo.lg.jp）へ
※申込書は同課、安城ホームチーム
サポーター事業HPで配布。
※右QRコードか
ら、申込書の配布
ページへリンクし
ています。
■問スポーツ課（緯〈７５〉
３５３５）
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