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親子いちごプランター植付
体験
■時１０月２８日松午前９時３０分～１１時
■場アグリライフ支援センター
■内プランターにいちごの苗を植付
※植付後は自宅で管理・収穫。
■対市内在住の小学生以下の子と保護者
■定２０組（定員を超えた場合は抽選）
■￥１０００円（２５尺×６５尺×２０尺程度のプ
ランターを持参する場合は７００円）

■申９月２２日晶までの午前８時３０分～午
後５時１５分（１８日抄を除く）に、代表
者の住所・氏名・電話番号、代表者
を含む参加人数（子ども、大人それ
ぞれ）、プランターの要・不要を、電
話かファクス・Ｅメール・郵送（必
着）でアグリライフ支援センター（緯

〈９２〉６２００／胃〈９２〉６１２２／agrilife@
city.anjo.lg.jp／〒４４４－
１２０１石井町辻原１３１－２）へ
※右のＱＲコードからも
申込み可。

■問堀内公園（緯〈９９〉５９４７）
作ってみよう！「手作り万華鏡」
■時９月３０日松午前１０時～午後３時（雨
天の場合は１０月１日掌に順延）

■定５０人（当日先着順）
遊具に乗って綿菓子プレゼント
■時１０月７日松～９日抄午前９時
■内指定遊具の利用者に綿菓子を進呈
指定遊具諮７日施メルヘン号（汽車）
８日施メリーゴーランド ９日施観
覧車

■対小学生以下
■定各３００人（当日先着順）
作ってみよう！「ミサンガ作り」
■時１０月１４日松・１５日掌午前１０時～午後
３時（材料が無くなり次第終了）

■定各５０人（当日先着順）

堀内公園の催し

■こども工作教室「折紙で宇宙の夢、
広げてみませんか」
地元企業のレーザー技術を使った
宇宙基地のモビール作り。入って遊
べる宇宙基地も登場！
■時９月１７日掌午後２時～４時
■対中学生以下
■定４０人（当日先着順）
■￥２００円（材料費）

■おとなのためのおはなし会'１７秋
「ストーリーテリングによるむか
しむかしのものがたり」と題し、「こ
ぞうさんのおきょう」等をお送りし
ます。
■時９月２９日晶午前１０時～１０時４５分
■内出演獅おはなしレストラン

アンフォーレ課（緯〈７６〉６１１１）

催 し

１０月の休館日
３日昇・１０日昇・１７日昇・２４日昇・
２７日晶・３１日昇
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碧海信用金庫本店前会場（御幸本町）
■時９月２３日抄午前９時から（商品がな
くなり次第終了）

■内愛知県農村生活アドバイザーによる
地元産野菜の販売・調理法のアドバ
イスに加え、午前１０時３０分から食育
紙芝居を上演

■問農務課（緯〈７１〉２２３３）
JR安城駅南側ホコ天会場（御幸本町）
■時９月２３日抄午前１０時～午後３時
■内子どもの遊び場（昔懐かしい手作り
おもちゃが登場）、地元産野菜・特産
物・ハンドクラフトグッズ等の販売、
限定グッズが買えるきーぼーショッ
プミニ、きーぼーお楽しみ抽選会等

■問叙安城スタイル（緯〈７３〉９５１１）、商工
課（緯〈７１〉２２３５）

あんくるバス乗車券をプレゼント
■内各会場で買い物をした人に、当日か
ら次回のホコ天きーぼー市開催日ま
で利用できる乗車券を２枚進呈
■問都市計画課（緯〈７１〉２２４３）

今月のホコ天きーぼー市

※対象年齢は目安です。

１０月のおはなし会
５日昭午前１０時
３０分

おはなしゆりかご
（０～２歳）

７日松午後３時おはなしレストラン
（小学生以上）

９日抄・２３日捷
午前１０時３０分

えほんとわらべうた
の会（０～２歳）

１１日昌午前１０時
３０分

おはなしたまてばこ
（１～５歳）

１４日松午後２時おはなしえがお
（３歳～小学３年生）

１５日掌午前１１時大人のための絵本朗
読会（一般）

１５日掌午後２時かみしばいの会
（３歳～小学３年生）

１８日昌午前１０時
３０分

絵本好き集まれ！お
すすめ絵本紹介

１９日昭午前１０時
３０分

いないいないばあ
（１～５歳）

２０日晶午前１０時
３０分

このゆびと～まれ
（０～２歳）

２１日松・２８日松
午後２時

南吉朗読ででむし会
（小学生以上）

２５日昌午前１０時
３０分

おはなしまあだ
（１～５歳）

■時１０月２６日昭午後１時３０分～４時３０分
■場アンフォーレ
■内■講第１部施パワハラ相談をふまえた
職場環境配慮について／愛知労働局
雇用環境・均等部指導課 第２部施

イマドキの若者の効果的なほめ方・
叱り方／小川慎也氏（叙エスケイケイ
・ヒューマンリソースアドバイザー）
■定５０人（先着順）
■申１０月１９日昭までの午前９時～午後５
時１５分（松掌抄を除く）に、電話で県
西三河県民事務所産業労働課（緯

０５６４〈２７〉２７８２）へ

労働講座

ふるさとの美しい川や海を子どもた
ちに残すため、地域や自治体が一体と
なってごみを拾いましょう。
■時１０月２９日掌午前９時（小雨決行）
■場矢作川河川敷（小川町天神）
■問維持管理課（緯〈７１〉２２３７）

川と海のクリーン大作戦
■時１０月７日松午前１０時３０分（開場は午
前１０時）

■内出演獅竹内有希（二胡）、高橋美智子
（オカリナ）、古橋奏亜・花井玲子（ピ

そ あ

アノ）
演奏曲獅ソナタ KV５２１より第１楽
章、ドリーより子守唄・スペイン舞
曲、情熱大陸、蘇州夜曲、シルクロ
ード、賽馬、若い広場

さい ば

■定１５９人
※９月２３日抄午前９時から昭林公民
館で整理券を配布。
※未就学児は入場不可。託児あり
（９月３０日松までに要申込み。１人
３００円・定員５人）
■場■問昭林公民館（緯〈７７〉６６８８）

昭林モーニングコンサート
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■問デンパーク（緯〈９２〉７１１１）

あかりアート展
■時９月１３日昌～１８日抄

■内あかりを使った透かし絵オブジェ
の展示
月夜のしらべコンサート
■時■内出演諮９月１６日松施津軽三味
線 雅

みやび

會（津軽三味線）１７日掌
かい

施和太鼓零～ZERO～（和太鼓）
ぜろ

１８日抄施梵迦（BONGA）（和太
ぼん が

鼓） いずれも午後４時３０分・
７時３０分
観望会
天体望遠鏡で星を観察します。
■時９月１７日掌午後７時から

３０００本の竹あかりや高さ３ｍの竹灯籠スクリーン、キャンドルアー
ティスト加藤進太郎氏による演出で幻想的な明かり空間を楽しめる「仲
秋のあかり祭」。お勧めフォトスポットとして「ピラミッドキャンドル」も
登場。市内園児によるペットボトルキャンドル等、温もりあふれる作品
で彩られた園内で、さまざまなイベントを開催します。
■時９月１６日松～１８日抄（期間中は開園時間を午後９時まで延長。あかり
の点灯は午後６時から。雨天中止）

■￥入園料

陰隠共通事項
■場安祥閣
■申９月２２日晶～１０月３日昇午前１０時～
午後４時（休館日を除く）に、住所・
氏名・電話番号・参加人数を直接か
電話で安祥閣（緯〈７４〉３３３３）へ

陰おうちでおいしく煎れる煎茶講座
認定講師がおいしいお茶の煎れ方を
指導します。
■時１０月７日松午前１０時３０分～正午、午
後１時３０分～３時

■講稲垣啓氏（（公社）日本茶業中央会認
あきら

定日本茶インストラクター）
■定各１０人（先着順）
■￥５００円（菓子・持ち帰り用茶葉代含む）
隠初めてでも出来る華道体験講座
■時１０月８日掌午前１０時３０分～正午
■講平岩順子氏
■対女性
■定１０人（先着順）
■￥５００円（花代含む）
■持華道用ハサミ（持っていない人は申
込時申し出てください）

安祥閣の講座

彼岸花や半場川周辺を見て
歩こう
半場川周辺をガイドの案内で、堤防
に咲く彼岸花を見ながら歩きます。
■時９月２３日抄午前９時～１１時３０分
■場集合・解散獅マーメイドパレス臨時
駐車場（明祥プラザ駐車場の東側）
■講都築宏行氏（安城ふるさとガイドの
会）

■持歩きやすい服装
■問エコネットあんじょう（緯〈５５〉１３１５）、
環境都市推進課（緯〈７１〉２２０６）

陰お片付け教室
学校では教えてくれないお片付けの
コツを学びましょう。
■時１０月４日昌、１１月
８日昌、１２月１３日
昌午前１０時３０分～
正午（全３回）

■講岡京子氏（整理収
納アドバイザー）
■定１５人（先着順）
■￥６０００円
■申申込期限獅９月２７日昌

隠カービング講座
タイの宮廷から伝わる伝統工芸であ
るフルーツ＆ベジタブルカービングを
学びましょう！
■時１０月１１日昌・２０日晶、１１月１５日昌・
２４日晶午前１０時３０分～正午（全４回）
■講今

いま

庄規子氏（タイカービングスクール
じょう

gulaap主宰）
■定１５人（先着順）
■￥８０００円（各回の材料費別途）
■申申込期限獅１０月４日昌

韻日曜写真教室はじめの一歩
いまさら聞けないアレコレを一緒に
勉強しましょう！
■時１０月１５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１０月８日掌

吋もったいナイスな料理教室
■時１０月２０日晶午前１０時～午後０時３０分
■内テーマ獅秋の行楽に♪健康系ファー
ストフード
メニュー獅ごぼ
うの金平ライス
バーガー、フラ
イドごぼう、ご
ぼうのブラウニー、ごぼう茶
■講永井恵氏（Mottainice☆Cooking
Schoolそら）

■定２０人（先着順）
■￥３０００円（材料費込）
■持エプロン、手拭き用タオル、箸
■申申込期限獅１０月１３日晶

デンパーククラブハウスの体験教室
陰～吋共通事項
■場■問デンパーククラブハウス（緯〈９２〉７１１２）
■他入園料別途。都合により変更の場合あり。詳細は問い合わせてください
■申９月２０日昌から各申込期限日までの午前９時３０分～午後５時（休園日を除く）に、
直接か電話でデンパーククラブハウスへ

大道芸パフォーマンス
■時■内出演諮９月１６日松施スピニン
グマスターズ １７日掌施綱乗り
ジョニー １８日抄施吉田さんち
の大道芸 いずれも午後１時３０
分・３時３０分・６時３０分
※雨天中止。
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職場環境配慮について／愛知労働局
雇用環境・均等部指導課 第２部施

イマドキの若者の効果的なほめ方・
叱り方／小川慎也氏（叙エスケイケイ
・ヒューマンリソースアドバイザー）
■定５０人（先着順）
■申１０月１９日昭までの午前９時～午後５
時１５分（松掌抄を除く）に、電話で県
西三河県民事務所産業労働課（緯

０５６４〈２７〉２７８２）へ

労働講座

ふるさとの美しい川や海を子どもた
ちに残すため、地域や自治体が一体と
なってごみを拾いましょう。
■時１０月２９日掌午前９時（小雨決行）
■場矢作川河川敷（小川町天神）
■問維持管理課（緯〈７１〉２２３７）

川と海のクリーン大作戦
■時１０月７日松午前１０時３０分（開場は午
前１０時）

■内出演獅竹内有希（二胡）、高橋美智子
（オカリナ）、古橋奏亜・花井玲子（ピ

そ あ

アノ）
演奏曲獅ソナタKV５２１より第１楽
章、ドリーより子守唄・スペイン舞
曲、情熱大陸、蘇州夜曲、シルクロ
ード、賽馬、若い広場

さい ば

■定１５９人
※９月２３日抄午前９時から昭林公民
館で整理券を配布。
※未就学児は入場不可。託児あり
（９月３０日松までに要申込み。１人
３００円・定員５人）
■場■問昭林公民館（緯〈７７〉６６８８）

昭林モーニングコンサート
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■問デンパーク（緯〈９２〉７１１１）

あかりアート展
■時９月１３日昌～１８日抄

■内あかりを使った透かし絵オブジェ
の展示
月夜のしらべコンサート
■時■内出演諮９月１６日松施津軽三味
線 雅

みやび

會（津軽三味線）１７日掌
かい

施和太鼓零～ZERO～（和太鼓）
ぜろ

１８日抄施梵迦（BONGA）（和太
ぼん が

鼓） いずれも午後４時３０分・
７時３０分
観望会
天体望遠鏡で星を観察します。
■時９月１７日掌午後７時から

３０００本の竹あかりや高さ３ｍの竹灯籠スクリーン、キャンドルアー
ティスト加藤進太郎氏による演出で幻想的な明かり空間を楽しめる「仲
秋のあかり祭」。お勧めフォトスポットとして「ピラミッドキャンドル」も
登場。市内園児によるペットボトルキャンドル等、温もりあふれる作品
で彩られた園内で、さまざまなイベントを開催します。
■時９月１６日松～１８日抄（期間中は開園時間を午後９時まで延長。あかり
の点灯は午後６時から。雨天中止）

■￥入園料

陰隠共通事項
■場安祥閣
■申９月２２日晶～１０月３日昇午前１０時～
午後４時（休館日を除く）に、住所・
氏名・電話番号・参加人数を直接か
電話で安祥閣（緯〈７４〉３３３３）へ

陰おうちでおいしく煎れる煎茶講座
認定講師がおいしいお茶の煎れ方を
指導します。
■時１０月７日松午前１０時３０分～正午、午
後１時３０分～３時

■講稲垣啓氏（（公社）日本茶業中央会認
あきら

定日本茶インストラクター）
■定各１０人（先着順）
■￥５００円（菓子・持ち帰り用茶葉代含む）
隠初めてでも出来る華道体験講座
■時１０月８日掌午前１０時３０分～正午
■講平岩順子氏
■対女性
■定１０人（先着順）
■￥５００円（花代含む）
■持華道用ハサミ（持っていない人は申
込時申し出てください）

安祥閣の講座

彼岸花や半場川周辺を見て
歩こう
半場川周辺をガイドの案内で、堤防
に咲く彼岸花を見ながら歩きます。
■時９月２３日抄午前９時～１１時３０分
■場集合・解散獅マーメイドパレス臨時
駐車場（明祥プラザ駐車場の東側）

■講都築宏行氏（安城ふるさとガイドの
会）

■持歩きやすい服装
■問エコネットあんじょう（緯〈５５〉１３１５）、
環境都市推進課（緯〈７１〉２２０６）

陰お片付け教室
学校では教えてくれないお片付けの
コツを学びましょう。
■時１０月４日昌、１１月
８日昌、１２月１３日
昌午前１０時３０分～
正午（全３回）

■講岡京子氏（整理収
納アドバイザー）
■定１５人（先着順）
■￥６０００円
■申申込期限獅９月２７日昌

隠カービング講座
タイの宮廷から伝わる伝統工芸であ
るフルーツ＆ベジタブルカービングを
学びましょう！
■時１０月１１日昌・２０日晶、１１月１５日昌・
２４日晶午前１０時３０分～正午（全４回）
■講今

いま

庄規子氏（タイカービングスクール
じょう

gulaap主宰）
■定１５人（先着順）
■￥８０００円（各回の材料費別途）
■申申込期限獅１０月４日昌

韻日曜写真教室はじめの一歩
いまさら聞けないアレコレを一緒に
勉強しましょう！
■時１０月１５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１０月８日掌

吋もったいナイスな料理教室
■時１０月２０日晶午前１０時～午後０時３０分
■内テーマ獅秋の行楽に♪健康系ファー
ストフード
メニュー獅ごぼ
うの金平ライス
バーガー、フラ
イドごぼう、ご
ぼうのブラウニー、ごぼう茶
■講永井恵氏（Mottainice☆Cooking
Schoolそら）

■定２０人（先着順）
■￥３０００円（材料費込）
■持エプロン、手拭き用タオル、箸
■申申込期限獅１０月１３日晶

デンパーククラブハウスの体験教室
陰～吋共通事項
■場■問デンパーククラブハウス（緯〈９２〉７１１２）
■他入園料別途。都合により変更の場合あり。詳細は問い合わせてください
■申９月２０日昌から各申込期限日までの午前９時３０分～午後５時（休園日を除く）に、
直接か電話でデンパーククラブハウスへ

大道芸パフォーマンス
■時■内出演諮９月１６日松施スピニン
グマスターズ １７日掌施綱乗り
ジョニー １８日抄施吉田さんち
の大道芸 いずれも午後１時３０
分・３時３０分・６時３０分
※雨天中止。



■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。

画広報あんじょう 2017.9.15

暮らしに役立つ筆ペンとボ
ールペン
■時９月２６日昇午前１０時３０分～正午
■場勤労福祉会館
■内美しい文字の書き方を基礎から学ぶ
■講太田夏代氏（硬筆・毛筆検定愛知県
審査委員）
■定１５人（先着順）
■￥９００円
■持筆ペン・ボールペン
■申９月１９日昇からの午前９時～午後９
時（掌抄を除く）に電話で勤労福祉会
館（緯〈７６〉２９０２）へ

■問商工課（緯〈７１〉２２３５）

陰廃油石けんづくり
廃油を使って石けんを作り、環境に
ついて考えましょう。
■時１０月１日掌午前１０時～１１時３０分
■講古居敬子氏
■対１８歳以上
■定１０人（先着順）
■持長袖・長ズボン
隠はぎれでリボンヘアゴムづくり
はぎれを使ってオリジナルヘアゴム
を２個作ります。
■時１０月３日昇午前１０時～１１時３０分
■講稲垣愛美氏
■対１８歳以上
■定１０人（先着順）
■￥４００円
■持針、糸、はさみ
韻ホタル里親プロジェクト ホタル飼
育説明会
■時１０月７日松午後６時～７時
■講近藤音吉氏
■対４歳以上の子と保護者
■定１０組（先着順）
吋木登り体験
ハーネスを使って安全に木登り。木
の上からの景色を体験しましょう。
■時１０月８日掌午前９時３０分～１１時３０分
■講鬼頭茂雄氏
■対小学生（保護者同伴）
■定１０人（先着順）
■￥３００円
■持長袖・長ズボン、軍手または手袋
右メダカ里親プロジェクト 放流式・
表彰式・講評会
育てたメダカの放流と観察記録の表
彰・講評を行います。
■時１０月９日抄午後１時３０分～３時３０分
■場歴史博物館玄関の外
■講岩松鷹司氏
■対小学４年生以上
■定３０人（先着順）

陰～迂共通事項
■申９月１９日昇～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

宇はぎれでマイブローチづくり
模様を楽しむオリジナルブローチを
作ります。
■時１０月１０日昇午後
１時３０分～３時
■講安城市消費生活
学校
■対１８歳以上
■定１０人（先着順）
■￥１００円
■持針、糸、はさみ
烏環境講演会『四谷千枚田の取り組み
から』
新城市での千枚田の保存活動につい
ての講演です。
■時１０月１３日晶午後１時３０分～午後３時
■講小山舜二氏
■対１８歳以上
■定４０人（先着順）
■持筆記用具
羽根羽杉弁当づくり
根羽杉で作った箱に地域で採れた食
材を使った料理をつめます。
■時１０月１４日松午前１０時～１１時３０分
■講古居敬子氏、神谷直子氏
■対４歳以上の子と保護者
■定７組（先着順）
■￥１０００円（箱代）
■持エプロン、ふきん、三角巾、マスク、
はし、皿、スプーン

迂忍者であそぼう
忍者風の動きを習い、秋葉公園で遊
ぼう。
■時１０月１５日掌午前１０時～１１時３０分（雨
天中止）
■講服部真史氏
■対４歳以上の子と保護者
■定１０組（先着順）
■￥１組１００円
■持軍手または手袋、動きやすい服装、
靴、タオル

■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１０月１７日昇午後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（１０月３１日を
除く。エイズ検査は１０月２日捷・１６
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）
精神保健福祉家族教室
■時１０月２６日昭午後２時～４時
■講■内伊澤紀明氏（刈谷市障害者支援セ
ンター）講話「精神障害者が利用でき
る福祉サービスについて」、交流会
■定３０人（先着順）
■対精神障害者の家族
■申前日迄に健康支援課（緯〈２１〉９３３７）へ

衣浦東部保健所の相談・検査等

公益社団法人愛知県不動産鑑定士協
会が、不動産に関する疑問や相談に応
じる無料相談会を開催します。
■時１０月７日松午前１０時～午後４時
■場市民会館
■問（公社）愛知県不動産鑑定士協会（緯

０５２〈２４１〉６６３６）、市資産税課（緯〈７１〉２
２５６）

不動産鑑定士の無料相談会

環境学習センターエコきちの催し

１０月の移動児童館
■対■時■場乳幼児親子

▲

４日昌・１８日昌獅

東部公民館 １３日晶・２０日晶獅高棚
町公民館 いずれも午前１０時～１１時
■問子育て支
援センタ
ー（緯〈７２〉
２３１７）

稲刈り・脱穀を体験しよう！
油ヶ淵水辺公園予定地で、稲刈りや
脱穀、生物観察をしませんか。
■時稲刈り獅１０月１５日掌 脱穀獅１０月２９
日掌 いずれも午前１０時～正午（受
付は午前９時４５分より。荒天中止）
※どちらかのみの参加も可。

■場油ヶ淵水辺公園予定地（東端町）
■定５０人（先着順）
■持汚れてもいい服装・靴、帽子、飲料
■申１０月５日昭午後５時３０分までに、下
記QRコードから申し込んでくださ
い。電話申込の場合は、松掌抄を除
く午前８時４５分～午後
５時３０分に愛知県知立
建設事務所（緯〈８２〉６４９
４）へ
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■場■問歴史博物館（緯〈７７〉６６５５）
博物館ボランティアによる常設展示ガ
イド
■時９月２３日抄午前１０時～正午、午後１
時～３時
昭和の名作シネマ「夜霧のブルース」
出演は石原裕次郎、浅丘ルリ子ほか。
■時９月２４日掌午前１０時
■定８０人（当日先着順）

歴史博物館の催し

隠～烏共通事項
■申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休館のお知らせ
換水清掃・施設点検を行うため下記
の期間、休館します。
■時休館期間諮プール獅１０月１日掌～２０
日晶 トレーニングルーム獅１０月２
日捷・９日抄・１６日捷～２０日晶

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します。
■時１０月６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９月２０日昌

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しま
す。
■時１０月１３日晶午後１時３０分～２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９月２０日昌

④プールサイドYOGA
室温３０寿程度の、開放感ある造波プ
ールの波打ち際で行うヨガの体験講座
です。
■時１０月２４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２０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９月２１日昭

⑤ベビーマッサージ
赤ちゃんとママの肌と肌のふれあい
によって、いろいろな悩みを解消する
ベビーマッサージの体験講座です。
■時１０月２５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人の場合は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９月２６日昇

宇日々の疲労をためないための健康お灸
お灸の安全な使い方、冷えを取り去
りカラダを温めるツボ等を学び、初歩
的なお灸の仕方を体験します。
■時１０月２６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（スカート不可）
■申申込開始日獅９月２７日昌

烏目指せ美ボディ！骨盤エクササイズ
～初級編
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を行います。
■時１０月２７日晶午前１０時３０分～正午
■講岩瀬裕子氏
■対１８歳以上の女性
■定８人（先着順）
■￥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
■申申込開始日獅９月２８日昭

１０月の土器づくり教室
■時３日昇～６日晶・８日掌～１４日松・
１７日昇～２１日松・２４日昇～２７日晶・
３１日昇午後１時
から（受付は午
後２時まで）
※８日は安祥文
化のさとまつり
にあわせ午前１０
時から。

■内弥生時代と同じ
方法で土器作り
■対小学生以上（小
学１～３年生は
保護者同伴）

■場■問埋蔵文化財センター（緯〈７７〉４４９０）

■時１０月２４日昇午
後２時～３時
３０分
■場安城商工会議
所（桜町）
■講■内田崎真也氏
（ソムリエ）
「食、そして人生を楽しむために生
きる」
■申１０月１６日捷までの午前８時３０分～午
後５時３０分（松掌抄を除く）に、電話
又は「文化講演会申込」と明記し、氏
名・電話番号をファクスで安城商工
会議所（緯〈７６〉５１７５／胃〈７６〉４３２２）へ
■問商工課（緯〈７１〉２２３５）

安城商工会議所文化講演会

マーメイドパレスのお知らせ・催し

■時９月２６日昇午後２時
■場文化センター
■内地域安全宣言、防犯活動事例発表、
県警察本部防犯活動専門チームのぞ
みによる防犯劇
■他来場者に啓発品進呈
■問市民安全課（緯〈７１〉２２１９）

地域安全大会

市民ギャラリー企画展関連事業ワー
クショップ。明るく鮮やかな線が描け
る水彩画の特徴をいかしながら、心に
映る風景を描きましょう。初心者の方
でも楽しく体験できます。
■時１０月１日掌午後１時～３時
■講近藤義行氏（形象派美術協会員）
■定１５人（先着順）
■￥５００円
■申９月２５日捷までに、講座名、参加者
全員の氏名、代表者の住所・年齢・
電話番号、参加人数をはがき（必着）
かファクス又は市ＨＰから市民ギャ
ラリー（〒４４６－００２６安城町城堀３０／
胃〈７７〉４４９１）へ
※１枚で２人分まで申込可。
■場■問市民ギャラリー（緯〈７７〉６８５３）

あなたの心は何色？水彩で
楽しく描いてみよう



■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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暮らしに役立つ筆ペンとボ
ールペン
■時９月２６日昇午前１０時３０分～正午
■場勤労福祉会館
■内美しい文字の書き方を基礎から学ぶ
■講太田夏代氏（硬筆・毛筆検定愛知県
審査委員）
■定１５人（先着順）
■￥９００円
■持筆ペン・ボールペン
■申９月１９日昇からの午前９時～午後９
時（掌抄を除く）に電話で勤労福祉会
館（緯〈７６〉２９０２）へ

■問商工課（緯〈７１〉２２３５）

陰廃油石けんづくり
廃油を使って石けんを作り、環境に
ついて考えましょう。
■時１０月１日掌午前１０時～１１時３０分
■講古居敬子氏
■対１８歳以上
■定１０人（先着順）
■持長袖・長ズボン
隠はぎれでリボンヘアゴムづくり
はぎれを使ってオリジナルヘアゴム
を２個作ります。
■時１０月３日昇午前１０時～１１時３０分
■講稲垣愛美氏
■対１８歳以上
■定１０人（先着順）
■￥４００円
■持針、糸、はさみ
韻ホタル里親プロジェクト ホタル飼
育説明会
■時１０月７日松午後６時～７時
■講近藤音吉氏
■対４歳以上の子と保護者
■定１０組（先着順）
吋木登り体験
ハーネスを使って安全に木登り。木
の上からの景色を体験しましょう。
■時１０月８日掌午前９時３０分～１１時３０分
■講鬼頭茂雄氏
■対小学生（保護者同伴）
■定１０人（先着順）
■￥３００円
■持長袖・長ズボン、軍手または手袋
右メダカ里親プロジェクト 放流式・
表彰式・講評会
育てたメダカの放流と観察記録の表
彰・講評を行います。
■時１０月９日抄午後１時３０分～３時３０分
■場歴史博物館玄関の外
■講岩松鷹司氏
■対小学４年生以上
■定３０人（先着順）

陰～迂共通事項
■申９月１９日昇～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

宇はぎれでマイブローチづくり
模様を楽しむオリジナルブローチを
作ります。
■時１０月１０日昇午後
１時３０分～３時
■講安城市消費生活
学校
■対１８歳以上
■定１０人（先着順）
■￥１００円
■持針、糸、はさみ
烏環境講演会『四谷千枚田の取り組み
から』
新城市での千枚田の保存活動につい
ての講演です。
■時１０月１３日晶午後１時３０分～午後３時
■講小山舜二氏
■対１８歳以上
■定４０人（先着順）
■持筆記用具
羽根羽杉弁当づくり
根羽杉で作った箱に地域で採れた食
材を使った料理をつめます。
■時１０月１４日松午前１０時～１１時３０分
■講古居敬子氏、神谷直子氏
■対４歳以上の子と保護者
■定７組（先着順）
■￥１０００円（箱代）
■持エプロン、ふきん、三角巾、マスク、
はし、皿、スプーン

迂忍者であそぼう
忍者風の動きを習い、秋葉公園で遊
ぼう。
■時１０月１５日掌午前１０時～１１時３０分（雨
天中止）
■講服部真史氏
■対４歳以上の子と保護者
■定１０組（先着順）
■￥１組１００円
■持軍手または手袋、動きやすい服装、
靴、タオル

■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１０月１７日昇午後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（１０月３１日を
除く。エイズ検査は１０月２日捷・１６
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）
精神保健福祉家族教室
■時１０月２６日昭午後２時～４時
■講■内伊澤紀明氏（刈谷市障害者支援セ
ンター）講話「精神障害者が利用でき
る福祉サービスについて」、交流会
■定３０人（先着順）
■対精神障害者の家族
■申前日迄に健康支援課（緯〈２１〉９３３７）へ

衣浦東部保健所の相談・検査等

公益社団法人愛知県不動産鑑定士協
会が、不動産に関する疑問や相談に応
じる無料相談会を開催します。
■時１０月７日松午前１０時～午後４時
■場市民会館
■問（公社）愛知県不動産鑑定士協会（緯

０５２〈２４１〉６６３６）、市資産税課（緯〈７１〉２
２５６）

不動産鑑定士の無料相談会

環境学習センターエコきちの催し

１０月の移動児童館
■対■時■場乳幼児親子

▲

４日昌・１８日昌獅

東部公民館 １３日晶・２０日晶獅高棚
町公民館 いずれも午前１０時～１１時
■問子育て支
援センタ
ー（緯〈７２〉
２３１７）

稲刈り・脱穀を体験しよう！
油ヶ淵水辺公園予定地で、稲刈りや
脱穀、生物観察をしませんか。
■時稲刈り獅１０月１５日掌 脱穀獅１０月２９
日掌 いずれも午前１０時～正午（受
付は午前９時４５分より。荒天中止）
※どちらかのみの参加も可。

■場油ヶ淵水辺公園予定地（東端町）
■定５０人（先着順）
■持汚れてもいい服装・靴、帽子、飲料
■申１０月５日昭午後５時３０分までに、下
記QRコードから申し込んでくださ
い。電話申込の場合は、松掌抄を除
く午前８時４５分～午後
５時３０分に愛知県知立
建設事務所（緯〈８２〉６４９
４）へ

情
報
ボ
ッ
ク
ス
は
左
側
か
ら
お
読
み
く
だ
さ
い

■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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■場■問歴史博物館（緯〈７７〉６６５５）
博物館ボランティアによる常設展示ガ
イド
■時９月２３日抄午前１０時～正午、午後１
時～３時
昭和の名作シネマ「夜霧のブルース」
出演は石原裕次郎、浅丘ルリ子ほか。
■時９月２４日掌午前１０時
■定８０人（当日先着順）

歴史博物館の催し

隠～烏共通事項
■申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休館のお知らせ
換水清掃・施設点検を行うため下記
の期間、休館します。
■時休館期間諮プール獅１０月１日掌～２０
日晶 トレーニングルーム獅１０月２
日捷・９日抄・１６日捷～２０日晶

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します。
■時１０月６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９月２０日昌

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しま
す。
■時１０月１３日晶午後１時３０分～２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９月２０日昌

④プールサイドYOGA
室温３０寿程度の、開放感ある造波プ
ールの波打ち際で行うヨガの体験講座
です。
■時１０月２４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２０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９月２１日昭

⑤ベビーマッサージ
赤ちゃんとママの肌と肌のふれあい
によって、いろいろな悩みを解消する
ベビーマッサージの体験講座です。
■時１０月２５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人の場合は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９月２６日昇

宇日々の疲労をためないための健康お灸
お灸の安全な使い方、冷えを取り去
りカラダを温めるツボ等を学び、初歩
的なお灸の仕方を体験します。
■時１０月２６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（スカート不可）
■申申込開始日獅９月２７日昌

烏目指せ美ボディ！骨盤エクササイズ
～初級編
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を行います。
■時１０月２７日晶午前１０時３０分～正午
■講岩瀬裕子氏
■対１８歳以上の女性
■定８人（先着順）
■￥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
■申申込開始日獅９月２８日昭

１０月の土器づくり教室
■時３日昇～６日晶・８日掌～１４日松・
１７日昇～２１日松・２４日昇～２７日晶・
３１日昇午後１時
から（受付は午
後２時まで）
※８日は安祥文
化のさとまつり
にあわせ午前１０
時から。

■内弥生時代と同じ
方法で土器作り
■対小学生以上（小
学１～３年生は
保護者同伴）

■場■問埋蔵文化財センター（緯〈７７〉４４９０）

■時１０月２４日昇午
後２時～３時
３０分
■場安城商工会議
所（桜町）
■講■内田崎真也氏
（ソムリエ）
「食、そして人生を楽しむために生
きる」
■申１０月１６日捷までの午前８時３０分～午
後５時３０分（松掌抄を除く）に、電話
又は「文化講演会申込」と明記し、氏
名・電話番号をファクスで安城商工
会議所（緯〈７６〉５１７５／胃〈７６〉４３２２）へ
■問商工課（緯〈７１〉２２３５）

安城商工会議所文化講演会

マーメイドパレスのお知らせ・催し

■時９月２６日昇午後２時
■場文化センター
■内地域安全宣言、防犯活動事例発表、
県警察本部防犯活動専門チームのぞ
みによる防犯劇

■他来場者に啓発品進呈
■問市民安全課（緯〈７１〉２２１９）

地域安全大会

市民ギャラリー企画展関連事業ワー
クショップ。明るく鮮やかな線が描け
る水彩画の特徴をいかしながら、心に
映る風景を描きましょう。初心者の方
でも楽しく体験できます。
■時１０月１日掌午後１時～３時
■講近藤義行氏（形象派美術協会員）
■定１５人（先着順）
■￥５００円
■申９月２５日捷までに、講座名、参加者
全員の氏名、代表者の住所・年齢・
電話番号、参加人数をはがき（必着）
かファクス又は市ＨＰから市民ギャ
ラリー（〒４４６－００２６安城町城堀３０／
胃〈７７〉４４９１）へ
※１枚で２人分まで申込可。
■場■問市民ギャラリー（緯〈７７〉６８５３）

あなたの心は何色？水彩で
楽しく描いてみよう
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子どもたちの活動を豊かに
するボランティア講師
子ども達や若者の団体に対し、マジ
ックやジャグリング、スラックライン、
かがくの不思議体験等を、ボランティ
アで教えていただける個人またはグル
ープを募集します。
■対市内外を問わず概ね３０歳以上
■申午前８時３０分～午後５時１５分（捷を
除く）に電話かファクス・Ｅメールで
市青少年ボランティア支援センター
（青少年の家内／緯〈７７〉５５３５／胃〈７６〉
１１３１／i-ne.forest@city.anjo.aichi.
jp）へ

厚生労働省では若者雇用促進法によ
り、若者の採用・育成に積極的で雇用
管理の優良な企業を厚生労働大臣が認
定する「ユースエール認定企業」を募集
しています。基準を満たし認定を受け
ると次のメリットがあります。
暫HPに会社情報を無料掲載、就職面
接会等への優先参加が可能になる

暫キャリアアップ助成金、人材開発支
援助成金、トライアル雇用奨励金等
を活用する際、一定額が加算される

暫日本政策金融公庫による低利融資を
受けることができる

暫公共調達における加点評価がされる
■問愛知労働局職業安定課（緯０５２〈２１９〉
５５０５）、ハローワーク刈谷（緯〈２１〉５０
０３）

ユースエール認定企業にな
りませんか？

陰隠共通事項
■申９月３０日松までの午前９時～午後５
時（掌捷及び捷が抄の場合はその翌
日を除く）に、臨時職員採用申込書
（隠は資格証写しも）を持参か郵送
（必着）で同協議会総務課（〒４４６－
００４６赤松町大北７８－４／緯〈７７〉２９４１）へ
※申込書は同協議会・同HPで配布。
※応募が無い場合は期日以降も受付。

陰職種：運転手
■内職務内容獅老人デイサービス利用者
送迎車（９人乗り車両）の運転業務
雇用期間獅平成３０年３月３１日まで
勤務日時獅昇昌昭午後３時５０分～５
時２０分（１カ月あたり１２日間程度。
抄勤務有） 勤務場所獅市北部デイ
サービスセンター（北部福祉センタ
ー内） 賃金獅時給１０１０円、通勤割
増１日２００円 定年獅６５歳 選考獅

面接 募集人数獅１人
■対普通自動車運転免許を有する人
隠職種：相談員
■内職務内容獅高齢者福祉サービス等の
相談援助業務 雇用期間獅平成３０年
３月３１日まで（更新の場合有） 勤務
日時獅捷～晶午前９時～午後５時
勤務場所獅市地域包括支援センター
中部（中部福祉センター内）賃金獅時
給１４４０円、通勤割増１日２００円 定年
獅６５歳 選考獅面接 募集人数獅１人

■対普通自動車運転免許と、介護支援専
門員・保健師・看護師・社会福祉士
いずれかの資格を持つ人

市社会福祉協議会臨時職員

■内職務内容獅ゲートでの入退場管理等
勤務日時獅松掌抄を含む陰午前９時
１５分～午後１時１５分 隠午後１時１５
分～５時１５分 韻午前９時１５分～午
後５時１５分の中で指定時間（主に松

掌抄） 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①～③各１人
■申９月２５日捷ま
での午前９時
３０分～午後５
時（休園日を
除く）に電話
でデンパーク
（緯〈９２〉７１１１）
へ。応募が無
い場合は２７日
以降も受付

■時１１月１９日掌午前９時
■場砺波チューリップ公園（富山県砺波市）
■内種目獅ファミリージョギング、２灼、
３灼、１０灼、ハーフマラソンの部

■他詳細は大会HPを参照
■申１０月１１日昌までに「RUNNET」等の
HPから（郵便振替等での申込も可）
■問同大会事務局（緯０７６３〈３２〉５２４０）

となみ庄川散居村縦断マラ
ソン２０１７出場者

陰隠共通事項
■￥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・ミニコンサート
下記日程は午後９時まで開苑します

（入苑は午後８時３０分まで）。午後７時
より随時ミニ
コンサートも
あります。ぜ
ひお楽しみく
ださい。
■時１０月６日晶・
８日掌

②秋月コンサート（源氏物語）
雅楽・琴の演奏と田中ふみえさんに
よる語りをお楽しみください。
■時１１月４日松午後６時～７時３０分
■定２００人（先着順。雨天の場合は１３０人）
■￥１０００円、中学生以下
９００円（入苑料・呈茶
料含む）

■申９月２０日昌午前９時
から電話で丈山苑へ

丈山苑の催し

デンパークのゲートスタッフ

日本を代表する詩人の工藤直子氏と
音楽家の新沢としひこ氏によるコンサ
ート。工藤氏の代表作である『のはら
うた』を中心とした内容です。
■時１１月５日掌午後２時～３時３０分
■場アンフォーレ
■対小学生以上（小学生未満入場不可）
■定２００人（定員を超えた場合は抽選）
■申１０月１５日掌までに住所・氏名・年齢・
電話番号・託児（乳幼児１人３００円）
の有無をはがき（必着）かファクス・
Eメールで図書情報館(〒４４６－００３２
御幸本町１２－１／胃〈７７〉６０６６／tosyo
@city.anjo.lg.jp）へ
※４人分まで申込み可。
※当選者のみに１０月２５日昌までに入
場整理券を発送します。
■問アンフォーレ課（緯〈７６〉６１１１）

ラララ・のはらうたコンサート
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■問都市計画課（緯〈７１〉２２４３）
あんくるバス運行事業者と一部ルート
等を変更します
１０月１日掌よりあんくるバスの一部
の路線で運行事業者を変更します（下
表）。また、高棚線の一部ルートとダイ
ヤを、西部線・作野線の一部のダイヤ
を変更します。その他の路線のルート・
ダイヤについては変更ありません。
新たな時刻表は市役所や各公民館等
の公共施設、バス車内、観光案内所
（KEYPORT内）で配布している他、市
HPにも掲載しています。

あんくるタクシーを増便します
１０月１日掌より里・橋目地区、高棚・
箕輪地区で、朝の時間帯のあんくるタ
クシーを増便します。里・橋目地区は
北部線３便、高棚・箕輪地区は高棚線
４便に乗り継ぐことが可能になりまし
た。新たな時刻表は都市計画課で配布
している他、市HPにも掲載しています。

あんくるバス・タクシーの変更

新事業者路線
大興タクシー叙桜井線
大興タクシー叙桜井西線
名鉄バス叙西部線
名鉄バス叙作野線

７月分／受付順／敬称略
市社会福祉協議会善意銀行／福祉基金
東部公民館利用者、株式会社宝興業、
太田勉、葵歌謡祭、中村富士子、鳥居
弘美、ふれあいダンス、ほほえみダン
ス、わさびや、鹿乗町内会、匿名
市役所関係
藤岡幹久、株式会社デンソー安城製作
所、服部貴政、匿名

福祉への善意・寄付

安城市男女共同参画情報誌
２５号を発刊
市民活動団体「さんかく２１・安城」と
市民協働課が協働で、男女共同参画を
広く周知する情報誌を作成しました。
今号は、社会で活躍
し輝いている女性の
インタビュー、イク
メンチェックや子ど
もの自立について掲
載。市民交流センタ
ー、各地区公民館等
で配布している他、
市HPにも掲載しています。
■問市民協働課（緯〈７１〉２２１８）

交通事故防止のために、少しでも運
転に不安を感じている方は、運転免許
証の自主返納を考えてみませんか。
■内支援内容施運転免許証を自主返納し
た日から２年間分のあんくるバス無
料乗車券を交付
■対市内在住で、有効期限内の全ての運
転免許証を自主返納した人
※７５歳以上又は身体障害者手帳・療
育手帳・精神障害者保健福祉手帳を
持っている人を除く。
■申警察署で運転免許証を自主返納した
後、市市民安全課へ
※詳細は市HPに掲載。
■問市民安全課（緯〈７１〉２２１９）

■時運動期間獅９月２１日～３０日
■内運動重点：
暫歩行中の子供と高齢者及び高齢ド
ライバーの交通事故を防止しよう

暫夕暮れ時と夜間の歩行中・自転車
乗用中の交通事故をなくそう

暫後部座席を含めた全ての座席でシ
ートベルトとチャイルドシートを
正しく着用しよう

暫飲酒運転を根絶しよう
■問市民安全課（緯〈７１〉２２１９）

秋の交通安全市民運動

衣浦東部保健所管内では、昨年新た
に９７人が結核と診断されました。その
うち半数以上が７０歳以上の高齢者でし
た。
高齢者に結核が多いのは、若い頃に
感染した結核菌が、体力の衰えや免疫
力の低下をきっかけに活動を始めてし
まうからだと言われています。
一方、働きざかり世代の発病も多く
あり、油断は禁物です。結核を予防し、
早期発見するためのポイントをご紹介
します。
予防・早期発見のポイント
暫2週間以上の咳や痰等の症状が続く
時は必ず病院を受診しましょう

暫年1回は職場健診や住民検診等で胸
部X線検査を受けましょう

暫バランスのとれた食事、十分な睡眠、
適度な運動等、規則正しい生活を心
がけましょう

暫乳児には結核の予防接種（BCG）が
あります。市の案内に従って、1歳
までに受けましょう
■問衣浦東部保健所（緯〈２１〉９３３８）

長引く咳は結核かも？

日本国民であるものの戸籍に記載さ
れていない人（無戸籍者）について、戸
籍に記載されるための手続き方法等の
相談、案内をしています。
相談窓口施名古屋法務局刈谷支局（緯

〈２１〉００８６）、市市民課
※受付時間はいずれも午前８時３０分～
午後５時１５分（松掌抄を除く）。
■問市市民課（緯〈７１〉２２２１）

無戸籍者解消のための相談
窓口

根崎こども園幼稚園コースの入園申
込受付日が下記の通り変更されました。
変更前獅１０月２日捷から
変更後獅１０月１１日昌から
■問子ども課（緯〈７１〉２２２８）

根崎こども園の来年度入園
申込受付日を変更

運転免許証の自主返納支援
をしています

大規模改修工事により下記期間は利
用できません。生涯学習課は１０月１７日
昇より市役所西庁舎に移動します。
■時休館期間獅１０月２日～平成３０年１１月
１６日（予定）
■問生涯学習課（緯〈７６〉１５１５）

文化センターを休館します



■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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子どもたちの活動を豊かに
するボランティア講師
子ども達や若者の団体に対し、マジ
ックやジャグリング、スラックライン、
かがくの不思議体験等を、ボランティ
アで教えていただける個人またはグル
ープを募集します。
■対市内外を問わず概ね３０歳以上
■申午前８時３０分～午後５時１５分（捷を
除く）に電話かファクス・Ｅメールで
市青少年ボランティア支援センター
（青少年の家内／緯〈７７〉５５３５／胃〈７６〉
１１３１／i-ne.forest@city.anjo.aichi.
jp）へ

厚生労働省では若者雇用促進法によ
り、若者の採用・育成に積極的で雇用
管理の優良な企業を厚生労働大臣が認
定する「ユースエール認定企業」を募集
しています。基準を満たし認定を受け
ると次のメリットがあります。
暫HPに会社情報を無料掲載、就職面
接会等への優先参加が可能になる

暫キャリアアップ助成金、人材開発支
援助成金、トライアル雇用奨励金等
を活用する際、一定額が加算される

暫日本政策金融公庫による低利融資を
受けることができる

暫公共調達における加点評価がされる
■問愛知労働局職業安定課（緯０５２〈２１９〉
５５０５）、ハローワーク刈谷（緯〈２１〉５０
０３）

ユースエール認定企業にな
りませんか？

陰隠共通事項
■申９月３０日松までの午前９時～午後５
時（掌捷及び捷が抄の場合はその翌
日を除く）に、臨時職員採用申込書
（隠は資格証写しも）を持参か郵送
（必着）で同協議会総務課（〒４４６－
００４６赤松町大北７８－４／緯〈７７〉２９４１）へ
※申込書は同協議会・同HPで配布。
※応募が無い場合は期日以降も受付。

陰職種：運転手
■内職務内容獅老人デイサービス利用者
送迎車（９人乗り車両）の運転業務
雇用期間獅平成３０年３月３１日まで
勤務日時獅昇昌昭午後３時５０分～５
時２０分（１カ月あたり１２日間程度。
抄勤務有） 勤務場所獅市北部デイ
サービスセンター（北部福祉センタ
ー内） 賃金獅時給１０１０円、通勤割
増１日２００円 定年獅６５歳 選考獅

面接 募集人数獅１人
■対普通自動車運転免許を有する人
隠職種：相談員
■内職務内容獅高齢者福祉サービス等の
相談援助業務 雇用期間獅平成３０年
３月３１日まで（更新の場合有） 勤務
日時獅捷～晶午前９時～午後５時
勤務場所獅市地域包括支援センター
中部（中部福祉センター内）賃金獅時
給１４４０円、通勤割増１日２００円 定年
獅６５歳 選考獅面接 募集人数獅１人

■対普通自動車運転免許と、介護支援専
門員・保健師・看護師・社会福祉士
いずれかの資格を持つ人

市社会福祉協議会臨時職員

■内職務内容獅ゲートでの入退場管理等
勤務日時獅松掌抄を含む陰午前９時
１５分～午後１時１５分 隠午後１時１５
分～５時１５分 韻午前９時１５分～午
後５時１５分の中で指定時間（主に松

掌抄） 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①～③各１人
■申９月２５日捷ま
での午前９時
３０分～午後５
時（休園日を
除く）に電話
でデンパーク
（緯〈９２〉７１１１）
へ。応募が無
い場合は２７日
以降も受付

■時１１月１９日掌午前９時
■場砺波チューリップ公園（富山県砺波市）
■内種目獅ファミリージョギング、２灼、
３灼、１０灼、ハーフマラソンの部

■他詳細は大会HPを参照
■申１０月１１日昌までに「RUNNET」等の
HPから（郵便振替等での申込も可）
■問同大会事務局（緯０７６３〈３２〉５２４０）

となみ庄川散居村縦断マラ
ソン２０１７出場者

陰隠共通事項
■￥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・ミニコンサート
下記日程は午後９時まで開苑します

（入苑は午後８時３０分まで）。午後７時
より随時ミニ
コンサートも
あります。ぜ
ひお楽しみく
ださい。
■時１０月６日晶・
８日掌

②秋月コンサート（源氏物語）
雅楽・琴の演奏と田中ふみえさんに
よる語りをお楽しみください。
■時１１月４日松午後６時～７時３０分
■定２００人（先着順。雨天の場合は１３０人）
■￥１０００円、中学生以下
９００円（入苑料・呈茶
料含む）

■申９月２０日昌午前９時
から電話で丈山苑へ

丈山苑の催し

デンパークのゲートスタッフ

日本を代表する詩人の工藤直子氏と
音楽家の新沢としひこ氏によるコンサ
ート。工藤氏の代表作である『のはら
うた』を中心とした内容です。
■時１１月５日掌午後２時～３時３０分
■場アンフォーレ
■対小学生以上（小学生未満入場不可）
■定２００人（定員を超えた場合は抽選）
■申１０月１５日掌までに住所・氏名・年齢・
電話番号・託児（乳幼児１人３００円）
の有無をはがき（必着）かファクス・
Eメールで図書情報館(〒４４６－００３２
御幸本町１２－１／胃〈７７〉６０６６／tosyo
@city.anjo.lg.jp）へ
※４人分まで申込み可。
※当選者のみに１０月２５日昌までに入
場整理券を発送します。
■問アンフォーレ課（緯〈７６〉６１１１）
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■問都市計画課（緯〈７１〉２２４３）
あんくるバス運行事業者と一部ルート
等を変更します
１０月１日掌よりあんくるバスの一部
の路線で運行事業者を変更します（下
表）。また、高棚線の一部ルートとダイ
ヤを、西部線・作野線の一部のダイヤ
を変更します。その他の路線のルート・
ダイヤについては変更ありません。
新たな時刻表は市役所や各公民館等
の公共施設、バス車内、観光案内所
（KEYPORT内）で配布している他、市
HPにも掲載しています。

あんくるタクシーを増便します
１０月１日掌より里・橋目地区、高棚・
箕輪地区で、朝の時間帯のあんくるタ
クシーを増便します。里・橋目地区は
北部線３便、高棚・箕輪地区は高棚線
４便に乗り継ぐことが可能になりまし
た。新たな時刻表は都市計画課で配布
している他、市HPにも掲載しています。

あんくるバス・タクシーの変更

新事業者路線
大興タクシー叙桜井線
大興タクシー叙桜井西線
名鉄バス叙西部線
名鉄バス叙作野線

７月分／受付順／敬称略
市社会福祉協議会善意銀行／福祉基金
東部公民館利用者、株式会社宝興業、
太田勉、葵歌謡祭、中村富士子、鳥居
弘美、ふれあいダンス、ほほえみダン
ス、わさびや、鹿乗町内会、匿名
市役所関係
藤岡幹久、株式会社デンソー安城製作
所、服部貴政、匿名

福祉への善意・寄付

安城市男女共同参画情報誌
２５号を発刊
市民活動団体「さんかく２１・安城」と
市民協働課が協働で、男女共同参画を
広く周知する情報誌を作成しました。
今号は、社会で活躍
し輝いている女性の
インタビュー、イク
メンチェックや子ど
もの自立について掲
載。市民交流センタ
ー、各地区公民館等
で配布している他、
市HPにも掲載しています。
■問市民協働課（緯〈７１〉２２１８）

交通事故防止のために、少しでも運
転に不安を感じている方は、運転免許
証の自主返納を考えてみませんか。
■内支援内容施運転免許証を自主返納し
た日から２年間分のあんくるバス無
料乗車券を交付
■対市内在住で、有効期限内の全ての運
転免許証を自主返納した人
※７５歳以上又は身体障害者手帳・療
育手帳・精神障害者保健福祉手帳を
持っている人を除く。
■申警察署で運転免許証を自主返納した
後、市市民安全課へ
※詳細は市HPに掲載。
■問市民安全課（緯〈７１〉２２１９）

■時運動期間獅９月２１日～３０日
■内運動重点：
暫歩行中の子供と高齢者及び高齢ド
ライバーの交通事故を防止しよう

暫夕暮れ時と夜間の歩行中・自転車
乗用中の交通事故をなくそう

暫後部座席を含めた全ての座席でシ
ートベルトとチャイルドシートを
正しく着用しよう

暫飲酒運転を根絶しよう
■問市民安全課（緯〈７１〉２２１９）

秋の交通安全市民運動

衣浦東部保健所管内では、昨年新た
に９７人が結核と診断されました。その
うち半数以上が７０歳以上の高齢者でし
た。
高齢者に結核が多いのは、若い頃に
感染した結核菌が、体力の衰えや免疫
力の低下をきっかけに活動を始めてし
まうからだと言われています。
一方、働きざかり世代の発病も多く
あり、油断は禁物です。結核を予防し、
早期発見するためのポイントをご紹介
します。
予防・早期発見のポイント
暫2週間以上の咳や痰等の症状が続く
時は必ず病院を受診しましょう

暫年1回は職場健診や住民検診等で胸
部X線検査を受けましょう

暫バランスのとれた食事、十分な睡眠、
適度な運動等、規則正しい生活を心
がけましょう

暫乳児には結核の予防接種（BCG）が
あります。市の案内に従って、1歳
までに受けましょう
■問衣浦東部保健所（緯〈２１〉９３３８）

長引く咳は結核かも？

日本国民であるものの戸籍に記載さ
れていない人（無戸籍者）について、戸
籍に記載されるための手続き方法等の
相談、案内をしています。
相談窓口施名古屋法務局刈谷支局（緯

〈２１〉００８６）、市市民課
※受付時間はいずれも午前８時３０分～
午後５時１５分（松掌抄を除く）。
■問市市民課（緯〈７１〉２２２１）

無戸籍者解消のための相談
窓口

根崎こども園幼稚園コースの入園申
込受付日が下記の通り変更されました。
変更前獅１０月２日捷から
変更後獅１０月１１日昌から
■問子ども課（緯〈７１〉２２２８）

根崎こども園の来年度入園
申込受付日を変更

運転免許証の自主返納支援
をしています

大規模改修工事により下記期間は利
用できません。生涯学習課は１０月１７日
昇より市役所西庁舎に移動します。
■時休館期間獅１０月２日～平成３０年１１月
１６日（予定）
■問生涯学習課（緯〈７６〉１５１５）

文化センターを休館します
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