
ヨガに興味があるが、どう始めたら
いいのかわからない人等、始めるきっ
かけが欲しい人におすすめです。
■時６月６日昌・２０日昌 いずれも午前
１０時３０分～正午
■場安祥閣
■講上田孝子氏
■対女性
■定各１５人（先着順）
■￥各５００円
■持ヨガマット又はバスタオル、動きや
すい服装
■他無料で見学もできます
■申５月２２日昇午前１０時から直接か電話
で安祥閣（緯〈７４〉３３３３）へ

安祥閣ワンコイン講座
初めてでも出来るヨガ体験

我広報あんじょう 2018.5.15

■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。

■場衣浦東部保健所（刈谷市大手町）
こころの健康医師相談（予約制）
■時６月６日昌午後２時～４時
■内精神科医師による相談
■申事前に衣浦東部保健所健康支援課
（緯〈２１〉９３３７）へ
エイズ・肝炎検査（無料）、梅毒検査（有
料）
■時毎週昇午前９時～１１時
※エイズ検査は６月２日松午前９時
～１１時、６月４日捷・１８日捷午後６
時～７時にも実施します。

■問衣浦東部保健所生活環境安全課（緯

〈２１〉４７９７）
骨髄バンクドナー登録（予約制）
■時毎週昇午前９時～１１時
■申事前に衣浦東部保健所生活環境安全
課（緯〈２１〉４７９７）へ
検便・井戸水検査等（有料）
■問衣浦東部保健所試験検査課（緯〈２１〉
９３５３）

衣浦東部保健所の相談・検
査

■図書館友の会「みんなのひろば」
■時■内５月２７日掌 おりがみ・ぬりえ
獅午前１０時～１１時３０分 マジック
ショー獅午前１１時３０分～正午 ビ
ブリオバトル獅午後１時３０分～２
時１５分

■赤ちゃん読み聞かせ このゆびと
～まれの「にこにこ会」
■時６月１日晶、８日晶、１５日晶、２９
日晶午前１０時３０分～１１時（全４回）

■対４回とも出席できる、１０カ月まで
の赤ちゃんと保護者
※過去に受講経験のある人は不可。
■定１５組（先着順）
■持バスタオル
■申５月１８日晶午前９時から電話でア
ンフォーレ課へ

■でんでんむかしあそびの会
■時６月２３日松午後３時
■内おてだま、わらべうたあそび、読
み聞かせ等
■対小学生

アンフォーレ課（緯〈７６〉６１１１）

６月の休館日
５日昇・１２日昇・１９日昇・２２日晶・
２６日昇

※対象年齢は目安です。

６月のおはなし会
２日松午後３時おはなしレストラン

（小学生以上）

毎週掌午後４時にちようびのおはな
しかい（小学生）

４日捷午前１０時
３０分

絵本好き集まれ！お
すすめ絵本紹介（一般）

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時おはなしえがお（３
歳～小学３年生）

１０日掌午前１１時大人のための絵本朗
読会（一般）

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）

１６日松・３０日松
午後２時

南吉朗読ででむし会
（小学生以上）

１７日掌午後２時かみしばいの会（３
歳～小学生）

１８日捷午前１０時
３０分

えほんのとびら（０
～２歳）

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）

安城市食育健康づくりの会
養成講座（１期）
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６月２１日昭、７月４日昌、８月１日
昌 いずれも概ね午前９時１５分～午
後３時４５分（全３回）
※別に自宅での課題有り。
■場保健センター
■講管理栄養士、保健師、健康づくりリ
ーダー、安城市食育健康づくりの会
等
■対全日程に出席でき、受講後に安城市
食育健康づくりの会会員として活動
可能な市内在住者
■定２０人（先着順）
■￥１２００円（調理実習材料費）
■持エプロン、三角巾、筆記用具
■申５月２１日捷～６月８日晶午前８時３０
分～午後５時１５分（松掌を除く）に、
電話又は申込書を持参かファクスで
保健センター（緯〈７６〉１１３３／胃〈７７〉
１１０３）へ
※申込書は同センター、市HPで配布。

県では、ボランティアとして地域で
運動を中心とした健康づくり活動を行
う健康づくりリーダーの養成と、リー
ダーバンクへの登録を行っています。
バンク登録後は安城支部にも登録し、
市の健康づくり事業への協力をお願い
します。
■時９月２８日晶、１０月７日掌・１３日松・
２１日掌・２６日晶、１１月４日掌・１１日
掌・２２日昭（全８回）

■場あいち健康プラザ（知多郡東浦町）
■対研修後、ボランティアとして活動で
きる県内在住の１８歳以上
■定８０人（先着順）
■申６月１日晶～１５日晶午前９時～午後
５時（捷を除く）に、申込書を持参か
郵送（必着）・ファクスであいち健康
プラザ（〒４７０－２１０１知多郡東浦町大
字森岡字源吾山１－１／胃０５６２〈８２〉
０２２８）へ
※申込書は市保健センター・あいち
健康プラザHPで配布。
■他事前に健康度評価の受検（有料）が必
要です。先着順で市内在住の希望者
５人分の受検費用を市が負担します。
希望者は６月１日晶からの午前８時
３０分～午後５時１５分に直接か電話で
市保健センターへ

■問あいち健康プラザ（緯０５６２〈８２〉０２１１）、
市保健センター（緯〈７６〉１１３３）

愛知県健康づくりリーダー
バンク登録研修会 ■問アンフォーレ課（緯〈７６〉６１１１）

安城ひびきの会の対面朗読
■時６月１１日捷・２５日捷午前１０時～正午
■内朗読者から１対１で図書、新聞、雑
誌の朗読を聴けます
※持ち込んだ図書等の朗読も可。
■定朗読者２人が時間中常駐します
大人のための絵本朗読会atエントランス
■時６月１３日昌午後７時～７時４０分
■対中学生以上
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■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

②初夏のニット帽作り
２～３歳児用のニット帽（５０尺前後）
を作りましょう。子ども連れで参加で
きます。
■時６月４日捷・１１日捷午前１０時～１１時
３０分（全２回）
■内２回の講座で１つの帽子を作成。施
設にある色見本で事前に毛糸の色を
選べます
■講中嶋雅子氏（中嶋編み物教室）
■対１８歳以上
■定７人（先着順）
■￥６００円（毛糸代込）
■持かぎ針１０号、子どもの遊び道具等
③布ぞうり作り
不要な布を使って布ぞうりを作りま
しょう。
■時６月５日昇・１９日昇午前１０時～１１時
３０分（全２回）
■内２回の講座で１足作成します。布の
用意有
■対１８歳以上
■定１０人（先着順）
■￥５００円
■持長ズボン着用
④マラカス作り
親子で音の出るおもちゃを作って遊
ぼう。
■時６月９日松午前１０時～１１時３０分
■講相羽千佳子氏（幼児教室わいわいく

あい ば

らぶ）
■対２～３歳の子と保護者
■定１０組（先着順）
■￥１００円
■持プリンかヨーグルト等の空き容器
（同じものを２個）
⑤親子でエコクッキング
ウィンナーパンを作ろう。
■時６月１０日掌午前１０時～１１時３０分
■講杉浦ひろ子氏
■対４歳以上の子と保護者
■定１０人（先着順）
■￥１人２００円
■持エプロン、マスク、三角巾、ふきん、
箸、皿
⑥はぎれでヘアピン作り
■時６月１２日昇午前１０時～１１時３０分
■講稲垣愛美氏
■対１８歳以上
■定５人（先着順）
■￥３００円
■持布用はさみ、針、糸

①②共通事項
■他入園料別途。講座の内容等は都合に
より変更の場合有。詳細は要問合せ
■場■申５月２０日掌～６月８日晶に直接か
電話で同クラブハウス（緯〈９２〉７１１２）
へ
①もったいナイスな料理教室
■時６月１５日晶午前１０時～午後０時３０分
■内テーマ獅低糖質イタリアン
メニュー獅大豆粉と米粉のピザ、ナ
スのサレルノ風(バジル炒め)、カッ
サータ風チーズアイス、スープ
■講永井恵氏（MottaiNice☆Cooking
Schoolそら）

■定１５人（先着
順）

■￥３０００円（材
料費込）
■持エプロン、手拭き用タオル、箸
②陶芸講座
お魚料理を美味しく彩る長皿をつく
ります。
■時６月１５日晶午
後１時３０分～
３時３０分
■講毛利記代子氏
（陶芸教室 Pottery

ポ タ リ ー

木）
き

■定２０人（先着順）
■￥４０００円（材料費込）

デンパーククラブハウスの
体験教室

①～⑥共通事項
■場環境学習センターエコきち
■申５月２１日捷～各講座開催日３日前
（昌を除く。昌の場合はその前日）ま
での午前９時～午後９時に、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お父さんへメッセージボードづくり

間伐材のプレートに電熱ペンでお父
さんへのメッセージを書こう。
■時６月２日松・３日掌午前１０時～１１時
３０分
■対小学生以上（小学１年生は保護者同
伴）

■定各５人（先着順）
■￥１００円

環境学習センターエコきち
の講座

■時６月２日松

陰ノルディックウォーキング獅午前
９時３０分～１０時３０分
隠棒びくす獅午前１０時４５分～正午
※雨天中止。

■内陰ポールの使い方、歩き方
隠肩こり腰痛予防体操

■対小学生以上
■定陰４０人 隠２０人 いずれも先着順
■￥器具使用料各５００円。両方使用する
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■場■申５月２０日掌～６月１日晶の午前９
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直接か電話で堀内公園（緯〈９９〉５９４７）
へ

ノルディックウォーキング
＆棒びくす体験会

「子どもたちに夢を」をテーマに、親
子で楽しめるワークショップや、ミニ
SL、段ボール迷路等楽しいイベントが
いっぱい。プリンセスなりきり撮影会
やアニメ上映等が楽しめる「ディズニ
ー・フェスタSupportedbyKATCH」
も同時開催。ホコ天きーぼー市や商店
街を巡るスタンプラリーも。
■時５月２６日松午前９時～午後５時
■場アンフォーレ他
■問安城プロモーションズ（アンフォー
レ総合案内）（緯〈７６〉１４００）

アンフォーレこどもまつり



ヨガに興味があるが、どう始めたら
いいのかわからない人等、始めるきっ
かけが欲しい人におすすめです。
■時６月６日昌・２０日昌 いずれも午前
１０時３０分～正午
■場安祥閣
■講上田孝子氏
■対女性
■定各１５人（先着順）
■￥各５００円
■持ヨガマット又はバスタオル、動きや
すい服装
■他無料で見学もできます
■申５月２２日昇午前１０時から直接か電話
で安祥閣（緯〈７４〉３３３３）へ

安祥閣ワンコイン講座
初めてでも出来るヨガ体験

我広報あんじょう 2018.5.15

■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。

■場衣浦東部保健所（刈谷市大手町）
こころの健康医師相談（予約制）
■時６月６日昌午後２時～４時
■内精神科医師による相談
■申事前に衣浦東部保健所健康支援課
（緯〈２１〉９３３７）へ
エイズ・肝炎検査（無料）、梅毒検査（有
料）
■時毎週昇午前９時～１１時
※エイズ検査は６月２日松午前９時
～１１時、６月４日捷・１８日捷午後６
時～７時にも実施します。

■問衣浦東部保健所生活環境安全課（緯

〈２１〉４７９７）
骨髄バンクドナー登録（予約制）
■時毎週昇午前９時～１１時
■申事前に衣浦東部保健所生活環境安全
課（緯〈２１〉４７９７）へ
検便・井戸水検査等（有料）
■問衣浦東部保健所試験検査課（緯〈２１〉
９３５３）

衣浦東部保健所の相談・検
査

■図書館友の会「みんなのひろば」
■時■内５月２７日掌 おりがみ・ぬりえ
獅午前１０時～１１時３０分 マジック
ショー獅午前１１時３０分～正午 ビ
ブリオバトル獅午後１時３０分～２
時１５分

■赤ちゃん読み聞かせ このゆびと
～まれの「にこにこ会」
■時６月１日晶、８日晶、１５日晶、２９
日晶午前１０時３０分～１１時（全４回）

■対４回とも出席できる、１０カ月まで
の赤ちゃんと保護者
※過去に受講経験のある人は不可。
■定１５組（先着順）
■持バスタオル
■申５月１８日晶午前９時から電話でア
ンフォーレ課へ

■でんでんむかしあそびの会
■時６月２３日松午後３時
■内おてだま、わらべうたあそび、読
み聞かせ等
■対小学生

アンフォーレ課（緯〈７６〉６１１１）

６月の休館日
５日昇・１２日昇・１９日昇・２２日晶・
２６日昇

※対象年齢は目安です。

６月のおはなし会
２日松午後３時おはなしレストラン

（小学生以上）

毎週掌午後４時にちようびのおはな
しかい（小学生）

４日捷午前１０時
３０分

絵本好き集まれ！お
すすめ絵本紹介（一般）

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時おはなしえがお（３
歳～小学３年生）

１０日掌午前１１時大人のための絵本朗
読会（一般）

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）

１６日松・３０日松
午後２時

南吉朗読ででむし会
（小学生以上）

１７日掌午後２時かみしばいの会（３
歳～小学生）

１８日捷午前１０時
３０分

えほんのとびら（０
～２歳）

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）

安城市食育健康づくりの会
養成講座（１期）
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
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昌 いずれも概ね午前９時１５分～午
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う健康づくりリーダーの養成と、リー
ダーバンクへの登録を行っています。
バンク登録後は安城支部にも登録し、
市の健康づくり事業への協力をお願い
します。
■時９月２８日晶、１０月７日掌・１３日松・
２１日掌・２６日晶、１１月４日掌・１１日
掌・２２日昭（全８回）

■場あいち健康プラザ（知多郡東浦町）
■対研修後、ボランティアとして活動で
きる県内在住の１８歳以上
■定８０人（先着順）
■申６月１日晶～１５日晶午前９時～午後
５時（捷を除く）に、申込書を持参か
郵送（必着）・ファクスであいち健康
プラザ（〒４７０－２１０１知多郡東浦町大
字森岡字源吾山１－１／胃０５６２〈８２〉
０２２８）へ
※申込書は市保健センター・あいち
健康プラザHPで配布。
■他事前に健康度評価の受検（有料）が必
要です。先着順で市内在住の希望者
５人分の受検費用を市が負担します。
希望者は６月１日晶からの午前８時
３０分～午後５時１５分に直接か電話で
市保健センターへ

■問あいち健康プラザ（緯０５６２〈８２〉０２１１）、
市保健センター（緯〈７６〉１１３３）

愛知県健康づくりリーダー
バンク登録研修会 ■問アンフォーレ課（緯〈７６〉６１１１）

安城ひびきの会の対面朗読
■時６月１１日捷・２５日捷午前１０時～正午
■内朗読者から１対１で図書、新聞、雑
誌の朗読を聴けます
※持ち込んだ図書等の朗読も可。
■定朗読者２人が時間中常駐します
大人のための絵本朗読会atエントランス
■時６月１３日昌午後７時～７時４０分
■対中学生以上

図書情報館の催し
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牙 広報あんじょう 2018.5.15

■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

②初夏のニット帽作り
２～３歳児用のニット帽（５０尺前後）
を作りましょう。子ども連れで参加で
きます。
■時６月４日捷・１１日捷午前１０時～１１時
３０分（全２回）
■内２回の講座で１つの帽子を作成。施
設にある色見本で事前に毛糸の色を
選べます
■講中嶋雅子氏（中嶋編み物教室）
■対１８歳以上
■定７人（先着順）
■￥６００円（毛糸代込）
■持かぎ針１０号、子どもの遊び道具等
③布ぞうり作り
不要な布を使って布ぞうりを作りま
しょう。
■時６月５日昇・１９日昇午前１０時～１１時
３０分（全２回）
■内２回の講座で１足作成します。布の
用意有
■対１８歳以上
■定１０人（先着順）
■￥５００円
■持長ズボン着用
④マラカス作り
親子で音の出るおもちゃを作って遊
ぼう。
■時６月９日松午前１０時～１１時３０分
■講相羽千佳子氏（幼児教室わいわいく

あい ば

らぶ）
■対２～３歳の子と保護者
■定１０組（先着順）
■￥１００円
■持プリンかヨーグルト等の空き容器
（同じものを２個）
⑤親子でエコクッキング
ウィンナーパンを作ろう。
■時６月１０日掌午前１０時～１１時３０分
■講杉浦ひろ子氏
■対４歳以上の子と保護者
■定１０人（先着順）
■￥１人２００円
■持エプロン、マスク、三角巾、ふきん、
箸、皿
⑥はぎれでヘアピン作り
■時６月１２日昇午前１０時～１１時３０分
■講稲垣愛美氏
■対１８歳以上
■定５人（先着順）
■￥３００円
■持布用はさみ、針、糸

①②共通事項
■他入園料別途。講座の内容等は都合に
より変更の場合有。詳細は要問合せ

■場■申５月２０日掌～６月８日晶に直接か
電話で同クラブハウス（緯〈９２〉７１１２）
へ

①もったいナイスな料理教室
■時６月１５日晶午前１０時～午後０時３０分
■内テーマ獅低糖質イタリアン
メニュー獅大豆粉と米粉のピザ、ナ
スのサレルノ風(バジル炒め)、カッ
サータ風チーズアイス、スープ
■講永井恵氏（MottaiNice☆Cooking
Schoolそら）

■定１５人（先着
順）

■￥３０００円（材
料費込）
■持エプロン、手拭き用タオル、箸
②陶芸講座
お魚料理を美味しく彩る長皿をつく
ります。
■時６月１５日晶午
後１時３０分～
３時３０分
■講毛利記代子氏
（陶芸教室 Pottery

ポ タ リ ー

木）
き

■定２０人（先着順）
■￥４０００円（材料費込）

デンパーククラブハウスの
体験教室

①～⑥共通事項
■場環境学習センターエコきち
■申５月２１日捷～各講座開催日３日前
（昌を除く。昌の場合はその前日）ま
での午前９時～午後９時に、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お父さんへメッセージボードづくり

間伐材のプレートに電熱ペンでお父
さんへのメッセージを書こう。
■時６月２日松・３日掌午前１０時～１１時
３０分
■対小学生以上（小学１年生は保護者同
伴）

■定各５人（先着順）
■￥１００円

環境学習センターエコきち
の講座

■時６月２日松

陰ノルディックウォーキング獅午前
９時３０分～１０時３０分
隠棒びくす獅午前１０時４５分～正午
※雨天中止。

■内陰ポールの使い方、歩き方
隠肩こり腰痛予防体操

■対小学生以上
■定陰４０人 隠２０人 いずれも先着順
■￥器具使用料各５００円。両方使用する
場合は８００円、持参する場合は無料

■持運動しやすい服装・靴、飲み物
■場■申５月２０日掌～６月１日晶の午前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（緯〈９９〉５９４７）
へ

ノルディックウォーキング
＆棒びくす体験会

「子どもたちに夢を」をテーマに、親
子で楽しめるワークショップや、ミニ
SL、段ボール迷路等楽しいイベントが
いっぱい。プリンセスなりきり撮影会
やアニメ上映等が楽しめる「ディズニ
ー・フェスタSupportedbyKATCH」
も同時開催。ホコ天きーぼー市や商店
街を巡るスタンプラリーも。
■時５月２６日松午前９時～午後５時
■場アンフォーレ他
■問安城プロモーションズ（アンフォー
レ総合案内）（緯〈７６〉１４００）

アンフォーレこどもまつり
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■時■場■内下表のとおり
■対市内在住・在勤・在学者
■他詳細は町内会回覧等で案内。事故・けがは市ふれあい補償制度で対応しますが、スポーツ保険への加入を推奨しています
■申直接、各学区のスポーツ推進委員へ

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

市民地域スポーツ交流会（上半期） ■問市体育館（緯〈７５〉３５３５）

ところ種目時間日にち中学校区
東山中学校みんスポ鬼ごっこ

午前９時
５月２７日掌

東 山
北部公民館ミニソフトバレー７月８日掌

市ソフトボール場スローピッチソフトボール午前８時９月１６日掌

予備日：９月２３日抄

安城北中学校ミニテニス午前９時７月１日掌安城北

美園公園、篠目公園グラウンド・ゴルフ午前８時８月２６日掌

予備日：９月２日掌篠 目
梨の里小学校バドミントン午前９時９月１５日松

横山グラウンドグラウンド・ゴルフ午前８時

７月１日掌

安城南
桜町小学校

インディアカ午前８時
バドミントン午前１０時
ショートテニス正午
卓球午後１時

錦町小学校
三世代ゲートボール午前７時３０分８月２６日掌

バドミントン午前９時９月９日掌

市野球場他スローピッチソフトボール午前７時５月２７日掌

安 祥
安城南部小学校

ミニテニス午前９時３０分６月１７日掌

ソフトバレーボール午後４時７月７日松

祥南小学校バドミントン
午前９時

７月２８日松

安祥中学校、祥南小学校バドミントン、インディアカ、ソフ
トバレーボール、ラージボール８月２６日掌

赤松子供運動広場グラウンド・ゴルフ午前８時６月３日掌

安城西 安城西中学校
スローピッチソフトボール、バドミ
ントン、インディアカ、卓球、ソフ
トバレーボール午前９時

８月２６日掌

新池ちびっ子広場ゲートボール９月１５日松

東端農村公園ゲートボール午前８時８月２３日昭

明 祥
明祥中学校

スローピッチソフトボール午前８時
８月２６日掌

バドミントン、バレーボール午前９時
ソフトバレーボール、卓球午前９時９月２３日抄

桜井公民館

スカイクロス

午後１時

５月２６日松

桜 井

カローリング５月２７日掌

インディアカ６月３日掌

卓球６月１６日松

ソフトバレーボール７月１４日松

ニュースポーツ７月２１日松

桜井中央公園スローピッチソフトボール午前８時
８月１９日掌

桜井中学校バドミントン午前９時

桜井中央公園グラウンド・ゴルフ午前８時８月２５日松

予備日：９月２９日松
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臥 広報あんじょう 2018.5.15

■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

歴史博物館の催し

６月の移動児童館
■時■場６日昌・２０日昌獅東部公民館 ８
日晶・２２日晶獅高棚町公民館 いず
れも午前１０時
～１１時

■対乳幼児親子
■問子育て支援セ
ンター（緯〈７２〉
２３１７）

■時１日晶・５日昇～８日晶・１２日昇～
１５日晶・１９日昇～２２日晶・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づくり
■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）

６月の土器づくり教室

６月１日～９月２日の期間は、プールを午後９時まで営業します。
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６月５日昇～８日晶・１２日昇～１５日晶

■対期間中プール・トレーニングルームを利用した人
①～⑥共通事項
■￥施設使用料は費用に含みます
■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６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５月２２日昇

②プールサイドYOGA
室温３０寿程度の開放感ある造波プ
ール波打ち際で行うヨガの体験講座。
■時６月５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５月２３日昌

③ベビーマッサージ
■時６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（保護者が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５月２４日昭

④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６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
■持ヨガマットか厚手のバスタオル、
飲料
■申申込開始日獅５月２２日昇

⑤梅雨の季節を快適に過ごすための
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、
初歩的なお灸の仕方を体験します。
■時６月１４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（材料費込）
■持肘、膝を出せる服装（スカート不可）
■申申込開始日獅５月２５日晶

⑥浮いてまて！着衣泳体験会
海や川での水難事故を防ぐ、命を
守る着衣泳の技術と知識を学びます。
■時６月１７日掌午後６時～７時
■対５歳～小学３年生の子と保護者
■定２０組（先着順）
■持水着、１．５狩程度でフタ付のペッ
トボトル、濡れてもよい服、タオ
ル、洗濯済みの清潔な運動靴
■申申込開始日獅５月２５日晶

■場■問歴史博物館（緯〈７７〉６６５５）
体験講座「三河仏壇伝統工芸士の技に
学ぶ『彫金を体験』」
伝統的な原
材料と技術・
技法によって、
ほとんど手作
業で製造され
る三河仏壇。
彫
ちょう

金体験では、下絵に合わせて真ちゅ
きん

う板を金づちでたたき、凹凸で絵や文
おう とつ

字を立体的に表現します。三河仏壇の
技を体験してみませんか。
■時６月２日松午前１０時～正午
■講小林敏宏氏、村井義幸氏（三河仏壇
伝統工芸士）
■定２０人（先着順）
■￥８００円
■申５月２０日掌午前９時から電話で歴史
博物館へ
体験講座「三河仏壇伝統工芸士の技に
学ぶ『蒔絵を体験』」
漆塗りした
プレートに、
蒔絵筆で模様
まき え

を描きます。
■時６月９日松

午前１０時～
正午
■講村井雅樹氏（三河仏壇伝統工芸士）、
清水延一氏

■定２０人（先着順）
■￥８００円
■申５月２２日昇午前９時から電話で歴史
博物館へ
③昭和の名作シネマ「潮騒」上映
三島由紀夫原作の同名小説を映画化。
伊勢湾小島の荒々しい自然を背景に、
漁師の青年とアワビ獲りの娘との美し
い純愛を描く。出演は吉永小百合、浜
田光夫ほか（１９６４年）。
■時５月２７日掌午前１０時
■定８０人（当日先着順）
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■時■場■内下表のとおり
■対市内在住・在勤・在学者
■他詳細は町内会回覧等で案内。事故・けがは市ふれあい補償制度で対応しますが、スポーツ保険への加入を推奨しています
■申直接、各学区のスポーツ推進委員へ

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

市民地域スポーツ交流会（上半期） ■問市体育館（緯〈７５〉３５３５）

ところ種目時間日にち中学校区
東山中学校みんスポ鬼ごっこ

午前９時
５月２７日掌

東 山
北部公民館ミニソフトバレー７月８日掌

市ソフトボール場スローピッチソフトボール午前８時９月１６日掌

予備日：９月２３日抄

安城北中学校ミニテニス午前９時７月１日掌安城北

美園公園、篠目公園グラウンド・ゴルフ午前８時８月２６日掌

予備日：９月２日掌篠 目
梨の里小学校バドミントン午前９時９月１５日松

横山グラウンドグラウンド・ゴルフ午前８時

７月１日掌

安城南
桜町小学校

インディアカ午前８時
バドミントン午前１０時
ショートテニス正午
卓球午後１時

錦町小学校
三世代ゲートボール午前７時３０分８月２６日掌

バドミントン午前９時９月９日掌

市野球場他スローピッチソフトボール午前７時５月２７日掌

安 祥
安城南部小学校

ミニテニス午前９時３０分６月１７日掌

ソフトバレーボール午後４時７月７日松

祥南小学校バドミントン
午前９時

７月２８日松

安祥中学校、祥南小学校バドミントン、インディアカ、ソフ
トバレーボール、ラージボール８月２６日掌

赤松子供運動広場グラウンド・ゴルフ午前８時６月３日掌

安城西 安城西中学校
スローピッチソフトボール、バドミ
ントン、インディアカ、卓球、ソフ
トバレーボール午前９時

８月２６日掌

新池ちびっ子広場ゲートボール９月１５日松

東端農村公園ゲートボール午前８時８月２３日昭

明 祥
明祥中学校

スローピッチソフトボール午前８時
８月２６日掌

バドミントン、バレーボール午前９時
ソフトバレーボール、卓球午前９時９月２３日抄

桜井公民館

スカイクロス

午後１時

５月２６日松

桜 井

カローリング５月２７日掌

インディアカ６月３日掌

卓球６月１６日松

ソフトバレーボール７月１４日松

ニュースポーツ７月２１日松

桜井中央公園スローピッチソフトボール午前８時
８月１９日掌

桜井中学校バドミントン午前９時

桜井中央公園グラウンド・ゴルフ午前８時８月２５日松

予備日：９月２９日松
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臥 広報あんじょう 2018.5.15

■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

歴史博物館の催し

６月の移動児童館
■時■場６日昌・２０日昌獅東部公民館 ８
日晶・２２日晶獅高棚町公民館 いず
れも午前１０時
～１１時

■対乳幼児親子
■問子育て支援セ
ンター（緯〈７２〉
２３１７）

■時１日晶・５日昇～８日晶・１２日昇～
１５日晶・１９日昇～２２日晶・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づくり
■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）

６月の土器づくり教室

６月１日～９月２日の期間は、プールを午後９時まで営業します。
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６月５日昇～８日晶・１２日昇～１５日晶

■対期間中プール・トレーニングルームを利用した人
①～⑥共通事項
■￥施設使用料は費用に含みます
■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６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５月２２日昇

②プールサイドYOGA
室温３０寿程度の開放感ある造波プ
ール波打ち際で行うヨガの体験講座。
■時６月５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５月２３日昌

③ベビーマッサージ
■時６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（保護者が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５月２４日昭

④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６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
■持ヨガマットか厚手のバスタオル、
飲料
■申申込開始日獅５月２２日昇

⑤梅雨の季節を快適に過ごすための
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、
初歩的なお灸の仕方を体験します。
■時６月１４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（材料費込）
■持肘、膝を出せる服装（スカート不可）
■申申込開始日獅５月２５日晶

⑥浮いてまて！着衣泳体験会
海や川での水難事故を防ぐ、命を
守る着衣泳の技術と知識を学びます。
■時６月１７日掌午後６時～７時
■対５歳～小学３年生の子と保護者
■定２０組（先着順）
■持水着、１．５狩程度でフタ付のペッ
トボトル、濡れてもよい服、タオ
ル、洗濯済みの清潔な運動靴
■申申込開始日獅５月２５日晶

■場■問歴史博物館（緯〈７７〉６６５５）
体験講座「三河仏壇伝統工芸士の技に
学ぶ『彫金を体験』」
伝統的な原
材料と技術・
技法によって、
ほとんど手作
業で製造され
る三河仏壇。
彫
ちょう

金体験では、下絵に合わせて真ちゅ
きん

う板を金づちでたたき、凹凸で絵や文
おう とつ

字を立体的に表現します。三河仏壇の
技を体験してみませんか。
■時６月２日松午前１０時～正午
■講小林敏宏氏、村井義幸氏（三河仏壇
伝統工芸士）

■定２０人（先着順）
■￥８００円
■申５月２０日掌午前９時から電話で歴史
博物館へ
体験講座「三河仏壇伝統工芸士の技に
学ぶ『蒔絵を体験』」
漆塗りした
プレートに、
蒔絵筆で模様
まき え

を描きます。
■時６月９日松

午前１０時～
正午
■講村井雅樹氏（三河仏壇伝統工芸士）、
清水延一氏

■定２０人（先着順）
■￥８００円
■申５月２２日昇午前９時から電話で歴史
博物館へ

③昭和の名作シネマ「潮騒」上映
三島由紀夫原作の同名小説を映画化。
伊勢湾小島の荒々しい自然を背景に、
漁師の青年とアワビ獲りの娘との美し
い純愛を描く。出演は吉永小百合、浜
田光夫ほか（１９６４年）。
■時５月２７日掌午前１０時
■定８０人（当日先着順）



芽広報あんじょう 2018.5.15

■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。

今月のホコ天きーぼー市

■問安城市観光協会
（商工課内／緯〈７１〉２２３５）

市内の小学生から３６０点の応募がありました。最優秀賞は次の皆さん。〈敬称略〉
１年獅石川聖毬（丈山小） ２年獅吉村

ひ まり

隼馬（高棚小）
はゆま

３年獅横江彩乃（梨の里小） ４年獅齋藤夕寧（錦町小）
ゆ ね

５年獅小島梨緒（安城南部小） ６年獅築山結衣（安
城南部小）
この他に優秀賞が各学年で７点あり

２７４点の応募がありました。最優秀賞・優秀賞は次
の皆さん。〈敬称略〉
最優秀賞獅大山真美 優秀賞獅小木曽和巳、加藤俊
男、高木福代、堀澤暁恵、増田和幸
この他に入選８点、佳作１０点あり

展示期間施５月２１日捷～２７日掌午前９時～午後９時（２１日は午後１時から、
２７日は午前１１時まで） 展示場所施アンフォーレ
●その他 ５月２７日掌午前１０時３０分から、アンフォーレホールにて表彰式を行
います

毎回テーマに基づいたまち歩きをし
ながら、外国人と日本人が一緒に体験・
交流をし、だれもが住みやすいまちに
ついて考える多文化共生ワークショッ
プです。今回のテーマは「商店街を探
検しよう！」。
■時６月１６日松午後１時３０分～３時３０分
■場集合場所獅市民会館
■対市内在住・在勤・在学又は市内で活
動している日本人と外国人
■定３０人（先着順）
■他やさしい日本語で行い、通訳はあり
ません。平成３０年度中に第６回まで
開催予定。参加者は毎回募集します
■申５月１５日昇～６月８日晶までの午前
８時３０分～午後５時１５分（松掌を除
く）に、直接か電話で市民協働課（緯

〈７１〉２２１８）へ

第４回多文化共生×安城ま
ちあるき探検隊

市民活動補助金対象事業
発達障害児と共に森を歩く

大大山真美さんの作大山真美さんの作品品

発達障害児とともに、自然豊かな
「あいち海上の森」の散策及び現地での

かい しょ

絵画教室を実施します。自然の中で子
どもの感性を磨き、表現力を引き出す
ことを目的としています。この機会に
親子で参加してみませんか。
■時６月３日掌午前９時～午後４時
■内行き先獅あいち海上の森（瀬戸市）
※バスで移動します。
■対市内在住の発達障害児（小・中学生）
と保護者
■定１０組（先着順）
■￥大人３５００円、子ども２０００円（画材費含
む。子ども１人追加の場合１５００円増）
■申５月２０日掌までに、保護者の住所・
電話番号・ファクス番号と参加者全
員の氏名、子どもの生年月日を電話
かＥメールでイワカガミ（山歩きの
会）鬼頭さん（緯０９０〈４０８３〉６８７４／
greengrass@katch.ne.jp）へ
※受付後、当日の詳細を連絡します。

■問イベントの内容について獅イワカガ
ミ・鬼頭さん（緯０９０〈４０８３〉６８７４）市
民活動補助金について獅市民協働課
（緯〈７１〉２２１８）

築山結衣さんの作築山結衣さんの作品品

碧海信用金庫本店前会場（御幸本町）
■時５月２６日松午前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５月２６日松午前１０時～午後３時
■内手作り品や地元産野菜・特産物の販
売、グルメ移動販売車、限定きーぼ
ーグッズが買えるきーぼーショップ
ミニ、ハンドグラフトグッズの販売。
安城商店街アイドル「看板娘。」ステ
ージ、きーぼーのお楽しみ抽選会

■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）

６月２３日～２９日は国の男女共同参画
週間です。これに合わせて、「知ってい
ますか？LGBT～１クラスに２人くら
いはいるといわれています～」をテー
マにした催しを開催します。
LGBTとはレズビアン、ゲイ、バイ

セクシャル、トランスジェンダーの頭
文字をとった性的少数者の総称の一つ。
「自分の周りにはいないよ」と思ってい
る皆さん、いないのではなく「気付い
ていない」だけかもしれません。お互
いに認め合い、自分らしく生きていく
ことができる社会についてあなたも考
えてみませんか。
■時６月２３日松午後１時３０分～４時
■場市民交流センター
■内基礎知識講座、当事者からのお話、
パネルディスカッション
■講特定非営利活動法人ASTA

ア ス タ

■対市内在住・在勤・在学又は市内で活
動している人
■定１００人（定員を超えた場合は抽選）
■他託児有（１人３００円、６カ月～６歳の
未就学児、先着順で定員５人程度）。
※参加申込時に併せて申込み。
■申５月１５日昇～６月１１日捷に、住所・
氏名・電話番号・託児の有無を電話
かファクス・Ｅメールで市民協働課
（緯〈７１〉２２１８／胃〈７２〉３７４１／kyodo
@city.anjo.lg.jp）へ
※電話の場合は松掌を除く午前８時
３０分～午後５時１５分。

さんかく楽（がく）集会
知っていますか？LGBT
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■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

■時■内基礎講習会獅６月１６日松午後１時
３０分～３時 フォローアップ講習会
獅８月１８日松午後３時１５分～４時３０
分（全２回）

■場リサイクルプ
ラザ

■講安城市消費生
活学校会員

■対市内在住の１８歳以上
■定１５人（先着順）
■￥７００円
■申５月１８日晶からの午前９時～午後５
時（松掌を除く）に、電話で清掃事業
所（緯〈７６〉３０５３）へ

ダンボールコンポスト講習
会

５月２７日掌まで、春のフラワーフェ
スティバル開催中！花ざかりのデンパ
ークへぜひお越しください。
■場■問デンパーク（緯〈９２〉７１１１）
きかんしゃトーマスキャラクターショ
ー
■時５月２７日掌午前１１時、午後２時３０分

デンパークの催し

第３子以降の給食費を保護者の申請
に基づき無料とします。無料化には年
齢等一定の要件がありますので、詳細
は市HPで確認するか、問い合わせて
ください。
■問教育委員会総務課（緯〈７１〉２２５３）

第３子以降の小中学校給食
費無料化申請を忘れずに！

全国瞬時警報システム（Jアラート）
を使用した全国一斉情報伝達試験を実
施します。市で販売した防災ラジオを
待機状態にしておくと、自動で音声を
受信します。
また、市内の小・中学校等公共施設
からも訓練放送が流れます。近隣にお
住まいの皆さんは、ご理解とご協力を
お願いします。
■時５月１６日昌午前１１時頃
※毎月１日午後４時頃には、防災ラ
ジオのテスト放送を実施しています。
■問危機管理課（緯〈７１〉２２２０）

全国一斉情報伝達試験を実
施します

昭林コンサート

■時７月２１日松・２２日掌・２８日松・２９日掌、８月４日松・５日掌・１１日抄・１８
日松・１９日掌・２５日松・２６日掌、９月１日松・２日掌

※７月２１日、８月１１日・１２日・１８日・１９日・２５日・２６日、９月１日・２日
は午後９時まで開園。

■内音楽やダンス等デンパークのイメージに合う夏らしいもの。大音量の演奏
は不可 演奏時間獅３０分のステージを１回 出演者数獅各日１組程度
■他デンパークの音響機材を利用できますが、高度な操作が必要な場合はオペ
レーターを手配してください。応募者多数の場合、出演をお断りすること
があります。６月２９日晶までに出演の可否を連絡します。出演者一人につ
き２枚のデンパーク入園券を進呈
■申６月１８日捷までに郵送（必着）で、代表者の住所・氏名・電話（ファクス）番
号・Ｅメールアドレス、参加希望日（複数あれば全て記入）、参加人数と、
演奏内容のわかるCD、DVD等デモテープをデンパークイベント出演者
募集係（〒４４６－００４６赤松町梶１）へ
※デモテープは返却しません。なお、過去１年間に出演実績のある人は、
デモテープの提出は不要です。

■問デンパーク（緯〈９２〉７１１１）

１９９４年にシングル「ひまわり」でCD
セールス２０万枚の大ヒットを記録した
山田晃士氏が率いる「山田晃士＆流浪

こう し る ろう

の朝
あさ

謡」による、ジャズやシャンソン、
うたい

ロック等を融合した耽美で独特な世界
たん び

観を表現する劇場風ライブを開催します。
■時６月１６日松午後６時～８時１５分（開
場は午後５時３０分）

■内出演獅山田晃士＆流浪の朝謡（メン
バー：山田晃士（ボーカル、ギター）、
渡辺隆雄（トランペット）、福島久雄
（ギター）、ロジャー高橋（ドラム）、早
川岳晴（ベース）、田ノ岡三郎（アコー
ディオン）） OPENINGACT獅た
かきゅう（メンバー：角谷雄一朗（ボ
ーカル）、武田政幸（ベース）、杉崎利
幸（パーカッション））
■定１５９人（要整理券）
※整理券は６月２日松午前９時から
昭林公民館で配布。
■他未就学児の入場はご遠慮ください
■場■問昭林公民館（緯〈７７〉６６８８）

みんなのセロテープ®工作
ワークショップ
「瀬畑亮セロテ
ープアート® 展
２０１８in安城」の開
催に合わせて、ワ
ークショップ「み
んなのセロテープ®
工作～さぁ！みんなで好きなものを作
ってみよう！～」を開催します。現代
アート作家としてメディアに多数取り
上げられている瀬畑亮氏を講師に迎え、
セロテープ®工作の楽しさを味わいま
す。セロテープ®を使って好きなもの
を作り、セロテープアート®の魅力を
体感しましょう！
■時①６月９日松午後１時３０分～３時３０分
②６月２３日松午後２時３０分～４時３０分
■講瀬畑亮氏（セロテープアート®作家）
■対小学生以上
■定各３０人（定員を超えた場合は抽選）
■￥１００円
■申①施５月３１日昭 ②施６月１５日晶ま
でに講座名・代表者の住所・電話番
号、参加人数、参加者全員の氏名と
年齢をはがき（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
※２人分まで応募可。
※同HPからも申込可。

■場■問市民ギャラリー（緯〈７７〉６８５３）
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■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。

今月のホコ天きーぼー市

■問安城市観光協会
（商工課内／緯〈７１〉２２３５）

市内の小学生から３６０点の応募がありました。最優秀賞は次の皆さん。〈敬称略〉
１年獅石川聖毬（丈山小） ２年獅吉村

ひ まり

隼馬（高棚小）
はゆま

３年獅横江彩乃（梨の里小） ４年獅齋藤夕寧（錦町小）
ゆ ね

５年獅小島梨緒（安城南部小） ６年獅築山結衣（安
城南部小）
この他に優秀賞が各学年で７点あり

２７４点の応募がありました。最優秀賞・優秀賞は次
の皆さん。〈敬称略〉
最優秀賞獅大山真美 優秀賞獅小木曽和巳、加藤俊
男、高木福代、堀澤暁恵、増田和幸
この他に入選８点、佳作１０点あり

展示期間施５月２１日捷～２７日掌午前９時～午後９時（２１日は午後１時から、
２７日は午前１１時まで） 展示場所施アンフォーレ
●その他 ５月２７日掌午前１０時３０分から、アンフォーレホールにて表彰式を行
います

毎回テーマに基づいたまち歩きをし
ながら、外国人と日本人が一緒に体験・
交流をし、だれもが住みやすいまちに
ついて考える多文化共生ワークショッ
プです。今回のテーマは「商店街を探
検しよう！」。
■時６月１６日松午後１時３０分～３時３０分
■場集合場所獅市民会館
■対市内在住・在勤・在学又は市内で活
動している日本人と外国人
■定３０人（先着順）
■他やさしい日本語で行い、通訳はあり
ません。平成３０年度中に第６回まで
開催予定。参加者は毎回募集します
■申５月１５日昇～６月８日晶までの午前
８時３０分～午後５時１５分（松掌を除
く）に、直接か電話で市民協働課（緯

〈７１〉２２１８）へ

第４回多文化共生×安城ま
ちあるき探検隊

市民活動補助金対象事業
発達障害児と共に森を歩く

大大山真美さんの作大山真美さんの作品品

発達障害児とともに、自然豊かな
「あいち海上の森」の散策及び現地での

かい しょ

絵画教室を実施します。自然の中で子
どもの感性を磨き、表現力を引き出す
ことを目的としています。この機会に
親子で参加してみませんか。
■時６月３日掌午前９時～午後４時
■内行き先獅あいち海上の森（瀬戸市）
※バスで移動します。
■対市内在住の発達障害児（小・中学生）
と保護者
■定１０組（先着順）
■￥大人３５００円、子ども２０００円（画材費含
む。子ども１人追加の場合１５００円増）
■申５月２０日掌までに、保護者の住所・
電話番号・ファクス番号と参加者全
員の氏名、子どもの生年月日を電話
かＥメールでイワカガミ（山歩きの
会）鬼頭さん（緯０９０〈４０８３〉６８７４／
greengrass@katch.ne.jp）へ
※受付後、当日の詳細を連絡します。

■問イベントの内容について獅イワカガ
ミ・鬼頭さん（緯０９０〈４０８３〉６８７４）市
民活動補助金について獅市民協働課
（緯〈７１〉２２１８）

築山結衣さんの作築山結衣さんの作品品

碧海信用金庫本店前会場（御幸本町）
■時５月２６日松午前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５月２６日松午前１０時～午後３時
■内手作り品や地元産野菜・特産物の販
売、グルメ移動販売車、限定きーぼ
ーグッズが買えるきーぼーショップ
ミニ、ハンドグラフトグッズの販売。
安城商店街アイドル「看板娘。」ステ
ージ、きーぼーのお楽しみ抽選会

■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）

６月２３日～２９日は国の男女共同参画
週間です。これに合わせて、「知ってい
ますか？LGBT～１クラスに２人くら
いはいるといわれています～」をテー
マにした催しを開催します。
LGBTとはレズビアン、ゲイ、バイ

セクシャル、トランスジェンダーの頭
文字をとった性的少数者の総称の一つ。
「自分の周りにはいないよ」と思ってい
る皆さん、いないのではなく「気付い
ていない」だけかもしれません。お互
いに認め合い、自分らしく生きていく
ことができる社会についてあなたも考
えてみませんか。
■時６月２３日松午後１時３０分～４時
■場市民交流センター
■内基礎知識講座、当事者からのお話、
パネルディスカッション
■講特定非営利活動法人ASTA

ア ス タ

■対市内在住・在勤・在学又は市内で活
動している人
■定１００人（定員を超えた場合は抽選）
■他託児有（１人３００円、６カ月～６歳の
未就学児、先着順で定員５人程度）。
※参加申込時に併せて申込み。
■申５月１５日昇～６月１１日捷に、住所・
氏名・電話番号・託児の有無を電話
かファクス・Ｅメールで市民協働課
（緯〈７１〉２２１８／胃〈７２〉３７４１／kyodo
@city.anjo.lg.jp）へ
※電話の場合は松掌を除く午前８時
３０分～午後５時１５分。

さんかく楽（がく）集会
知っていますか？LGBT

情
報
ボ
ッ
ク
ス
は
左
側
か
ら
お
読
み
く
だ
さ
い
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■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

■時■内基礎講習会獅６月１６日松午後１時
３０分～３時 フォローアップ講習会
獅８月１８日松午後３時１５分～４時３０
分（全２回）

■場リサイクルプ
ラザ

■講安城市消費生
活学校会員

■対市内在住の１８歳以上
■定１５人（先着順）
■￥７００円
■申５月１８日晶からの午前９時～午後５
時（松掌を除く）に、電話で清掃事業
所（緯〈７６〉３０５３）へ

ダンボールコンポスト講習
会

５月２７日掌まで、春のフラワーフェ
スティバル開催中！花ざかりのデンパ
ークへぜひお越しください。
■場■問デンパーク（緯〈９２〉７１１１）
きかんしゃトーマスキャラクターショ
ー
■時５月２７日掌午前１１時、午後２時３０分

デンパークの催し

第３子以降の給食費を保護者の申請
に基づき無料とします。無料化には年
齢等一定の要件がありますので、詳細
は市HPで確認するか、問い合わせて
ください。
■問教育委員会総務課（緯〈７１〉２２５３）

第３子以降の小中学校給食
費無料化申請を忘れずに！

全国瞬時警報システム（Jアラート）
を使用した全国一斉情報伝達試験を実
施します。市で販売した防災ラジオを
待機状態にしておくと、自動で音声を
受信します。
また、市内の小・中学校等公共施設
からも訓練放送が流れます。近隣にお
住まいの皆さんは、ご理解とご協力を
お願いします。
■時５月１６日昌午前１１時頃
※毎月１日午後４時頃には、防災ラ
ジオのテスト放送を実施しています。
■問危機管理課（緯〈７１〉２２２０）

全国一斉情報伝達試験を実
施します

昭林コンサート

■時７月２１日松・２２日掌・２８日松・２９日掌、８月４日松・５日掌・１１日抄・１８
日松・１９日掌・２５日松・２６日掌、９月１日松・２日掌

※７月２１日、８月１１日・１２日・１８日・１９日・２５日・２６日、９月１日・２日
は午後９時まで開園。

■内音楽やダンス等デンパークのイメージに合う夏らしいもの。大音量の演奏
は不可 演奏時間獅３０分のステージを１回 出演者数獅各日１組程度

■他デンパークの音響機材を利用できますが、高度な操作が必要な場合はオペ
レーターを手配してください。応募者多数の場合、出演をお断りすること
があります。６月２９日晶までに出演の可否を連絡します。出演者一人につ
き２枚のデンパーク入園券を進呈
■申６月１８日捷までに郵送（必着）で、代表者の住所・氏名・電話（ファクス）番
号・Ｅメールアドレス、参加希望日（複数あれば全て記入）、参加人数と、
演奏内容のわかるCD、DVD等デモテープをデンパークイベント出演者
募集係（〒４４６－００４６赤松町梶１）へ
※デモテープは返却しません。なお、過去１年間に出演実績のある人は、
デモテープの提出は不要です。

■問デンパーク（緯〈９２〉７１１１）

１９９４年にシングル「ひまわり」でCD
セールス２０万枚の大ヒットを記録した
山田晃士氏が率いる「山田晃士＆流浪

こう し る ろう

の朝
あさ

謡」による、ジャズやシャンソン、
うたい

ロック等を融合した耽美で独特な世界
たん び

観を表現する劇場風ライブを開催します。
■時６月１６日松午後６時～８時１５分（開
場は午後５時３０分）

■内出演獅山田晃士＆流浪の朝謡（メン
バー：山田晃士（ボーカル、ギター）、
渡辺隆雄（トランペット）、福島久雄
（ギター）、ロジャー高橋（ドラム）、早
川岳晴（ベース）、田ノ岡三郎（アコー
ディオン）） OPENINGACT獅た
かきゅう（メンバー：角谷雄一朗（ボ
ーカル）、武田政幸（ベース）、杉崎利
幸（パーカッション））
■定１５９人（要整理券）
※整理券は６月２日松午前９時から
昭林公民館で配布。
■他未就学児の入場はご遠慮ください
■場■問昭林公民館（緯〈７７〉６６８８）

みんなのセロテープ®工作
ワークショップ
「瀬畑亮セロテ
ープアート® 展
２０１８in安城」の開
催に合わせて、ワ
ークショップ「み
んなのセロテープ®
工作～さぁ！みんなで好きなものを作
ってみよう！～」を開催します。現代
アート作家としてメディアに多数取り
上げられている瀬畑亮氏を講師に迎え、
セロテープ®工作の楽しさを味わいま
す。セロテープ®を使って好きなもの
を作り、セロテープアート®の魅力を
体感しましょう！
■時①６月９日松午後１時３０分～３時３０分
②６月２３日松午後２時３０分～４時３０分
■講瀬畑亮氏（セロテープアート®作家）
■対小学生以上
■定各３０人（定員を超えた場合は抽選）
■￥１００円
■申①施５月３１日昭 ②施６月１５日晶ま
でに講座名・代表者の住所・電話番
号、参加人数、参加者全員の氏名と
年齢をはがき（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
※２人分まで応募可。
※同HPからも申込可。

■場■問市民ギャラリー（緯〈７７〉６８５３）



賀広報あんじょう 2018.5.15

特設人権相談所の開設

福祉への善意・寄付ありが
とうございます
３月分／受付順／敬称略
市社会福祉協議会善意銀行
ほほえみダンス、国際ソロプチミスト
安城、快足AC、ひだまりの会、中部
公民館利用者、安城市大型店舗連絡協
議会、二本木公民館利用者、ふれあい
ダンス、総合福祉センター利用者、ピ
アゴ ラフーズコア三河安城店、アイ
シン・エィ・ダブリュ労働組合、ピア
ゴ東栄店、ピアゴ福釜店、アピタ安城
南店、前田拓実、安城市職員互助会、
石川雅人、叙宝興業、中村富士子、青
少年の家利用者、匿名
市役所関係
安城南ライオンズクラブ、安城南吉倶
楽部、アイシン・エィ・ダブリュ叙

■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。

防災ヘリコプター離着陸における消
防の警備体制等の確立を図るために訓
練を実施します。付近の皆さんには、
騒音・砂塵等のご迷惑をお掛けします
が、ご理解とご協力をお願いします。
また、戸締りや風圧による転倒防止等、
対応をお願いします。
■時５月２１日捷午前９時～１１時
※防災ヘリコプター飛来予定時間は
午前１０時１５分～１１時です。

■場市総合運動公園ソフトボール場
■他災害の発生や天候等により訓練が中
止になる場合があります
■問危機管理課（緯〈７１〉２２２０）、安城消防
署（緯〈７５〉２４９７）

愛知県防災ヘリコプター離
着陸訓練を実施します

市では｢市民協働推進基金｣へ寄附金
を募り、市民協働のまちづくりや地域
が抱える諸課題の解決につながるよう
な事業を対象とした｢安城市市民活動
補助金｣に活用しています。
ぜひ、基金への寄附をお願いします。

■申①市民協働課の窓口 ②市民協働課
及び市民交流センター設置の募金箱
③納付書による振込 ④現金書留
※②以外の方法は市HPにて配布の
「安城市市民協働推進基金寄附金申
込書」の提出が必要となります。

■問市民協働課（緯〈７１〉２２１８）

家屋（住宅・店舗・車庫・物置等）を
新築・増築すると、固定資産税等が課
税されます。評価額を算定するため、
市職員が訪問し、家屋の内外を調査し
ますので、ご協力をお願いします。
※家屋を取り壊した場合は連絡してく
ださい。固定
資産税等の課
税対象から除
く必要がある
ため、市職員
が現地を確認
します。
■問資産税課（緯

〈７１〉２２１５）

家屋調査にご協力ください

６月１日は「人権擁護委員の日」。日
常生活での人権問題について、人権擁
護委員が相談に応じます。相談内容の
秘密は固く守られますので、一人で悩
まず、気軽に相談してください。
■時６月１日晶午前１０時～正午、午後１
時～３時
※人権相談は毎月第１・３昭午後１
時～４時にも実施しています。詳細
は本紙１９ページ参照。
■場市役所相談室
■対市内在住・在勤・在学者
■他人権擁護委員（敬称略）獅杉浦智之、
榊原真由美、水谷重彦、岩月浩治、
白谷隆子、野村裕子、柴田早智子、
しら や ひろ こ

板本宗
しゅう

一
いち

■問市民課相談室（緯〈７１〉２２２２）

安城市市民協働推進基金
への寄附をお願いします

夏休み児童クラブ入会受付
■内開所期間獅７月２３日捷～８月３１日晶

午前７時３０分～午後７時（掌抄を除
く） 費用（月額）諮７月獅５２００円
８月獅８６００円（いずれも別途おやつ
代が月１０００円必要）
※土曜日は拠点児童クラブ（市内９
カ所）での受入。
■対集団生活ができ、１日４時間以上の
就労等で家庭に保護者・６９歳以下の
同居（同一住所）親族がいない小学１
～４年生及び、特に支援を要する５・
６年生
■他暫通所期間中は弁当・水筒持参
暫入会の決定には優先順位（低学年・
就労状況等）があります。希望のクラ
ブが定員を超えている場合は定員に余
裕のある他のクラブに入会となります。
空き状況は問い合わせてください
■申６月１日晶～２０日昌午前８時３０分～
午後５時（松掌を除く）に、申請用紙・
就労証明書等の必要書類を持って子
育て支援課（あんぱ～く内）へ
※申請用紙はあんぱ～く・各児童ク
ラブで配布。

■問子育て支援課（緯〈７２〉２３１９）
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■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

男女共同参画社会の実現に向けた取
組みや課題について、様々な分野から
アプローチする全国規模の会議です。
男女共同参画に興味をもち、関わりた
いと思っている人を募集します。
■時１０月１２日晶～１４日掌

■場石川県金沢市
■対市内在住・在勤・在学の２０歳以上
（４月１日時点）で、全日程に参加で
き、過去に参加経験のない人
■定１人（書類選考）
■申５月１５日昇～６月５日昇午前８時３０
分～午後５時１５分（松掌を除く）に、
応募用紙を持って市民協働課へ
※応募用紙・募集要項は同課、市民
交流センター、市HPで配布。

■問市民協働課（緯〈７１〉２２１８）

環境活動助成金の助成団体

今年は「笑顔」をテ
ーマとして開催しま
す。協賛金等は、主
に願いごと短冊等の
願いごと関連事業に
充てられます。
■内協賛金獅１口５０００円から
広告料獅下表１・２のとおり

■他詳細は安城七夕まつりHP参照
■申５月３１日昭までの午前９時～午後５
時に、安城七夕まつり協賛会事務局
（安城商工会議所内）へ
※協賛金は随時募集しています。
■問安城七夕まつり協賛会事務局（緯〈７６〉
５１７５）・市商工課（緯〈７１〉２２３５）

諮

表１ 広告を協賛品に掲載する場合

諮

表２ 広告をHP等に掲載する場合

安城七夕まつりの協賛

■内職務内容獅幼稚園・保育園給食の調
理業務 勤務日時獅捷～晶午前８時
１５分～正午（抄、年末年始等給食の
ない日を除く） 勤務場所獅中部調
理場 賃金獅時給９７０円、通勤割増
１日２００円 選考獅面接

■定２人程度
■申捷～晶午前９時～午後５時（抄を除
く）に採用申込書を持って安城市学
校給食協会事務局（市役所西庁舎内）
へ
※採用申込書は同協会事務局及び同
協会HPで配布。提出書類は返却し
ません。
■他各調理場の臨時給食調理職員（午前
勤務・午後勤務）の登録は、随時電
話で受け付けています。勤務条件等
を確認しながら、欠員の生じた調理
場で勤務していただきます
■問安城市学校給食協会（緯〈７５〉２３２２）

有料レジ袋の収益金を環境保全活動
をする団体に還元します。
■内助成金額獅１事業あたり上限５０万円
（総額は市レジ袋削減推進協議会の
レジ袋収益金の範囲内） 選考獅書
類審査、プレゼンテーション
■対７月１日～来年３月３１日に、地球温
暖化防止やごみの減量、環境教育等、
市内で環境保全活動をする予定の３
人以上の団体
■申５月１６日昌～３１日昭午前９時～午後
５時（松掌を除く）に、応募用紙を持
参か郵送（消印有効）で清掃事業所
（〒４４４－１１５５堀内町西新田２）へ
※応募用紙は同所・市HPで配布。
■問清掃事業所（緯〈７６〉３０５３）

受験資格募集人数試験区分 学歴・資格等年齢
４年制大学を卒業した人又は平成３１
年３月までに卒業見込みの人

平成５年４月２日以
降に生まれた人４人程度大学卒

短大等（＊）を卒業した人又は平成３１
年３月までに卒業見込みの人

平成７年４月２日以
降に生まれた人３人程度短大等卒

高校を卒業した人又は平成３１年３月
までに卒業見込みの人

平成１１年４月２日以
降に生まれた人３人程度高校卒

安城、碧南、刈谷、知立、高浜の５
市で構成する衣浦東部広域連合の職員
を募集します。
■内職種獅消防職
■対募集人数・受験資格獅下表のとおり
※いずれの区分も、消防職務に耐えう
る人で、運転免許（普通）等を取得して
いる人又は取得見込みの人に限ります。
■申大学・短大等卒獅５月１５日昇～２２日
昇 高校卒獅７月２４日昇～３１日昇

（いずれも松掌を除く）に受験申込書、
成績証明書、卒業（見込）証明書、資
格・免許等証明書の写しを、本人が
持参し衣浦東部広域連合事務所本部
（刈谷市小垣江町西高根２０４－１）へ
※本人が入院中等の事情により持参で

きない場合は、事前連絡の上、郵便
書留による申込可（受付期間内必着）。

※受験申込書は同広域連合本部・管内
の各消防署等・同広域連合HPで配布。
試験日程等（大学・短大等卒）
■時■内１次試験獅６月２４日掌（教養試験、
集団面接） ２次試験獅７月２２日掌

（作文）・２３日捷（個人面接、体力測定）
■場衣浦東部広域連合刈谷消防署（刈谷
市寿町）

試験日程等（高校卒）
■時■内１次試験獅９月１６日掌（教養試験、
集団面接） ２次試験獅１０月２４日昌

（個人面接、体力測定、作文）
■場衣浦東部広域連合刈谷消防署（刈谷
市寿町）

衣浦東部広域連合消防職員 ■問衣浦東部広域連合総務課（緯〈６３〉０１３２）

金額数量協賛品
８万５０００円から公式読本広告
１万８０００円から１００本名入れうちわ

２万３０００円１０００個名入れポケット
ティッシュ

２万円１００本名入れ
ボールペン

４万円１本竹飾り

金額期間広告掲載箇所

３万円７月～１２月公式HPバナ
ー広告（半年）

５万円７月～２０１９
年６月

公式HPバナ
ー広告（１年）

１０万円
７月上旬か
ら

願いごと短冊

３０万円願いごとふう
せん

２０万円×６枠まつり期間
中ステージ広告

４万円×２０枠

中部調理場臨時給食調理職員

＊「短大等」には高等専門学校及び専修学校の専門課程を含みます（「専修学校の専
門課程」とは、文部科学大臣により専門士の称号を付与される課程）。

日本女性会議２０１８in金沢
参加者
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特設人権相談所の開設

福祉への善意・寄付ありが
とうございます
３月分／受付順／敬称略
市社会福祉協議会善意銀行
ほほえみダンス、国際ソロプチミスト
安城、快足AC、ひだまりの会、中部
公民館利用者、安城市大型店舗連絡協
議会、二本木公民館利用者、ふれあい
ダンス、総合福祉センター利用者、ピ
アゴ ラフーズコア三河安城店、アイ
シン・エィ・ダブリュ労働組合、ピア
ゴ東栄店、ピアゴ福釜店、アピタ安城
南店、前田拓実、安城市職員互助会、
石川雅人、叙宝興業、中村富士子、青
少年の家利用者、匿名
市役所関係
安城南ライオンズクラブ、安城南吉倶
楽部、アイシン・エィ・ダブリュ叙

■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。

防災ヘリコプター離着陸における消
防の警備体制等の確立を図るために訓
練を実施します。付近の皆さんには、
騒音・砂塵等のご迷惑をお掛けします
が、ご理解とご協力をお願いします。
また、戸締りや風圧による転倒防止等、
対応をお願いします。
■時５月２１日捷午前９時～１１時
※防災ヘリコプター飛来予定時間は
午前１０時１５分～１１時です。

■場市総合運動公園ソフトボール場
■他災害の発生や天候等により訓練が中
止になる場合があります
■問危機管理課（緯〈７１〉２２２０）、安城消防
署（緯〈７５〉２４９７）

愛知県防災ヘリコプター離
着陸訓練を実施します

市では｢市民協働推進基金｣へ寄附金
を募り、市民協働のまちづくりや地域
が抱える諸課題の解決につながるよう
な事業を対象とした｢安城市市民活動
補助金｣に活用しています。
ぜひ、基金への寄附をお願いします。

■申①市民協働課の窓口 ②市民協働課
及び市民交流センター設置の募金箱
③納付書による振込 ④現金書留
※②以外の方法は市HPにて配布の
「安城市市民協働推進基金寄附金申
込書」の提出が必要となります。

■問市民協働課（緯〈７１〉２２１８）

家屋（住宅・店舗・車庫・物置等）を
新築・増築すると、固定資産税等が課
税されます。評価額を算定するため、
市職員が訪問し、家屋の内外を調査し
ますので、ご協力をお願いします。
※家屋を取り壊した場合は連絡してく
ださい。固定
資産税等の課
税対象から除
く必要がある
ため、市職員
が現地を確認
します。
■問資産税課（緯

〈７１〉２２１５）

家屋調査にご協力ください

６月１日は「人権擁護委員の日」。日
常生活での人権問題について、人権擁
護委員が相談に応じます。相談内容の
秘密は固く守られますので、一人で悩
まず、気軽に相談してください。
■時６月１日晶午前１０時～正午、午後１
時～３時
※人権相談は毎月第１・３昭午後１
時～４時にも実施しています。詳細
は本紙１９ページ参照。
■場市役所相談室
■対市内在住・在勤・在学者
■他人権擁護委員（敬称略）獅杉浦智之、
榊原真由美、水谷重彦、岩月浩治、
白谷隆子、野村裕子、柴田早智子、
しら や ひろ こ

板本宗
しゅう

一
いち

■問市民課相談室（緯〈７１〉２２２２）

安城市市民協働推進基金
への寄附をお願いします

夏休み児童クラブ入会受付
■内開所期間獅７月２３日捷～８月３１日晶

午前７時３０分～午後７時（掌抄を除
く） 費用（月額）諮７月獅５２００円
８月獅８６００円（いずれも別途おやつ
代が月１０００円必要）
※土曜日は拠点児童クラブ（市内９
カ所）での受入。
■対集団生活ができ、１日４時間以上の
就労等で家庭に保護者・６９歳以下の
同居（同一住所）親族がいない小学１
～４年生及び、特に支援を要する５・
６年生
■他暫通所期間中は弁当・水筒持参
暫入会の決定には優先順位（低学年・
就労状況等）があります。希望のクラ
ブが定員を超えている場合は定員に余
裕のある他のクラブに入会となります。
空き状況は問い合わせてください
■申６月１日晶～２０日昌午前８時３０分～
午後５時（松掌を除く）に、申請用紙・
就労証明書等の必要書類を持って子
育て支援課（あんぱ～く内）へ
※申請用紙はあんぱ～く・各児童ク
ラブで配布。

■問子育て支援課（緯〈７２〉２３１９）
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男女共同参画社会の実現に向けた取
組みや課題について、様々な分野から
アプローチする全国規模の会議です。
男女共同参画に興味をもち、関わりた
いと思っている人を募集します。
■時１０月１２日晶～１４日掌

■場石川県金沢市
■対市内在住・在勤・在学の２０歳以上
（４月１日時点）で、全日程に参加で
き、過去に参加経験のない人
■定１人（書類選考）
■申５月１５日昇～６月５日昇午前８時３０
分～午後５時１５分（松掌を除く）に、
応募用紙を持って市民協働課へ
※応募用紙・募集要項は同課、市民
交流センター、市HPで配布。

■問市民協働課（緯〈７１〉２２１８）

環境活動助成金の助成団体

今年は「笑顔」をテ
ーマとして開催しま
す。協賛金等は、主
に願いごと短冊等の
願いごと関連事業に
充てられます。
■内協賛金獅１口５０００円から
広告料獅下表１・２のとおり

■他詳細は安城七夕まつりHP参照
■申５月３１日昭までの午前９時～午後５
時に、安城七夕まつり協賛会事務局
（安城商工会議所内）へ
※協賛金は随時募集しています。
■問安城七夕まつり協賛会事務局（緯〈７６〉
５１７５）・市商工課（緯〈７１〉２２３５）

諮

表１ 広告を協賛品に掲載する場合

諮

表２ 広告をHP等に掲載する場合

安城七夕まつりの協賛

■内職務内容獅幼稚園・保育園給食の調
理業務 勤務日時獅捷～晶午前８時
１５分～正午（抄、年末年始等給食の
ない日を除く） 勤務場所獅中部調
理場 賃金獅時給９７０円、通勤割増
１日２００円 選考獅面接

■定２人程度
■申捷～晶午前９時～午後５時（抄を除
く）に採用申込書を持って安城市学
校給食協会事務局（市役所西庁舎内）
へ
※採用申込書は同協会事務局及び同
協会HPで配布。提出書類は返却し
ません。
■他各調理場の臨時給食調理職員（午前
勤務・午後勤務）の登録は、随時電
話で受け付けています。勤務条件等
を確認しながら、欠員の生じた調理
場で勤務していただきます
■問安城市学校給食協会（緯〈７５〉２３２２）

有料レジ袋の収益金を環境保全活動
をする団体に還元します。
■内助成金額獅１事業あたり上限５０万円
（総額は市レジ袋削減推進協議会の
レジ袋収益金の範囲内） 選考獅書
類審査、プレゼンテーション
■対７月１日～来年３月３１日に、地球温
暖化防止やごみの減量、環境教育等、
市内で環境保全活動をする予定の３
人以上の団体
■申５月１６日昌～３１日昭午前９時～午後
５時（松掌を除く）に、応募用紙を持
参か郵送（消印有効）で清掃事業所
（〒４４４－１１５５堀内町西新田２）へ
※応募用紙は同所・市HPで配布。
■問清掃事業所（緯〈７６〉３０５３）

受験資格募集人数試験区分 学歴・資格等年齢
４年制大学を卒業した人又は平成３１
年３月までに卒業見込みの人

平成５年４月２日以
降に生まれた人４人程度大学卒

短大等（＊）を卒業した人又は平成３１
年３月までに卒業見込みの人

平成７年４月２日以
降に生まれた人３人程度短大等卒

高校を卒業した人又は平成３１年３月
までに卒業見込みの人

平成１１年４月２日以
降に生まれた人３人程度高校卒

安城、碧南、刈谷、知立、高浜の５
市で構成する衣浦東部広域連合の職員
を募集します。
■内職種獅消防職
■対募集人数・受験資格獅下表のとおり
※いずれの区分も、消防職務に耐えう
る人で、運転免許（普通）等を取得して
いる人又は取得見込みの人に限ります。
■申大学・短大等卒獅５月１５日昇～２２日
昇 高校卒獅７月２４日昇～３１日昇

（いずれも松掌を除く）に受験申込書、
成績証明書、卒業（見込）証明書、資
格・免許等証明書の写しを、本人が
持参し衣浦東部広域連合事務所本部
（刈谷市小垣江町西高根２０４－１）へ
※本人が入院中等の事情により持参で

きない場合は、事前連絡の上、郵便
書留による申込可（受付期間内必着）。

※受験申込書は同広域連合本部・管内
の各消防署等・同広域連合HPで配布。
試験日程等（大学・短大等卒）
■時■内１次試験獅６月２４日掌（教養試験、
集団面接） ２次試験獅７月２２日掌

（作文）・２３日捷（個人面接、体力測定）
■場衣浦東部広域連合刈谷消防署（刈谷
市寿町）

試験日程等（高校卒）
■時■内１次試験獅９月１６日掌（教養試験、
集団面接） ２次試験獅１０月２４日昌

（個人面接、体力測定、作文）
■場衣浦東部広域連合刈谷消防署（刈谷
市寿町）

衣浦東部広域連合消防職員 ■問衣浦東部広域連合総務課（緯〈６３〉０１３２）

金額数量協賛品
８万５０００円から公式読本広告
１万８０００円から１００本名入れうちわ

２万３０００円１０００個名入れポケット
ティッシュ

２万円１００本名入れ
ボールペン

４万円１本竹飾り

金額期間広告掲載箇所

３万円７月～１２月公式HPバナ
ー広告（半年）

５万円７月～２０１９
年６月

公式HPバナ
ー広告（１年）

１０万円
７月上旬か
ら

願いごと短冊

３０万円願いごとふう
せん

２０万円×６枠まつり期間
中ステージ広告

４万円×２０枠

中部調理場臨時給食調理職員

＊「短大等」には高等専門学校及び専修学校の専門課程を含みます（「専修学校の専
門課程」とは、文部科学大臣により専門士の称号を付与される課程）。

日本女性会議２０１８in金沢
参加者
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