
■～本がニガテな子集まれ～
子どもの本朗読会
図書情報館スタッフが選んだ面白
い本や、読書感想文の参考になるよ
うな本を朗読します。
■時■対８月８日昌

小学校低学年（１・２年生）の部施

午前１０時～１０時３０分 小学校中学
年（３・４年生）の部施午前１１時～
１１時４０分
※保護者同席可。
■定各１０人（先着順）
■申７月１８日昌～８月１日昌の開館時
間内に電話で図書情報館へ

アンフォーレ課（緯〈７６〉６１１１）

お知らせ

芽広報あんじょう 2018.7.15

インストラクターの指導で本格的な
木登りを体験します。
■時８月３日晶午前９時３０分～１１時４５分
■場堀内公園
■対市内在住の５歳
～小学生と保護
者
■定１０組（先着順）
■￥５００円
■申７月１８日昌～２０
日晶に「ツリー
クライミング申し込み」と明記し、
子どもの氏名・学年・生年月日、保
護者の氏名・住所・電話番号をファ
クスかEメールでNPO法人エコネッ
トあんじょう（胃〈５５〉１３１５／info@
econetanjo.org）へ
■問NPO法人エコネットあんじょう（緯

〈５５〉１３１５）、市環境都市推進課（緯〈７１〉
２２０６）

■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。

８月の休館日
７日昇・１４日昇・２１日昇・２４日晶・
２８日昇

８月のおはなし会

バスで安城農林高等学校、石川農園
（赤松町）を巡り、ぶどう狩りやお楽し
み工作体験、チンゲン菜の植付・収穫
体験等をします。
■時８月２４日晶午前９時３０分～午後３時
３０分 集合・解散獅市役所西駐車場
■対市内在住の小学生（１～３年生は保
護者同伴）
■定４５人（定員を超えた場合は抽選）
■￥１人１０００円（昼食代含む）
■持帽子、水筒、タオル、レジャーシー
ト、筆記用具、雨具
■申７月２７日晶午前９時１５分～正午に、
直接市民交流センター１階活動室へ
※電話申込不可。

■問創年塾耕し人・天野さん（緯０９０〈４０８０〉
１２７０）、市農務課（緯〈７１〉２２３３）

調理実習を通して、料理の楽しさや
バランスの良い食事、生活習慣病予防
について学びます。
■時８月２６日掌午前１０時～午後１時３０分
（受付は午前９時３０分から）
■場市民交流センター
■内メニュー獅野菜たっぷり元気もりも
りドライカレー、彩りヨーグルトサ
ラダ、デザート
■講安城市食育健康づくりの会会員
■対市内在住の小学生と父親又は祖父
■定１０組（先着順）
■￥１人３００円
■持エプロン、三角巾、タオル、子ども
用上履き、お茶又は水
■他９月３０日掌にも開催します。詳細は
本紙９月１日号に掲載予定

■申７月１９日昭～２６日昭午前８時３０分～
午後５時１５分（松掌を除く）に、電話
で保健センター（緯〈７６〉１１３３）へ

矢作川の源流檜原川河川敷で魚つか
ひの はら

み、川遊び、ドラム缶風呂、五平餅作
り等の体験を根羽村の皆さんと共に行
います。
■時８月２２日昌午前８時～午後５時３０分
■場集合獅市役所西駐車場 行き先獅檜
原川河川敷（長野県根羽村）
※バスで移動します。

■対市内在住の６歳以上の子と保護者
■定４５人（先着順）
■￥１人１０００円（昼食代含む）
■持水筒、帽子、水着、タオル、汚れて
もいい服装
■申７月１７日昇～２３日捷にイベント名、
郵便番号・住所・氏名・生年月日・
年齢・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（胃〈５５〉１３１５／info
@econetanjo.org）へ
■問NPO法人エコネットあんじょう（緯

〈５５〉１３１５）、市環境都市推進課（緯〈７１〉
２２０６）

お父さんと子どもの料理教室

親子で冒険体験
ツリークライミング

安城市民の水源の里で川遊び

日本デンマークわくわく体験

■時１日昌～３日晶・７日昇～９日昭・
２１日昇～２５日松・２８日昇～３１日晶午
後１時から（受付は午後１時３０分ま
で）

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

■場■問埋蔵文化財センター（緯〈７７〉４４９０）

８月の土器づくり教室 ▼

▼
▼

※対象年齢は目安です。

２日昭
午前１０時３０分

おはなしゆりかご
（０～２歳）

５日掌・１２日掌
１９日掌・２６日掌
午後４時

にちようびのおはな
しかい（小学生）

６日捷
午前１０時３０分

絵本好き集まれ！お
すすめ絵本紹介

１１日抄午後２時おはなしえがお
（３歳～小学３年生）

１２日掌午前１１時大人のための絵本朗
読会（一般）

１３日捷・２７日捷
午前１０時３０分

えほんとわらべうた
の会（０～２歳）

１６日昭
午前１０時３０分

いないいないばあ
（１～５歳）

１７日晶
午前１０時３０分

このゆびと～まれ
（０～２歳）

１８日松・２５日松
午後２時

南吉朗読ででむし会
（小学生以上）

１９日掌午後２時かみしばいの会
（小学生以上）

２２日昌
午前１０時３０分

おはなしまあだ
（１～５歳）

２５日松午後３時でんでんむかしあそ
びの会（小学生）

３０日昭
午前１０時３０分

おはなしの森
（１～５歳）
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蛾 広報あんじょう 2018.7.15

■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

■場■問市民ギャラリー（緯〈７７〉６８５３）
夢もふくらむバルーンランド
見て・触れ
て・撮って・
体感して！子
どもから大人
まで楽しめる
バルーンアー
トの展示を行
います。カラフルなバルーンが創り出
す、わくわくな非日常の空間。自然と
笑顔がこぼれる、魅力いっぱいのバル
ーンの世界を満喫しましょう！
■時７月３１日昇～８月１２日掌（８月６日
捷は休館）午前９時～午後５時（入館
は午後４時３０分まで）

親子でバルーンワークショップ「羽根
が光る随ちょうちょをつくろう！」
「夢もふくらむバルーンランド」に関
連したワークショップを開催します。
カワイイちょうちょのバルーンを親子
で一緒に作りましょう。
■時８月１１日抄午後３時～４時
■講ニコフィーバルーンパーク・バルー
ンアーティスト

■対４歳以上の子と保護
者

■定２０組（定員を超えた
場合は抽選）
■￥１組１５００円
■申７月３１日昇までに、講座名、代表者
の住所・氏名・年齢・電話番号、参
加人数、参加者全員の氏名を、はが
き（必着）かファクスで市民ギャラリ
ー（〒４４６ー００２６安城町城堀３０／胃

〈７７〉４４９１）へ
※市民ギャラリーHPからも申込可。

小学生向けに安城梨を紹介！親子を
対象にした梨選果場見学等の体験イベ
ントです。
■時８月２５日松午前９時３０分～１１時３０分
■場JAあいち中央総合センター（赤松町）
■内梨選果場見学、安城梨「豊水」の試食、
野菜ソムリエ上級プロによる梨のお
はなし等

■対小学生親子
■定１００人程度（先着順）
■申７月２３日捷～２７日晶午前９時～午後
４時に電話でJAあいち中央営農部
園芸課（緯〈７３〉４４０３）へ

■問市農務課（緯〈７１〉２２３３）

市民ギャラリーの催し ▼

安城梨をまなぼう！ ▼

①～⑤共通事項
■対小学生以下
■場■問堀内公園（緯〈９９〉５９４７）
①水遊び企画「うち水大作戦」
■時７月２３日捷・２５日昌・２７日晶午後３
時～４時（雨天中止）

■持濡れてもいい服装、着替え、タオル
※バケツ・ジョーロ・水鉄砲の持参
可。威力が強い水鉄砲は不可。

②夏休み講座「ロープワーク体験」
ロープの基本的な結び方を学びます。
■時７月２３日捷・３０日捷午前１０時～正午
■定各２０人（当日先着順）
③夏休み講座「夏休みポスター製作ワ
ンポイント講座」
ポスターの描き方を学びましょう。
■時７月２５日昌午前１０時～正午
※雨天時は２６日昭に順延。

■講矢田量
りょう

子氏
こ

■定５人（当日先着順）
■持絵の具、筆記具
④夏休み体験講座「簡易顕微鏡を作ろ
う！」
■時８月６日捷・８日昌～１０日晶午前１１
時、午後１時（開始１０分前から公園
管理事務所前で整理券配布）

■定各２０人（当日先着順）
⑤夏休みちびっ子企画「月曜日と木曜
日はじゃんけん大会の日」
■時８月の毎週捷昭 いずれも午後３時・
４時

■内じゃんけんに勝った人に、有料遊具
無料券を進呈

■定各５０人（当日先着順）

堀内公園の催し ▼

■問アンフォーレ課（緯〈７６〉６１１１）
大人のための絵本朗読会atエントラ
ンス
■時８月８日昌午後７時
■内大人向けの絵本の朗読をします
安城ひびきの会の対面朗読
■時８月１３日捷・２７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。
■他朗読者２人が時間中常駐します

■時８月２７日捷午前１０時～正午
■講磯貝裕子氏
■定１０人（先着順）
■￥３５００円（材料費
含む。入園料別
途）

■他都合により変更
の場合あり。詳
細は問い合わせ
てください
■申７月２０日晶～８月２０日捷午前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

デンパーククラブハウスの
ペーパークイリング教室

▼
▼

定例の移動児童館に加え、夏のイベ
ントを開催。
■問子育て支援センター（緯〈７２〉２３１７）
夏のイベント
■時■場１日昌獅東部公民館 ３日晶獅高
棚町公民館 いずれも午前１０時～１１時

■内「ぐ・ちょき・ぱ」による人形劇
■対乳幼児親子・小学生
８月の移動児童館（定例）
■対■時■場乳幼児親子

▲

２４日晶獅高棚町公
民館 ２９日昌獅東部公民館 いずれ
も午前１０時～１１時

８月の移動児童館 ▼■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８月１４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（エイズ検査
は８月６日捷・２０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）

衣浦東部保健所の相談・検査

図書情報館の催し ▼
写真はイメージです



■～本がニガテな子集まれ～
子どもの本朗読会
図書情報館スタッフが選んだ面白
い本や、読書感想文の参考になるよ
うな本を朗読します。
■時■対８月８日昌

小学校低学年（１・２年生）の部施

午前１０時～１０時３０分 小学校中学
年（３・４年生）の部施午前１１時～
１１時４０分
※保護者同席可。
■定各１０人（先着順）
■申７月１８日昌～８月１日昌の開館時
間内に電話で図書情報館へ

アンフォーレ課（緯〈７６〉６１１１）

お知らせ

芽広報あんじょう 2018.7.15

インストラクターの指導で本格的な
木登りを体験します。
■時８月３日晶午前９時３０分～１１時４５分
■場堀内公園
■対市内在住の５歳
～小学生と保護
者
■定１０組（先着順）
■￥５００円
■申７月１８日昌～２０
日晶に「ツリー
クライミング申し込み」と明記し、
子どもの氏名・学年・生年月日、保
護者の氏名・住所・電話番号をファ
クスかEメールでNPO法人エコネッ
トあんじょう（胃〈５５〉１３１５／info@
econetanjo.org）へ
■問NPO法人エコネットあんじょう（緯

〈５５〉１３１５）、市環境都市推進課（緯〈７１〉
２２０６）

■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。

８月の休館日
７日昇・１４日昇・２１日昇・２４日晶・
２８日昇

８月のおはなし会

バスで安城農林高等学校、石川農園
（赤松町）を巡り、ぶどう狩りやお楽し
み工作体験、チンゲン菜の植付・収穫
体験等をします。
■時８月２４日晶午前９時３０分～午後３時
３０分 集合・解散獅市役所西駐車場
■対市内在住の小学生（１～３年生は保
護者同伴）
■定４５人（定員を超えた場合は抽選）
■￥１人１０００円（昼食代含む）
■持帽子、水筒、タオル、レジャーシー
ト、筆記用具、雨具
■申７月２７日晶午前９時１５分～正午に、
直接市民交流センター１階活動室へ
※電話申込不可。

■問創年塾耕し人・天野さん（緯０９０〈４０８０〉
１２７０）、市農務課（緯〈７１〉２２３３）

調理実習を通して、料理の楽しさや
バランスの良い食事、生活習慣病予防
について学びます。
■時８月２６日掌午前１０時～午後１時３０分
（受付は午前９時３０分から）
■場市民交流センター
■内メニュー獅野菜たっぷり元気もりも
りドライカレー、彩りヨーグルトサ
ラダ、デザート
■講安城市食育健康づくりの会会員
■対市内在住の小学生と父親又は祖父
■定１０組（先着順）
■￥１人３００円
■持エプロン、三角巾、タオル、子ども
用上履き、お茶又は水
■他９月３０日掌にも開催します。詳細は
本紙９月１日号に掲載予定

■申７月１９日昭～２６日昭午前８時３０分～
午後５時１５分（松掌を除く）に、電話
で保健センター（緯〈７６〉１１３３）へ

矢作川の源流檜原川河川敷で魚つか
ひの はら

み、川遊び、ドラム缶風呂、五平餅作
り等の体験を根羽村の皆さんと共に行
います。
■時８月２２日昌午前８時～午後５時３０分
■場集合獅市役所西駐車場 行き先獅檜
原川河川敷（長野県根羽村）
※バスで移動します。

■対市内在住の６歳以上の子と保護者
■定４５人（先着順）
■￥１人１０００円（昼食代含む）
■持水筒、帽子、水着、タオル、汚れて
もいい服装
■申７月１７日昇～２３日捷にイベント名、
郵便番号・住所・氏名・生年月日・
年齢・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（胃〈５５〉１３１５／info
@econetanjo.org）へ
■問NPO法人エコネットあんじょう（緯

〈５５〉１３１５）、市環境都市推進課（緯〈７１〉
２２０６）

お父さんと子どもの料理教室

親子で冒険体験
ツリークライミング

安城市民の水源の里で川遊び

日本デンマークわくわく体験

■時１日昌～３日晶・７日昇～９日昭・
２１日昇～２５日松・２８日昇～３１日晶午
後１時から（受付は午後１時３０分ま
で）

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

■場■問埋蔵文化財センター（緯〈７７〉４４９０）

８月の土器づくり教室 ▼

▼
▼

※対象年齢は目安です。

２日昭
午前１０時３０分

おはなしゆりかご
（０～２歳）

５日掌・１２日掌
１９日掌・２６日掌
午後４時

にちようびのおはな
しかい（小学生）

６日捷
午前１０時３０分

絵本好き集まれ！お
すすめ絵本紹介

１１日抄午後２時おはなしえがお
（３歳～小学３年生）

１２日掌午前１１時大人のための絵本朗
読会（一般）

１３日捷・２７日捷
午前１０時３０分

えほんとわらべうた
の会（０～２歳）

１６日昭
午前１０時３０分

いないいないばあ
（１～５歳）

１７日晶
午前１０時３０分

このゆびと～まれ
（０～２歳）

１８日松・２５日松
午後２時

南吉朗読ででむし会
（小学生以上）

１９日掌午後２時かみしばいの会
（小学生以上）

２２日昌
午前１０時３０分

おはなしまあだ
（１～５歳）

２５日松午後３時でんでんむかしあそ
びの会（小学生）

３０日昭
午前１０時３０分

おはなしの森
（１～５歳）
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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

■場■問市民ギャラリー（緯〈７７〉６８５３）
夢もふくらむバルーンランド
見て・触れ
て・撮って・
体感して！子
どもから大人
まで楽しめる
バルーンアー
トの展示を行
います。カラフルなバルーンが創り出
す、わくわくな非日常の空間。自然と
笑顔がこぼれる、魅力いっぱいのバル
ーンの世界を満喫しましょう！
■時７月３１日昇～８月１２日掌（８月６日
捷は休館）午前９時～午後５時（入館
は午後４時３０分まで）

親子でバルーンワークショップ「羽根
が光る随ちょうちょをつくろう！」
「夢もふくらむバルーンランド」に関
連したワークショップを開催します。
カワイイちょうちょのバルーンを親子
で一緒に作りましょう。
■時８月１１日抄午後３時～４時
■講ニコフィーバルーンパーク・バルー
ンアーティスト

■対４歳以上の子と保護
者

■定２０組（定員を超えた
場合は抽選）
■￥１組１５００円
■申７月３１日昇までに、講座名、代表者
の住所・氏名・年齢・電話番号、参
加人数、参加者全員の氏名を、はが
き（必着）かファクスで市民ギャラリ
ー（〒４４６ー００２６安城町城堀３０／胃

〈７７〉４４９１）へ
※市民ギャラリーHPからも申込可。

小学生向けに安城梨を紹介！親子を
対象にした梨選果場見学等の体験イベ
ントです。
■時８月２５日松午前９時３０分～１１時３０分
■場JAあいち中央総合センター（赤松町）
■内梨選果場見学、安城梨「豊水」の試食、
野菜ソムリエ上級プロによる梨のお
はなし等

■対小学生親子
■定１００人程度（先着順）
■申７月２３日捷～２７日晶午前９時～午後
４時に電話でJAあいち中央営農部
園芸課（緯〈７３〉４４０３）へ

■問市農務課（緯〈７１〉２２３３）

市民ギャラリーの催し ▼

安城梨をまなぼう！ ▼

①～⑤共通事項
■対小学生以下
■場■問堀内公園（緯〈９９〉５９４７）
①水遊び企画「うち水大作戦」
■時７月２３日捷・２５日昌・２７日晶午後３
時～４時（雨天中止）

■持濡れてもいい服装、着替え、タオル
※バケツ・ジョーロ・水鉄砲の持参
可。威力が強い水鉄砲は不可。

②夏休み講座「ロープワーク体験」
ロープの基本的な結び方を学びます。
■時７月２３日捷・３０日捷午前１０時～正午
■定各２０人（当日先着順）
③夏休み講座「夏休みポスター製作ワ
ンポイント講座」
ポスターの描き方を学びましょう。
■時７月２５日昌午前１０時～正午
※雨天時は２６日昭に順延。

■講矢田量
りょう

子氏
こ

■定５人（当日先着順）
■持絵の具、筆記具
④夏休み体験講座「簡易顕微鏡を作ろ
う！」
■時８月６日捷・８日昌～１０日晶午前１１
時、午後１時（開始１０分前から公園
管理事務所前で整理券配布）

■定各２０人（当日先着順）
⑤夏休みちびっ子企画「月曜日と木曜
日はじゃんけん大会の日」
■時８月の毎週捷昭 いずれも午後３時・
４時

■内じゃんけんに勝った人に、有料遊具
無料券を進呈

■定各５０人（当日先着順）

堀内公園の催し ▼

■問アンフォーレ課（緯〈７６〉６１１１）
大人のための絵本朗読会atエントラ
ンス
■時８月８日昌午後７時
■内大人向けの絵本の朗読をします
安城ひびきの会の対面朗読
■時８月１３日捷・２７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。

■他朗読者２人が時間中常駐します

■時８月２７日捷午前１０時～正午
■講磯貝裕子氏
■定１０人（先着順）
■￥３５００円（材料費
含む。入園料別
途）

■他都合により変更
の場合あり。詳
細は問い合わせ
てください

■申７月２０日晶～８月２０日捷午前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

デンパーククラブハウスの
ペーパークイリング教室

▼
▼

定例の移動児童館に加え、夏のイベ
ントを開催。
■問子育て支援センター（緯〈７２〉２３１７）
夏のイベント
■時■場１日昌獅東部公民館 ３日晶獅高
棚町公民館 いずれも午前１０時～１１時

■内「ぐ・ちょき・ぱ」による人形劇
■対乳幼児親子・小学生
８月の移動児童館（定例）
■対■時■場乳幼児親子

▲

２４日晶獅高棚町公
民館 ２９日昌獅東部公民館 いずれ
も午前１０時～１１時

８月の移動児童館 ▼■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８月１４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（エイズ検査
は８月６日捷・２０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）

衣浦東部保健所の相談・検査

図書情報館の催し ▼
写真はイメージです



賀

■￥入苑料獅１００円（中学生以下無料）
呈茶料獅３００円
■場■問丈山苑（緯〈９２〉７７８０）
夏休みクラフト体験（箱庭づくり）
ペットボトルで個性あふれる箱庭を
つくりませんか。
■時８月１日昌～３１日
晶（捷を除く）
※開苑時間は午前
９時～午後５時。入苑は午後４時３０
分まで。
苔玉づくり体験
■時８月２５日松・２６日掌午前１０時～正午、
午後１時～３時
■講石川政子氏
■定各２０人（先着順）
■￥４００円（材料費含む）
■申７月２５日昌午前９時
から電話で丈山苑へ

丈山苑の催し

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

①昆虫折り紙
包装紙等を再利用して昆虫を折り
ます。
■時８月３日晶・４日松午前１０時～１１
時３０分
■講大橋輝美子氏
■対４歳以上の子
と保護者
■定各７組（先着順）
■￥２００円
②環境サロン 自然栽培に挑戦！
自然栽培の実践報告会。実践者以
外の人の参加も大歓迎です。
■時８月５日掌午後１時３０分～３時
■講神谷輝幸氏
■対１８歳以上
■定１０人（先着順）
■￥２００円
■持筆記用具
③絵の具遊び
■時８月６日捷午前１０時～１１時３０分
■講鬼頭茂雄氏
■対４歳以上の
子と保護者
■定１０組（先着
順）

■￥１人５００円
（絵の具、水鉄砲つき）
■持汚れてもいい服装
④真夏のスノードーム
爽やかな夏のスノードームを作り
ます。
■時８月７日昇

午前１０時～
１１時３０分
■講本間嘉彰氏
■対４歳以上の子と保護者
■定１０組（先着順）
■￥１人４００円
■持空き瓶（佃煮、ジャム等）
⑤山の日～ペットボトル砲を作って
あそぼう
ペットボトル砲を作って遊びます。
■時８月１１日抄午前１０時～１１時３０分
■講本間嘉彰氏
■対小学生
■定１０人（先着順）
■￥３００円
■持軍手

①～⑩共通事項
■申７月２０日晶～各開催日３日前まで（昌を除く。開催３日前が昌の場合はその前
日）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

⑥夏休みエコポスターを描こう
緑化や環境をテーマとした夏休み
のポスターを描きます。標語の決め
方や構図の話を聞いて、下書きをし
ます。家で下書きをしてきた人は色
塗りをしましょう。
■時８月２日昭・９日昭午後１時３０分
～３時３０分
■対小学３年生以上
■定各１０人（先着順）
■￥１００円
■持ポスター用紙、学校で配られたポ
スター応募要項、筆記用具（えん
ぴつ・消しゴム）、あれば新聞紙、
絵の具（色塗りをする人のみ）
⑦プレートコースター
電熱ペンで間伐材に絵を描き、オリ
ジナルプレートコースターを作ろう。
■時８月１０日晶午前１０時～１１時３０分
■対小学生と保護者
■定５組（先着順）
■￥２００円
⑧流しそうめん体験
安城七夕まつりの竹で流しそうめ
んをしよう。
■時８月１２日掌午前
１０時～１１時
■講古居敬子氏
■対４歳以上の子と
保護者
■定２０人（先着順）
■￥１人３００円
■持お椀、箸、ふきん
⑨壁掛け作り
間伐材の板にシールを貼ってオリ
ジナル壁掛けを作ろう。
■時８月１３日捷午前１０時～１１時３０分
■講古居敬子氏
■対４歳以上の子と保護者
■定１０組（先着順）
■￥１００円
⑩間伐材と電熱ペンでネームプレー
ト作り
間伐材に電熱ペンで名前を入れて
ネームプレートを作ろう。
■時８月１４日昇午前１０時～１１時３０分
■対小学生と保護者
■定５組（先着順）
■￥２００円

県下唯一の天然湖沼油ヶ淵や川の堤
防のごみ拾い等をします。毎年１０００人
以上が参加する大規模浄化イベント。
■時７月２２日掌午前７時～８時
■場集合獅油ヶ淵水辺公園（東端町）
■持清掃道具（ごみ袋、トング等）
■他駐車場が少ないので、徒歩や自転車、
乗り合わせでお越しください
■申１０人以上の団体で参加する場合は事
前に電話で環境都市推進課（緯〈７１〉
２２０６）へ

油ヶ淵浄化デーでさわやか
な夏

▼
▼

■時■内基礎講習会獅８月１８日松午後１時
３０分～３時 フォローアップ講習会
獅１０月２０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７月２０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
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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９月１日松午前９時３０分～午後２時
３０分
■場油ヶ淵水辺公園（東端町）
■他下記の催しの他、油ヶ淵についての
スタンプラリー（オリジナルグッズ
のプレゼント有）も実施。詳細は
油ヶ淵電子図書館HPに掲載
■問愛知県生活環境地盤対策室（緯０５２
〈９５４〉６２２０）、市環境都市推進課（緯

〈７１〉２２０６）
①～③共通事項
■対小学生以上の子と保護者
■申７月２５日昌～８月８日昌に申込用紙
を郵送かファクス・Eメールで愛知
県生活環境地盤対策室（〒４６０－８５０１
住所不要／胃０５２〈９５３〉５７１６／
seikatsujiban@pref.aichi.lg.jp）へ

※申込用紙は油ヶ淵電子図書館HPで
配布。
※定員に達しない講座は８月２２日昌ま
で随時受付。

①油ヶ淵の生きものでミニビオトープ
をつくろう！
■時午前１０時～１１時３０分、午後１時～２
時３０分
■定各４０人（定員を超えた場合は抽選）

②油ヶ淵にすんでいる外来生物どんな
のいるの？
■時午前１０時～１１時３０分、午後１時～２
時３０分
■定各２０人（定員を超えた場合は抽選）
③油ヶ淵の野鳥を観察しよう！
■時午前１０時～
１１時３０分
■定５０人（定員
を超えた場
合は抽選）

アクション油ヶ淵２０１８ ▼

１型糖尿病のお子さんと家族のつどい ▼

■時８月１日昌午後２時～４時
■場衣浦東部保健所（刈谷市）
■内医師講話「１型糖尿病医が伝えたい
HappyLifeをかなえるための３つ
のこと」、交流会
■講服部麗氏（刈谷豊田総合病院医師）、

大洞多津子氏（つぼみの会愛知・岐
おお ぼら

阜）
■対１型糖尿病の子と家族
■申７月２３日捷までに電話で衣浦東部保
健所健康支援課地域保健グループ
（緯〈２１〉９３３８）へ

歴史博物館の催し ■問歴史博物館（緯〈７７〉６６５５）

①昭和の名作シネマ「わが町」上映
フィリピンの困難な道路建設に従
事した男が、人力車をひいて娘と孫
娘を育てあげるド根性物語を、明治・
大正・昭和にわたって描きます。出
演は辰巳柳太郎、南田洋子等。
■時７月２９日掌午前１０時
■定８０人（当日先着順）
②江戸時代から伝わるつまみ細工～
髪飾りづくり～

つまみ細工の技法を学び、髪飾り
を作ります。
■時８月４日松午後１時～４時
■講加藤多美子氏（佐田つまみ画研究
所師範）
■定２０人（先着順）
■￥１２００円（材料費込）
■申申込開始日獅７月２０日晶

③博物館ナイトツアー
夜の常設展示を巡ります。昼間と
は違ったドキドキ感をお楽しみに！
■時８月１１日抄午後６時・６時３０分・
７時、１２日掌午後６時・６時３０分
■定各１０人（先着順）
■申申込開始日獅７月２２日掌

④土器ドキ晩ゴハン
弥生時代のご飯の作り方を体験！
火きり杵と臼で火おこしし、復元弥
生土器でご飯を炊きます。豚汁とと
もに食べよう！
■時８月１１日抄午後５時～７時
■定１０組（１組
５人までの
家族やグル
ープ・先着
順）
■￥１人１００円
■申申込開始日獅７月２１日松

⑤竹とうろうづくりワークショップ
素敵なライトアップができる竹と
うろうを作ります。
■時８月１２日掌午前９時３０分・１０時４５
分

■講でらバンブー（竹と触れ合い楽し
むプロジェ
クト）
■定各６人（先
着順）
■￥１個１０００円
■申申込開始日獅７月２４日昇

⑥竹楽器づくりワークショップ
オリジナル竹楽器を作って、音楽
セッションを楽しみましょう。
■時８月１２日掌午後１時３０分・２時４５
分

■講でらバンブー（竹と触れ合い楽し
むプロジェクト）
■定各６人（先着順）
■￥１個１０００円
■申申込開始日獅７月２４日昇

②～⑥共通事項
■申各申込開始日午前９時から（休館日を除く）電話で歴史博物館へ

詠詠詠詠詠詠詠詠詠詠詠詠詠詠詠詠詠詠詠

詠詠詠詠詠詠詠詠詠詠詠詠詠詠詠詠詠詠詠

提供：吉浜まちづくり協議提供：吉浜まちづくり協議会会



賀

■￥入苑料獅１００円（中学生以下無料）
呈茶料獅３００円
■場■問丈山苑（緯〈９２〉７７８０）
夏休みクラフト体験（箱庭づくり）
ペットボトルで個性あふれる箱庭を
つくりませんか。
■時８月１日昌～３１日
晶（捷を除く）
※開苑時間は午前
９時～午後５時。入苑は午後４時３０
分まで。
苔玉づくり体験
■時８月２５日松・２６日掌午前１０時～正午、
午後１時～３時
■講石川政子氏
■定各２０人（先着順）
■￥４００円（材料費含む）
■申７月２５日昌午前９時
から電話で丈山苑へ

丈山苑の催し

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

①昆虫折り紙
包装紙等を再利用して昆虫を折り
ます。
■時８月３日晶・４日松午前１０時～１１
時３０分
■講大橋輝美子氏
■対４歳以上の子
と保護者
■定各７組（先着順）
■￥２００円
②環境サロン 自然栽培に挑戦！
自然栽培の実践報告会。実践者以
外の人の参加も大歓迎です。
■時８月５日掌午後１時３０分～３時
■講神谷輝幸氏
■対１８歳以上
■定１０人（先着順）
■￥２００円
■持筆記用具
③絵の具遊び
■時８月６日捷午前１０時～１１時３０分
■講鬼頭茂雄氏
■対４歳以上の
子と保護者
■定１０組（先着
順）

■￥１人５００円
（絵の具、水鉄砲つき）
■持汚れてもいい服装
④真夏のスノードーム
爽やかな夏のスノードームを作り
ます。
■時８月７日昇

午前１０時～
１１時３０分
■講本間嘉彰氏
■対４歳以上の子と保護者
■定１０組（先着順）
■￥１人４００円
■持空き瓶（佃煮、ジャム等）
⑤山の日～ペットボトル砲を作って
あそぼう
ペットボトル砲を作って遊びます。
■時８月１１日抄午前１０時～１１時３０分
■講本間嘉彰氏
■対小学生
■定１０人（先着順）
■￥３００円
■持軍手

①～⑩共通事項
■申７月２０日晶～各開催日３日前まで（昌を除く。開催３日前が昌の場合はその前
日）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

⑥夏休みエコポスターを描こう
緑化や環境をテーマとした夏休み
のポスターを描きます。標語の決め
方や構図の話を聞いて、下書きをし
ます。家で下書きをしてきた人は色
塗りをしましょう。
■時８月２日昭・９日昭午後１時３０分
～３時３０分
■対小学３年生以上
■定各１０人（先着順）
■￥１００円
■持ポスター用紙、学校で配られたポ
スター応募要項、筆記用具（えん
ぴつ・消しゴム）、あれば新聞紙、
絵の具（色塗りをする人のみ）
⑦プレートコースター
電熱ペンで間伐材に絵を描き、オリ
ジナルプレートコースターを作ろう。
■時８月１０日晶午前１０時～１１時３０分
■対小学生と保護者
■定５組（先着順）
■￥２００円
⑧流しそうめん体験
安城七夕まつりの竹で流しそうめ
んをしよう。
■時８月１２日掌午前
１０時～１１時
■講古居敬子氏
■対４歳以上の子と
保護者
■定２０人（先着順）
■￥１人３００円
■持お椀、箸、ふきん
⑨壁掛け作り
間伐材の板にシールを貼ってオリ
ジナル壁掛けを作ろう。
■時８月１３日捷午前１０時～１１時３０分
■講古居敬子氏
■対４歳以上の子と保護者
■定１０組（先着順）
■￥１００円
⑩間伐材と電熱ペンでネームプレー
ト作り
間伐材に電熱ペンで名前を入れて
ネームプレートを作ろう。
■時８月１４日昇午前１０時～１１時３０分
■対小学生と保護者
■定５組（先着順）
■￥２００円

県下唯一の天然湖沼油ヶ淵や川の堤
防のごみ拾い等をします。毎年１０００人
以上が参加する大規模浄化イベント。
■時７月２２日掌午前７時～８時
■場集合獅油ヶ淵水辺公園（東端町）
■持清掃道具（ごみ袋、トング等）
■他駐車場が少ないので、徒歩や自転車、
乗り合わせでお越しください
■申１０人以上の団体で参加する場合は事
前に電話で環境都市推進課（緯〈７１〉
２２０６）へ

油ヶ淵浄化デーでさわやか
な夏

▼
▼

■時■内基礎講習会獅８月１８日松午後１時
３０分～３時 フォローアップ講習会
獅１０月２０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７月２０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
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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９月１日松午前９時３０分～午後２時
３０分
■場油ヶ淵水辺公園（東端町）
■他下記の催しの他、油ヶ淵についての
スタンプラリー（オリジナルグッズ
のプレゼント有）も実施。詳細は
油ヶ淵電子図書館HPに掲載

■問愛知県生活環境地盤対策室（緯０５２
〈９５４〉６２２０）、市環境都市推進課（緯

〈７１〉２２０６）
①～③共通事項
■対小学生以上の子と保護者
■申７月２５日昌～８月８日昌に申込用紙
を郵送かファクス・Eメールで愛知
県生活環境地盤対策室（〒４６０－８５０１
住所不要／胃０５２〈９５３〉５７１６／
seikatsujiban@pref.aichi.lg.jp）へ

※申込用紙は油ヶ淵電子図書館HPで
配布。
※定員に達しない講座は８月２２日昌ま
で随時受付。

①油ヶ淵の生きものでミニビオトープ
をつくろう！
■時午前１０時～１１時３０分、午後１時～２
時３０分
■定各４０人（定員を超えた場合は抽選）

②油ヶ淵にすんでいる外来生物どんな
のいるの？
■時午前１０時～１１時３０分、午後１時～２
時３０分
■定各２０人（定員を超えた場合は抽選）
③油ヶ淵の野鳥を観察しよう！
■時午前１０時～
１１時３０分
■定５０人（定員
を超えた場
合は抽選）

アクション油ヶ淵２０１８ ▼

１型糖尿病のお子さんと家族のつどい ▼

■時８月１日昌午後２時～４時
■場衣浦東部保健所（刈谷市）
■内医師講話「１型糖尿病医が伝えたい
HappyLifeをかなえるための３つ
のこと」、交流会
■講服部麗氏（刈谷豊田総合病院医師）、

大洞多津子氏（つぼみの会愛知・岐
おお ぼら

阜）
■対１型糖尿病の子と家族
■申７月２３日捷までに電話で衣浦東部保
健所健康支援課地域保健グループ
（緯〈２１〉９３３８）へ

歴史博物館の催し ■問歴史博物館（緯〈７７〉６６５５）

①昭和の名作シネマ「わが町」上映
フィリピンの困難な道路建設に従
事した男が、人力車をひいて娘と孫
娘を育てあげるド根性物語を、明治・
大正・昭和にわたって描きます。出
演は辰巳柳太郎、南田洋子等。
■時７月２９日掌午前１０時
■定８０人（当日先着順）
②江戸時代から伝わるつまみ細工～
髪飾りづくり～

つまみ細工の技法を学び、髪飾り
を作ります。
■時８月４日松午後１時～４時
■講加藤多美子氏（佐田つまみ画研究
所師範）
■定２０人（先着順）
■￥１２００円（材料費込）
■申申込開始日獅７月２０日晶

③博物館ナイトツアー
夜の常設展示を巡ります。昼間と
は違ったドキドキ感をお楽しみに！
■時８月１１日抄午後６時・６時３０分・
７時、１２日掌午後６時・６時３０分
■定各１０人（先着順）
■申申込開始日獅７月２２日掌

④土器ドキ晩ゴハン
弥生時代のご飯の作り方を体験！
火きり杵と臼で火おこしし、復元弥
生土器でご飯を炊きます。豚汁とと
もに食べよう！
■時８月１１日抄午後５時～７時
■定１０組（１組
５人までの
家族やグル
ープ・先着
順）
■￥１人１００円
■申申込開始日獅７月２１日松

⑤竹とうろうづくりワークショップ
素敵なライトアップができる竹と
うろうを作ります。
■時８月１２日掌午前９時３０分・１０時４５
分

■講でらバンブー（竹と触れ合い楽し
むプロジェ
クト）
■定各６人（先
着順）
■￥１個１０００円
■申申込開始日獅７月２４日昇

⑥竹楽器づくりワークショップ
オリジナル竹楽器を作って、音楽
セッションを楽しみましょう。
■時８月１２日掌午後１時３０分・２時４５
分

■講でらバンブー（竹と触れ合い楽し
むプロジェクト）
■定各６人（先着順）
■￥１個１０００円
■申申込開始日獅７月２４日昇

②～⑥共通事項
■申各申込開始日午前９時から（休館日を除く）電話で歴史博物館へ

詠詠詠詠詠詠詠詠詠詠詠詠詠詠詠詠詠詠詠

詠詠詠詠詠詠詠詠詠詠詠詠詠詠詠詠詠詠詠

提供：吉浜まちづくり協議提供：吉浜まちづくり協議会会



餓

国民健康保険
「高齢受給者証」を送付

▼
▼

現在の高齢受給者証（薄だいだい色）
の有効期限は７月３１日です。７月下旬
に新しい高齢受給者証（白色）を送付し
ます。８月以降に医療機関で診療を受
ける場合には、保険証とともに新しい
高齢受給者証を提示してください。
高齢受給者証は、医療機関で診療を
受ける場合の医療費の自己負担割合を
示すものです。
自己負担割合は、平成２９年中の収入・
所得により判定します。
■対７０歳以上の国民健康保険加入者
■他高齢受給者証は７０歳の誕生日の翌月
１日（１日生まれの人は誕生月）から
使えます。新たに対象となる人には、
該当月の前月下旬に送付します

■問国保年金課（緯〈７１〉２２３０）

５月分／受付順／敬称略
小森義史、アイシン・エィ・ダブリュ
株式会社

■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。

ご寄付いただきました ▼ 点検していますか？
住宅用火災警報器

▼
▼

全ての住宅に住宅用火災警報器の設
置が義務づけられてから、１０年が経過
しました。取付後も、いざというとき
に故障や電池切れのないよう、定期的
に作動確認（垂れているひもを引く又
はボタンを押す）をしましょう。また、
１０年を経過した住宅用火災警報器は、
電子部品の寿命等で火災を感知しなく
なることがあるため、交換しましょう。
住宅火災による死亡のほとんどのケ
ースで、住宅用火災警報器が未設置で
した。未設置の家庭は一日も早く住宅
用火災警報器を設置しましょう。
＜火災を未然に防いだ事例＞
暫鍋を火にかけたまま就寝してしまっ
たが住宅用火災警報器が作動。近所
の住人が１１９番通報し、大事に至ら
ず（安城市）

暫天ぷら鍋を火にかけたままだったが、
住宅用火災警報器の音に気がつき初
期消火をすることができた（碧南市）

■問衣浦東部広域連合消防局予防課（緯

〈６３〉０１３６）

■問市民安全課（緯〈７１〉２２１９）

市内で発生している住宅対象侵入盗やその他の侵入盗、自転車盗、自
動車盗、部品ねらい、車上ねらいの発生状況を犯罪発生分布図にして市
HPにて公開しています（市HPで「犯罪・交通事故発生状況」と検索）。お
住まいの地域やその周辺の犯罪発生状況や傾向を知ることができますの
で、防犯に役立ててください。更新は月に1回です。

（平成３０年１～５月）

■￥施設利用料
■問マーメイドパレス（緯〈９２〉７３５１）
プール利用時間延長
下記の夏休み期間中は無休で開館。
また、プールは時間を延長し午後９時
まで営業します。
■内期間獅７月２１日松～９月２日掌

※トレーニングルームは通常通り午
前１０時～午後９時。プール・トレー
ニングルームとも最終入場は午後８
時３０分。
開館１９周年記念品プレゼント
開館１９周年を記念して、プール・ト

レーニングルーム利用者にオリジナル
グッズ（子どもにはお菓子）を進呈。
■時７月２４日昇午前１０時から
■定大人・子ども各１００人（当日先着順）
かき氷早食い競争
５人１組でかき氷を食べる早さを競
います。上位入賞者には景品を進呈。
■時７月２５日昌午後２時（午後１時５０分
から屋外プールサイドで受付）
■対■定小学生未満の部獅２０人 小学１～
３年の部獅２０人 小学４～６年の部
獅２０人 一般の部（中学生以上）獅男
女各１０人
※いずれも当日先着順。
屋外プール夜間特別開放
期間中、屋外プールを午後９時まで
開放します。
■時■内７月２７日晶～８月３１日晶の毎週晶

①お楽しみイベント（造波プールで
カプセル抽選ゲーム）獅午後６時
②プールサイドのライトアップ獅午
後７時から
■対①獅小学生以下
■定①獅各３０人（当日先着順）
早得！お菓子のつかみ取り
参加券を受け取ったプール利用者は
お菓子のつかみ取りができます。
■時７月３０日捷～８月３日晶午前９時３０
分から参加券を配布

■対オムツが外れた子～小学生
■定各５０人（当日先着順）

マーメイドパレスへ行こう ▼
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総合運動公園に保
存している、C１２型
６９号蒸気機関車の写
生大会に８２人の参加
があり、入賞者を６
月１７日に中部公民館
で表彰しました。
特別賞受賞者は次
の皆さん。〈敬称略〉
市長賞獅築山結衣 市議会議長賞獅宮
部碧 教育長賞獅

あおい

唐澤空斗 中日新聞
そら と

社賞獅石神行規範 三河安城駅長賞獅
ゆ き のり

鳥居純怜 安城駅長賞獅斉藤乃愛 Ｓ
すみ れ の あ

Ｌ保存会長賞獅久保田恵介、山口香
きょう

子、
こ

角谷咲人
すみ や さく と

■問公園緑地課（緯〈７１〉２２４４）

蒸気機関車写生大会入賞者
決定

▼
▼

※大東住宅のみ単身での申込可。

■内募集住宅獅下表のとおり
■申入居資格を窓口・電話・市HPにて
事前に確認し、７月３０日捷～８月３
日晶午前８時３０分～午後５時１５分に、
直接建築課（緯〈７１〉２２４０）へ

入居時家賃
月額

建設
年度

部屋番号
（間取り）

住宅名
（所在地）

２５,７００～
５０,５００円Ｈ７

１０３
（３DＫ）

前山
（堀内町）

２０４
（３DＫ）

４０４
（３DＫ）

２６,０００～
５１,１００円Ｈ８

１０４
（３DＫ）吹付

（上条町） ４０４
（３DＫ）

２０,８００～
４０,８００円Ｈ１９２０２

（S２DＫ）
大東

（大東町）

市長賞受賞作市長賞受賞作品品

■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

市営住宅入居者（抽選） ▼

■時■内第１次試験獅９月１６日掌／教養試
験、集団面接 第２次試験獅１０月２４
日昌／作文、個人面接、体力測定
■対次のいずれにも該当する人
暫平成１１年４月２日以降生まれの人
暫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
暫普通自動車免許を取得している人
又は取得見込みの人
■定３人程度
■申７月２４日昇～３１日昇午前９時～正午、
午後１時～５時（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、衣浦東部広域連合本
部（刈谷市小垣江町西高根２０４ー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
書留での申込可（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、同広域連合HP等で
配布。

■問衣浦東部広域連合総務課（緯〈６３〉０１３２）

衣浦東部広域連合消防職員
（高校卒）

▼
▼

■時９月１日松・２日掌午前９時１０分～
午後４時３０分（全２回。２日は３時
４０分まで）
■場愛知県立高浜高等技術専門校
■定１０人（定員を超えた場合は抽選）
■￥１６００円
■持筆記用具、テキスト
■申７月１７日昇～８月３日晶に、はがき
（必着）に講座名、郵便番号・住所・
氏名・生年月日・電話番号、勤務先
名・勤務先電話番号を明記し、愛知
県立高浜高等技術専門校（〒４４４－１３
２４高浜市碧海町４ー１ー６）へ
※Eメールでの申込みも可。詳細は
同校HPで確認してください。
■問愛知県立高浜高等技術専門校（緯〈５３〉
００３１）

建築施工管理技士講座受講者

自衛隊採用制度説明会 ▼

文化センター喫茶店運営事
業者

▼
▼

以下の日程にて説明会を実施します。
■時■内８月３０日昭までの捷昭 午前９時
～午後６時のうち５０分程度獅一般曹
候補生、自衛官候補生、航空学生、
防衛大学校、防衛医科大学校（医科・
看護科）についての説明

■場自衛隊愛知地方協力本部安城地域事
務所（三河安城町）
■問同事務所（緯〈７４〉６８９４）、市危機管理
課（緯〈７１〉２２２０）
※詳細は同本部HP又
は右QRコードから確
認できます。

文化センターでは、１１月１７日のリニ
ューアルオープンに合わせ施設内の喫
茶店の運営事業者を募集します。
■内出店予定日獅１１月１７日 場所獅文化
センター１階（５２㎡） 営業品目獅昼
食を中心としたメニュー 選定方法
獅プロポーザル方式
■他応募には７月２８日松に実施する現場
見学会への参加が必須
■申８月１日昌～８日昌午前９時～午後
５時（捷を除く）に、応募申込書を直
接又は郵送（必着）で生涯学習課（市
役所西庁舎内／〒４４６－８５０１住所不
要）へ
※応募申込書は市HPで配布。
※詳細は市HP掲載の募集要領を参
照してください。
■問生涯学習課（緯〈７６〉１５１５）



餓

国民健康保険
「高齢受給者証」を送付

▼
▼

現在の高齢受給者証（薄だいだい色）
の有効期限は７月３１日です。７月下旬
に新しい高齢受給者証（白色）を送付し
ます。８月以降に医療機関で診療を受
ける場合には、保険証とともに新しい
高齢受給者証を提示してください。
高齢受給者証は、医療機関で診療を
受ける場合の医療費の自己負担割合を
示すものです。
自己負担割合は、平成２９年中の収入・
所得により判定します。
■対７０歳以上の国民健康保険加入者
■他高齢受給者証は７０歳の誕生日の翌月
１日（１日生まれの人は誕生月）から
使えます。新たに対象となる人には、
該当月の前月下旬に送付します

■問国保年金課（緯〈７１〉２２３０）

５月分／受付順／敬称略
小森義史、アイシン・エィ・ダブリュ
株式会社

■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。

ご寄付いただきました ▼ 点検していますか？
住宅用火災警報器

▼
▼

全ての住宅に住宅用火災警報器の設
置が義務づけられてから、１０年が経過
しました。取付後も、いざというとき
に故障や電池切れのないよう、定期的
に作動確認（垂れているひもを引く又
はボタンを押す）をしましょう。また、
１０年を経過した住宅用火災警報器は、
電子部品の寿命等で火災を感知しなく
なることがあるため、交換しましょう。
住宅火災による死亡のほとんどのケ
ースで、住宅用火災警報器が未設置で
した。未設置の家庭は一日も早く住宅
用火災警報器を設置しましょう。
＜火災を未然に防いだ事例＞
暫鍋を火にかけたまま就寝してしまっ
たが住宅用火災警報器が作動。近所
の住人が１１９番通報し、大事に至ら
ず（安城市）

暫天ぷら鍋を火にかけたままだったが、
住宅用火災警報器の音に気がつき初
期消火をすることができた（碧南市）

■問衣浦東部広域連合消防局予防課（緯

〈６３〉０１３６）

■問市民安全課（緯〈７１〉２２１９）

市内で発生している住宅対象侵入盗やその他の侵入盗、自転車盗、自
動車盗、部品ねらい、車上ねらいの発生状況を犯罪発生分布図にして市
HPにて公開しています（市HPで「犯罪・交通事故発生状況」と検索）。お
住まいの地域やその周辺の犯罪発生状況や傾向を知ることができますの
で、防犯に役立ててください。更新は月に1回です。

（平成３０年１～５月）

■￥施設利用料
■問マーメイドパレス（緯〈９２〉７３５１）
プール利用時間延長
下記の夏休み期間中は無休で開館。
また、プールは時間を延長し午後９時
まで営業します。
■内期間獅７月２１日松～９月２日掌

※トレーニングルームは通常通り午
前１０時～午後９時。プール・トレー
ニングルームとも最終入場は午後８
時３０分。
開館１９周年記念品プレゼント
開館１９周年を記念して、プール・ト

レーニングルーム利用者にオリジナル
グッズ（子どもにはお菓子）を進呈。
■時７月２４日昇午前１０時から
■定大人・子ども各１００人（当日先着順）
かき氷早食い競争
５人１組でかき氷を食べる早さを競
います。上位入賞者には景品を進呈。
■時７月２５日昌午後２時（午後１時５０分
から屋外プールサイドで受付）
■対■定小学生未満の部獅２０人 小学１～
３年の部獅２０人 小学４～６年の部
獅２０人 一般の部（中学生以上）獅男
女各１０人
※いずれも当日先着順。
屋外プール夜間特別開放
期間中、屋外プールを午後９時まで
開放します。
■時■内７月２７日晶～８月３１日晶の毎週晶

①お楽しみイベント（造波プールで
カプセル抽選ゲーム）獅午後６時
②プールサイドのライトアップ獅午
後７時から
■対①獅小学生以下
■定①獅各３０人（当日先着順）
早得！お菓子のつかみ取り
参加券を受け取ったプール利用者は
お菓子のつかみ取りができます。
■時７月３０日捷～８月３日晶午前９時３０
分から参加券を配布

■対オムツが外れた子～小学生
■定各５０人（当日先着順）
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