
芽広報あんじょう 2019.5.1

■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。

５月は「そよ吹く風に」をテーマに、
双子の音楽ユニット「KURACHItwins」

クラチ ツインズ

が出演。リゾートミュージックをコン
セプトにしたオリジナル曲や、ラテン
のリズム等をアレンジしたジャズ＆ハ
ワイアンのスタンダード曲を披露しま
す。
■時５月１１日松午後６時３０分～７時１５分
■場アンフォーレ本館
■問安城プロモーションズ（アンフォー
レ総合案内／緯〈７６〉１４００）

アンフォーレエントランス
ライブ

文化協会会員の活動成果を発表します。
■問安城文化協会（緯〈７４〉６０６６）、市民ギャ
ラリー（緯〈７７〉６８５３）
美術展（前期）
■時５月１４日昇～１９日掌午前９時～午後
５時（１４日は午後１時から、１９日は
午後４時まで）

■場市民ギャラリー
■内日本画、水墨画、洋画、書
文芸・技芸・趣味展
■時５月１７日晶～１９日掌

※時間は問い合わせてください。
■場■内市民会館獅愛石、植物、ちぎり絵、

あい せき

皐
さ

月、短歌 文化センター獅くみひ
つき

も、アートフラワー、茶会、俳句、
華道、俳画
芸能まつり
■時５月１８日松・１９日掌午前１１時～午後
２時４０分
■場文化センター
■内謡曲、詩吟、民踊、舞踊、大正琴、
箏
そう

曲、尺八、民謡、フラダンス、コ
きょく

ーラス、マジック、三河万歳
美術展（後期）
■時５月２１日昇～２６日掌午前９時～午後
５時（２１日は午後１時から、２６日は
午後４時まで）

■場市民ギャラリー
■内日本画、洋画、書、工芸

文協祭

入園料別途。都合により変更する場
合有。詳細は問い合わせてください。
■申５月８日昌～各申込期限の午前９時
３０分～午後５時に、直接か電話で同
クラブハウス（緯〈９２〉７１１２）へ
ペーパークイリング講座
■時陰６月５日昌 隠６月１９日昌 いず
れも午前１０時～午後０時３０分
■講磯貝裕子氏（ボタニカルクイリング・
ジャパン認定講師）
■定各１５人（先着順）
■￥２０００円（材料費込）
■申申込期限獅陰５月２９日昌 隠６月１２
日昌

花の写真講座
曇りや雨の日のしっとり感を写しま
しょう
■時６月７日晶・２１日晶午前１０時～正午
（全２回）
■講岡田巳吉氏
■定２０人（先着順）
■￥２０００円
■申申込期限獅５月３１日晶

寄せ植え講座「観葉植物 室内のトロピ
カルガーデン」
■時６月１４日晶午前１０時～正午
■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（材料費込）
■持薄手袋、はさみ、ガーデニング用エ
プロン
■申申込期限獅５月３１日晶

もったいナイスな料理教室
■時６月１４日晶午前１０時～正午
■内テーマ獅大葉と
行事食（季節の
巻き寿司と水無
月）

■講高倉恵氏（ナチュラルフードコー
ディネーター）

■定２０人（先着順）
■￥３０００円（材料費込）
■持エプロン、手拭タオル、箸
■申申込期限獅６月７日晶

陶芸講座
絵皿・長皿を作りましょう。
■時６月１４日晶午後１時３０分～３時３０分
■講毛利記代子氏（Pottery

ポ タ リ ー

木）
き

■定９人（先着順）
■￥４０００円（材料費込）
■持筆記用具、作業用エプロン
■申申込期限獅６月７日晶

デンパーククラブハウスの
体験教室 ■時５月１９日掌午前１０時～正午（午前９

時４５分から受付。雨天中止）
■場県営油ヶ淵水辺公園（東端町）
■内田植え体験、メダカ・カエル等の生
物観察
■定７０人（先着順）
■持汚れてもいい服装、長靴、帽子、軍
手、タオル、飲料
■他小学３年生以下は保護者同伴
■申５月１日抄からの午前９時～午後５
時に、電話で油ヶ淵水辺公園管理事
務所（緯〈４１〉１５１５）へ

■問油ヶ淵水辺公園管理事務所（緯〈４１〉
１５１５）、市公園緑地課（緯〈７１〉２２４４）

田植えを体験しよう

人形劇「てぶくろをかいに」「オレた
ち大ピ～ンチ随」を、家族や友達と一
緒に楽しみませんか。
■時６月１６日掌午前１１時～正午、午後２
時～３時

■内出演施人形劇団むすび座
■対市内在住・在勤の乳幼児親子、小・
中学生
■定各１５０人（先着順、要整理券）
※５月１２日掌午前９時から作野公民
館で整理券を配布。

■場■問作野公民館（緯〈７４〉３９７７）

人形劇団「むすび座」の公演 ■時６月１４日晶午後２時～３時３０分
■場安城商工会議所（桜町）
■内どうなる日本！今後の日本経済を読む
■講須田慎一郎氏（経済ジャーナリスト）
■定１２０人（先着順）
■申５月３１日晶までの午前８時３０分～午
後５時３０分（松掌抄を除く）に、電話
かファクスで安城商工会議所（緯〈７６〉
５１７５／胃〈７６〉４３２２）へ
■問市商工課（緯〈７１〉２２３５）

安城商工会議所時局講演会

「どうなってるのかな 世界の
子育て・子育ち事情」講演会
国の男女共同参画週間（６月２３日～

２９日）に合わせて開催する講演会です。
世界の子育て・子育ち事情を比較す
ることで、いろいろな人間関係や社会
のしくみのヒントが見えてきます。育
てる大人と育つ子ども、どちらにとっ
ても幸せになるためのヒントを見つけ
てみませんか。
■時６月２２日松午前１０時～正午
■場市民交流センター
■講山根真理氏（愛知教育大学教授）
■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、定員５人程度）
※参加申込と併せて申込んでくださ
い。

■申６月１７日捷までの午前８時３０分～午
後５時１５分（松掌抄承を除く）に電話
又は、住所・氏名・電話番号・託児
の有無をファクス・Ｅメールで市民
協働課（緯〈７１〉２２１８／胃〈７２〉３７４１／
kyodo@city.anjo.lg.jp）へ
※右記QRコードからも申
込み可。
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蛾 広報あんじょう 2019.5.1

市民活動補助金対象事業「人生
１００年時代～夢を実現させるため
に次の一歩を踏み出そう！～」
ファイナンシャルプランナーによる

「かなえたいことを実現する方法をみつ
けよう！」をテーマとしたセミナーです。
■時■内下表のとおり（全３回）

※いずれも午前１０時～１１時３０分。
■場文化センター
■対市内在住・在勤・在学者
■定２０人（定員を超えた場合は抽選）
■￥１０００円（資料代込）
■申５月２０日捷までに、住所・氏名・電
話番号をEメールで暮らしのお金を
学ぶ会みかわ（kurashi.mikawa
@gmail.com）へ
※右記QRコードからも
申込できます。

■問暮らしのお金を学ぶ会みかわ（Eメー
ルのみ）、市市民協働課（緯〈７１〉２２１８）

演題開催日
「あなたのこれからと今
のお金を知ろう！」５月２５日松

「将来のあなたの収支を
見える化しよう！」６月２２日松

「かなえたいことを実現
する方法を見つけよう！」７月２０日松

陰～韻共通事項
■対市内在住者
■場■申５月２０日捷からの午前９時～午後
５時（松掌を除く）に電話で子育て支
援センター（あんぱ～く内／緯〈７２〉
２３１７）へ
※１家族１人１講習まで。

陰子育て何でも相談広場「巨大地震に
どう備えるか」
■時６月１８日昇午前１０時～１１時３０分
■講市危機管理課職員
■対乳幼児と保護者
■定２０組（先着順）
隠育児講習会「子どもとのコミュニケ
ーション～イヤイヤ期の対応の仕方～」
■時６月２５日昇午前１０時～１１時３０分
■講中野雪乃氏（親業訓練協会認定イン
ストラクター）

■対乳幼児の保護者
■定３０人（先着順）
■他別室託児有
韻親子遊び講習会「ベビーサイン」
■時７月９日昇午前１０時～１１時１５分
■講稲吉千恵氏（（一社）日本ベビーサイ
ン協会認定講師）

■対６カ月～１歳６カ月の子と保護者
■定３０組（先着順）

子育て支援センター講習会

困難を抱える子どもと良い親子関係
を築くためにどうしたらいいかを話し
合う学習会です。一人で抱え込まずに
一緒に語り合いましょう。
今回は、「４０代のひきこもり・７０代の
親どう生きる」をテーマに学習します。
■時５月１１日松午後１時３０分～４時
■場青少年の家
■対家族に不登校やひきこもりに悩む子
ども（義務教育を修了した１５歳～概
ね４０歳）がいる人

■定４０人（先着順）
■￥市内在住者獅無料
市外在住者獅５００円
■申５月１０日晶までの午前８時３０分～午
後５時１５分（休館日を除く）に電話又
は、催し名・住所・氏名・電話番
号をファクスかEメールで青少年愛
護センター（青少年の家内／緯〈７６〉
３４３２／胃〈７６〉１１３１／seishounen@city.
anjo.lg.jp）又はNPO法人育て上げ
ネット中部虹の会（緯〈９５〉３１３７／胃

〈９５〉３１５７／info@nponiji.org）へ
■問青少年愛護センター（青少年の家内
／緯〈７６〉３４３２）

ほっと一息サロン
（親の学習会）

■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５月１１日松・２５日松午前１０時～正午、
午後１時～３時

無料開館
国際博物館の日（５月１８日）にちなみ
常設展示が無料で観覧できます。
■時５月１９日掌

安城歴博・中京大学連携講座
■時５月２５日松午後２時
■内テーマ獅第１回「弘治年間の今川・
武田・織田の拮抗－三河忩劇を取り

そう げき

まく政治環境－」
■講村岡幹生氏（文学部教授）

歴史博物館の催し・講座

①～③共通事項
■場■申５月５日抄～各申込期限の午前９
時～午後８時（休館日を除く）に、直
接か電話で同センター（緯〈７５〉３５４５）へ

陰ベーシックエアロ
基本のステップから楽しく体を動か
します。
■時６月５日昌～２６日昌の毎週昌午後１
時３０分～２時３０分（全４回）

■対市内在住・在勤の１８歳以上の初心者
■定２５人程度（先着順、市内在住者優先）
■￥施設使用料
■持運動のできる服装、室内シューズ、
タオル、飲料（ペットボトル）

■申申込期限獅６月４日昇

隠体力しらべ会（高齢者対象）
６種目を測定し、体力レベルを算出
します。
■時６月６日昭午前１０時～正午
■対概ね６５～７９歳で運動制限のない人
■定１５人程度（先着順）
■持運動のできる服装、室内シューズ、
タオル、飲料（ペットボトル）
■申申込期限獅６月５日昌

韻トライ５００ｍ４種スイム
様々な泳法で５００ｍ泳ぐことに挑戦
します。
■時６月１１日昇～７月１６日昇の毎週昇午
後２時～３時（全６回）
■対市内在住・在勤の１８歳以上でクロー
ルで２５ｍ以上泳げる人
■定７人（先着順）
■￥３０００円（施設使用料込）
■持水着、水泳帽子、ゴーグル
■申申込期限獅５月３１日晶

市スポーツセンターの教室・講座

丈山苑の催し
■￥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）
水墨画の世界展
内藤華岳氏（桜

か がく

華水墨画院会長）
の作品約３０点を展
示します。
■時５月２２日昌～２６
日掌午前９時～
午後５時（２６日は
午後３時まで）
※２２日・２４日・２６日（いずれも午前
１０時～１１時３０分、午後1時３０分～３
時）は創作見学会を開催。
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■時６月１４日晶午後１時３０分～３時３０分
■講毛利記代子氏（Pottery

ポ タ リ ー

木）
き

■定９人（先着順）
■￥４０００円（材料費込）
■持筆記用具、作業用エプロン
■申申込期限獅６月７日晶

デンパーククラブハウスの
体験教室 ■時５月１９日掌午前１０時～正午（午前９

時４５分から受付。雨天中止）
■場県営油ヶ淵水辺公園（東端町）
■内田植え体験、メダカ・カエル等の生
物観察
■定７０人（先着順）
■持汚れてもいい服装、長靴、帽子、軍
手、タオル、飲料
■他小学３年生以下は保護者同伴
■申５月１日抄からの午前９時～午後５
時に、電話で油ヶ淵水辺公園管理事
務所（緯〈４１〉１５１５）へ

■問油ヶ淵水辺公園管理事務所（緯〈４１〉
１５１５）、市公園緑地課（緯〈７１〉２２４４）

田植えを体験しよう

人形劇「てぶくろをかいに」「オレた
ち大ピ～ンチ随」を、家族や友達と一
緒に楽しみませんか。
■時６月１６日掌午前１１時～正午、午後２
時～３時

■内出演施人形劇団むすび座
■対市内在住・在勤の乳幼児親子、小・
中学生
■定各１５０人（先着順、要整理券）
※５月１２日掌午前９時から作野公民
館で整理券を配布。

■場■問作野公民館（緯〈７４〉３９７７）

人形劇団「むすび座」の公演 ■時６月１４日晶午後２時～３時３０分
■場安城商工会議所（桜町）
■内どうなる日本！今後の日本経済を読む
■講須田慎一郎氏（経済ジャーナリスト）
■定１２０人（先着順）
■申５月３１日晶までの午前８時３０分～午
後５時３０分（松掌抄を除く）に、電話
かファクスで安城商工会議所（緯〈７６〉
５１７５／胃〈７６〉４３２２）へ
■問市商工課（緯〈７１〉２２３５）

安城商工会議所時局講演会

「どうなってるのかな 世界の
子育て・子育ち事情」講演会
国の男女共同参画週間（６月２３日～

２９日）に合わせて開催する講演会です。
世界の子育て・子育ち事情を比較す
ることで、いろいろな人間関係や社会
のしくみのヒントが見えてきます。育
てる大人と育つ子ども、どちらにとっ
ても幸せになるためのヒントを見つけ
てみませんか。
■時６月２２日松午前１０時～正午
■場市民交流センター
■講山根真理氏（愛知教育大学教授）
■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、定員５人程度）
※参加申込と併せて申込んでくださ
い。

■申６月１７日捷までの午前８時３０分～午
後５時１５分（松掌抄承を除く）に電話
又は、住所・氏名・電話番号・託児
の有無をファクス・Ｅメールで市民
協働課（緯〈７１〉２２１８／胃〈７２〉３７４１／
kyodo@city.anjo.lg.jp）へ
※右記QRコードからも申
込み可。
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市民活動補助金対象事業「人生
１００年時代～夢を実現させるため
に次の一歩を踏み出そう！～」
ファイナンシャルプランナーによる

「かなえたいことを実現する方法をみつ
けよう！」をテーマとしたセミナーです。
■時■内下表のとおり（全３回）

※いずれも午前１０時～１１時３０分。
■場文化センター
■対市内在住・在勤・在学者
■定２０人（定員を超えた場合は抽選）
■￥１０００円（資料代込）
■申５月２０日捷までに、住所・氏名・電
話番号をEメールで暮らしのお金を
学ぶ会みかわ（kurashi.mikawa
@gmail.com）へ
※右記QRコードからも
申込できます。

■問暮らしのお金を学ぶ会みかわ（Eメー
ルのみ）、市市民協働課（緯〈７１〉２２１８）

演題開催日
「あなたのこれからと今
のお金を知ろう！」５月２５日松

「将来のあなたの収支を
見える化しよう！」６月２２日松

「かなえたいことを実現
する方法を見つけよう！」７月２０日松

陰～韻共通事項
■対市内在住者
■場■申５月２０日捷からの午前９時～午後
５時（松掌を除く）に電話で子育て支
援センター（あんぱ～く内／緯〈７２〉
２３１７）へ
※１家族１人１講習まで。

陰子育て何でも相談広場「巨大地震に
どう備えるか」
■時６月１８日昇午前１０時～１１時３０分
■講市危機管理課職員
■対乳幼児と保護者
■定２０組（先着順）
隠育児講習会「子どもとのコミュニケ
ーション～イヤイヤ期の対応の仕方～」
■時６月２５日昇午前１０時～１１時３０分
■講中野雪乃氏（親業訓練協会認定イン
ストラクター）

■対乳幼児の保護者
■定３０人（先着順）
■他別室託児有
韻親子遊び講習会「ベビーサイン」
■時７月９日昇午前１０時～１１時１５分
■講稲吉千恵氏（（一社）日本ベビーサイ
ン協会認定講師）

■対６カ月～１歳６カ月の子と保護者
■定３０組（先着順）

子育て支援センター講習会

困難を抱える子どもと良い親子関係
を築くためにどうしたらいいかを話し
合う学習会です。一人で抱え込まずに
一緒に語り合いましょう。
今回は、「４０代のひきこもり・７０代の
親どう生きる」をテーマに学習します。
■時５月１１日松午後１時３０分～４時
■場青少年の家
■対家族に不登校やひきこもりに悩む子
ども（義務教育を修了した１５歳～概
ね４０歳）がいる人

■定４０人（先着順）
■￥市内在住者獅無料
市外在住者獅５００円
■申５月１０日晶までの午前８時３０分～午
後５時１５分（休館日を除く）に電話又
は、催し名・住所・氏名・電話番
号をファクスかEメールで青少年愛
護センター（青少年の家内／緯〈７６〉
３４３２／胃〈７６〉１１３１／seishounen@city.
anjo.lg.jp）又はNPO法人育て上げ
ネット中部虹の会（緯〈９５〉３１３７／胃

〈９５〉３１５７／info@nponiji.org）へ
■問青少年愛護センター（青少年の家内
／緯〈７６〉３４３２）

ほっと一息サロン
（親の学習会）

■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５月１１日松・２５日松午前１０時～正午、
午後１時～３時

無料開館
国際博物館の日（５月１８日）にちなみ

常設展示が無料で観覧できます。
■時５月１９日掌

安城歴博・中京大学連携講座
■時５月２５日松午後２時
■内テーマ獅第１回「弘治年間の今川・
武田・織田の拮抗－三河忩劇を取り

そう げき

まく政治環境－」
■講村岡幹生氏（文学部教授）

歴史博物館の催し・講座

①～③共通事項
■場■申５月５日抄～各申込期限の午前９
時～午後８時（休館日を除く）に、直
接か電話で同センター（緯〈７５〉３５４５）へ

陰ベーシックエアロ
基本のステップから楽しく体を動か
します。
■時６月５日昌～２６日昌の毎週昌午後１
時３０分～２時３０分（全４回）

■対市内在住・在勤の１８歳以上の初心者
■定２５人程度（先着順、市内在住者優先）
■￥施設使用料
■持運動のできる服装、室内シューズ、
タオル、飲料（ペットボトル）

■申申込期限獅６月４日昇

隠体力しらべ会（高齢者対象）
６種目を測定し、体力レベルを算出
します。
■時６月６日昭午前１０時～正午
■対概ね６５～７９歳で運動制限のない人
■定１５人程度（先着順）
■持運動のできる服装、室内シューズ、
タオル、飲料（ペットボトル）
■申申込期限獅６月５日昌

韻トライ５００ｍ４種スイム
様々な泳法で５００ｍ泳ぐことに挑戦
します。
■時６月１１日昇～７月１６日昇の毎週昇午
後２時～３時（全６回）
■対市内在住・在勤の１８歳以上でクロー
ルで２５ｍ以上泳げる人
■定７人（先着順）
■￥３０００円（施設使用料込）
■持水着、水泳帽子、ゴーグル
■申申込期限獅５月３１日晶

市スポーツセンターの教室・講座

丈山苑の催し
■￥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）
水墨画の世界展
内藤華岳氏（桜

か がく

華水墨画院会長）
の作品約３０点を展
示します。
■時５月２２日昌～２６
日掌午前９時～
午後５時（２６日は
午後３時まで）
※２２日・２４日・２６日（いずれも午前
１０時～１１時３０分、午後1時３０分～３
時）は創作見学会を開催。
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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。

「安城の豊かな水と大地の恵みに感
謝し、乾杯する条例」（乾杯条例）が５
月１日から施行されました。これに合
わせた記念イベントを開催します。
■場アンフォーレ（広場）
■問陰施安城市観光協会事務局（市商工
課内／緯〈７１〉２２３５） 隠施安城プロ
モーションズ（アンフォーレ総合案
内／緯〈７６〉１４００）

陰オープニングセレモニー
■時５月１０日晶午後４時３０分～５時
■内オリジナル掛け声の発表、発声、安
城芸妓による演奏、鏡開き（先着１００
人にオリジナル枡を進呈）

隠キックオフイベント
■時５月１０日晶午後５時～８時
■内お酒のふるまい、安城の飲み物や食
材を使った軽食の販売

乾杯条例連動企画キックオフ！
KANPAIANJO

大人日本語教室
生活する上で必要な基礎会話を学び
ます。快適に楽しく暮らせるよう、日
本語を習得しましょう。
■時５月１９日掌～１２月８日掌の毎週掌午
前９時～１０時２０分又は、午前１０時３０
分～１１時５０分（７月２８日掌～９月２９
日掌を除く。全２０回）
■場市民会館ほか
■内基本的な文法・会話、場面設定をし
た会話練習や文法学習
■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４５人程度（先着順）
■￥２０００円（テキスト代別途）
■他５月１２日掌に、クラス分けのための
面接を市民会館で実施します
■申５月９日昭までの午前９時～午後５
時（松掌抄承を除く、５月５日抄は
受付）に、直接か電話で市国際交流
協会（緯〈７１〉２２６０）へ
※ファクス、Eメールでの申込みも
可。詳しくは同協会HPを確認して
ください。

■時陰５月１日抄～６日承・１１日松

隠５月１２日掌・１８日松・１９日掌・２５
日松・２６日掌 いずれも午前１１時３０
分、午後１時３０分・午後３時
■内解説テーマ諮陰施「北斗七星と春の大
曲線」 隠施「北斗七星物語」
※解説の後に通常番組の投映があり
ます。詳細は市HP参照。
※２６日午後３時の回は特別投映のた
め内容・観覧料が異なります。

■￥大人３００円、小中学生１００円、幼児５０円
■場■問文化センター（緯〈７６〉１５１５）

プラネタリウム５月の生解説

■時６月２９日松午前９時～午後４時
■場文化センター
■内陰建築士による木造住宅の耐震改修
相談 隠建築士、司法書士、土地家
屋調査士による建築一般相談及び空
き家相談（空き家の所有者及び将来
空き家の所有者になる可能性がある
人を対象にした個別相談）
■定陰獅３０人 隠獅１０人
※いずれも定員を超えた場合は抽選。

■他５月中に耐震診断を申し込むと、診
断数値をもとにした相談ができます。
建築課まで問い合わせてください

■申５月３１日晶までに申込書を持参か郵
送（必着）、ファクスで建築課（〒４４６
－８５０１住所不要／胃〈７７〉００1０）へ
※申込書は同課・市HPで配布。

■問建築課（緯〈７１〉２２４１）

木造住宅耐震改修相談会・
建築一般及び空き家相談会

同じような経験や悩みごとがある本
人同士や家族同士で、仕事や生活につ
いて情報交換をしませんか。
日頃の思いを安心して話し、尊重し、
一緒に考える仲間に出会える場です。
医療・福祉の専門職もスタッフとして
参加しています。
■時６月８日松午前１０時～１１時３０分
■場図書情報館
■対若年性認知症と診断を受けた本人、
その家族（６５歳未満で、確定診断は
なくても物忘れ等に不安を感じてい
る人も参加可）
■申５月７日昇～６月５日昌午前８時３０
分～午後５時１５分（松掌を除く）に、
直接か電話又は、住所・氏名・年齢、
参加する人（本人か家族）をＥメール
で高齢福祉課（緯〈７１〉２２６４／koufu
ku@city.anjo.lg.jp）へ

たんぽぽ カフェ～若年性認知症
のご本人とそのご家族のつどい～

市民ギャラリー特別展「見て、感じ
て、遊ぼう！はんが遊園地－府中市美
術館のゆかいな創作版画コレクション
より－｣（会期：６月８日松～７月１５日
抄）にちなんだ関連イベントを開催し
ます。
陰～吋共通事項
■場市民ギャラリー（吋のみ歴史博物館）
■定定員を超えた場合は抽選（市内在住・
在勤・在学者優先、隠を除く）
■申各申込期限までに講座名・希望時間
（①のみ）、代表者の郵便番号・住所・
電話番号、参加人数、参加者全員の
氏名と年齢（市内在勤・在学者は勤
務先・学校名も）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
※はがき又はファクス１枚で２人ま
で申込可。市民ギャラリーHPから
も申込可。

■問市民ギャラリー（緯〈７７〉６８５３）
①ワークショップ「消しゴムはんこを
彫ってみよう！」
■時襖６月９日掌

鴬７月６日松

いずれも午後
２時～４時
■講うえむらゆみこ氏（消しゴムはんこ
作家）
■対小学４年生以上
■定各２０人
■￥５００円（材料費込）
■申申込期限獅襖５月２１日昇 鴬６月１８
日昇

②解説「多色刷り木版画についてのお話」
■時６月１５日松午後２時～４時
■講デイヴィッド・ストーンズ氏（木版
画家）

韻ワークショップ「木によるリトグラフ」
■時６月２２日松午前１１時～午後４時（途
中休憩あり）
■講佐竹邦子氏（版画家、多摩美術大学
教授）

■対小学３年生以上
■定襖大人獅１５人 鴬中学生以下獅１０人
■￥襖１０００円 鴬３００円（いずれも材料費込）
■申申込期限獅６月４日昇

吋講演会「近代日本の創作版画運動」
■時６月３０日掌午後２時～４時
■内創作版画についての講演会
■講磯見輝夫氏（（一社）日本版画協会理
事、愛知県立芸術大学名誉教授）

■定６０人
■申申込期限獅６月１１日昇

市民ギャラリー特別展
関連イベント ■時５月１２日掌午前９時～午後３時

※雨天時は１９日掌に延期。
■場総合運動公園
■対小学生以下（保護者同伴）
■持画板、絵の具、クレヨン等
■他優秀作品に賞状と賞品、応募者全員
に参加賞あり

■問蒸気機関車保存会（緯０９０〈３９５８〉４０６９）、
市公園緑地課（緯〈７１〉２２４４）

蒸気機関車写生大会
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第１９回 矢作川くだり
趣向を凝らし、自ら手作りしたイカ
ダで矢作川を下りませんか。
■時７月６日松午前８時～午後１時頃
※雨天等の場合、１３日松に順延。
■場川島河川敷公園～藤井公園東の矢作
川堰（約４．５灼）

せき

■対小学３年生以上の３～６人で１艇
※大人のみは５人まで、中学生以下
は大人２人以上の参加が必要。
■定４０艇（先着順）
■￥１艇２０００円
■他参加者は６月１５日松に桜井公民館で
行う説明会に参加してください
■申５月４日抄～６月１日松午前９時～
午後５時（捷を除く）に、申込書を持
参か郵送（必着）、ファクスで桜井公
民館（〒４４４－１１５４桜井町大役田１－
１／胃〈９９〉５４６３）へ

■問桜井公民館（緯〈９９〉３３１３）

■時５月３０日昭午前７時４５分～午後４時
（雨天決行）
■場集合・解散施市役所西駐車場
行き先施浜松市フルーツパーク、浜
松航空自衛隊エアーパーク（いずれ
も静岡県浜松市）

■対１８歳以上の市内在住・在勤・在学者
■定５０人（定員を超えた場合は抽選）
■￥２７００円（施設入場料込）
■持弁当、飲料、筆記用具、雨具
■申５月７日昇～１０日晶に、郵便番号・
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（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）

浜松市フルーツパークと浜松航空
自衛隊エアーパーク見学バスツアー

救命講習会
■対安城・碧南・刈谷・知立・高浜市在
住・在勤・在学の人（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５月５日抄午前９時から電話で各申
込先へ

普通救命講習Ⅲ
■時５月１８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■申知立消防署救急係（緯〈８１〉４１４４）
普通救命講習Ⅰ
■時５月１９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）
上級救命講習
■時５月２５日松午前９時～午後６時
■内成人・小児・乳児及び新生児の心肺
蘇生法、傷病者管理、外傷の応急手
当、搬送法等

■場■申碧南消防署救急係（緯〈４１〉２６２５）
実技救命講習
■時５月２６日掌午前９時～１１時
■内■対インターネット上で応急手当WEB
講習又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、心肺蘇生法、AEDの
使用法、止血法の実技を行います
■場■申刈谷消防署救急係（緯〈２３〉１２９９）

■時６月２９日松午前１０時～１１時３０分
■内パパと元気体操
■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～３歳の子と父親
■定３０組（先着順）
■場■申５月２３日昭からの午前９時～午後
５時（松掌を除く）に、電話で子育て
支援センター（あんぱ～く内／緯〈７２〉
２３１７）へ

パパ講座

２歳児の歯科健診と
フッ化物（フッ素）塗布
（一社）安城市歯科医師会が２歳児を
対象に無料で行います。
■時６月２日掌

■対下表のとおり

※昨年１０月に実施している子を除く。
■持母子健康手帳
■他平成２９年５月～１０月生まれの子は１０
月に実施予定
■場■問保健センター（緯〈７６〉１１３３）

対象受付時間
平成２８年１１・
１２月生まれ午前９時～９時４５分

平成２９年１・
２月生まれ午前９時４５分～１０時３０分

平成２９年３・
４月生まれ午前１０時３０分～１１時１５分

平成２８年５～
１０月生まれ（※）午前１１時１５分～１１時３０分

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、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６日昭、７月３日昌・２５日昭、
８月１日昭午前９時１５分～午後２時
４５分（全４回）
■場保健センター
■講管理栄養士、保健師、県健康づくり
リーダー等
■対全日程に出席でき、受講後に食育メ
イトとして活動可能な市内在住者
■定２０人（先着順）
■￥１６００円（調理実習材料費）
■他食育メイトは市民の健康増進に寄与
することを目的として、地域で健康
づくりに関する食生活改善の知識の
普及や啓発を進めています
■申５月８日昌～２４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。

食育メイト養成講座 (１期）

母子家庭等就業支援講習会
■内■時■場■￥下表のとおり。受講期間は陰

隠６月～１０月、韻７月～１０月。受講
料は教材費のみ
■対県内のひとり親家庭の父・母・寡婦
で、全日程に出席できる人
■定各２０人（定員を超えた場合は抽選）
■申５月８日昌～２９日昌午前８時３０分～
午後５時１５分（松掌を除く）に、直接
子育て支援課へ（電話申込不可）
※詳細は問い合わせてください。

※講習時間は午前１０時～午後３時４０
分。ただし韻は午前９時３０分～午後
５時３０分。
※陰のみ無料託児（６カ月以上１０歳
未満）有。
■問子育て支援課（緯〈７１〉２２２９）

ところ／
教材費開講日講習内容

名古屋市
／３,００２円

松
（全１５回）

陰パソコン
初級

岡崎市／
３,２４０円

松
（全１５回）

隠パソコン
初級

名古屋市
／６,４８０円

昭
（全１６回）

韻介護職員
初任者研修
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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。

「安城の豊かな水と大地の恵みに感
謝し、乾杯する条例」（乾杯条例）が５
月１日から施行されました。これに合
わせた記念イベントを開催します。
■場アンフォーレ（広場）
■問陰施安城市観光協会事務局（市商工
課内／緯〈７１〉２２３５） 隠施安城プロ
モーションズ（アンフォーレ総合案
内／緯〈７６〉１４００）

陰オープニングセレモニー
■時５月１０日晶午後４時３０分～５時
■内オリジナル掛け声の発表、発声、安
城芸妓による演奏、鏡開き（先着１００
人にオリジナル枡を進呈）

隠キックオフイベント
■時５月１０日晶午後５時～８時
■内お酒のふるまい、安城の飲み物や食
材を使った軽食の販売

乾杯条例連動企画キックオフ！
KANPAIANJO

大人日本語教室
生活する上で必要な基礎会話を学び
ます。快適に楽しく暮らせるよう、日
本語を習得しましょう。
■時５月１９日掌～１２月８日掌の毎週掌午
前９時～１０時２０分又は、午前１０時３０
分～１１時５０分（７月２８日掌～９月２９
日掌を除く。全２０回）
■場市民会館ほか
■内基本的な文法・会話、場面設定をし
た会話練習や文法学習
■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４５人程度（先着順）
■￥２０００円（テキスト代別途）
■他５月１２日掌に、クラス分けのための
面接を市民会館で実施します
■申５月９日昭までの午前９時～午後５
時（松掌抄承を除く、５月５日抄は
受付）に、直接か電話で市国際交流
協会（緯〈７１〉２２６０）へ
※ファクス、Eメールでの申込みも
可。詳しくは同協会HPを確認して
ください。

■時陰５月１日抄～６日承・１１日松

隠５月１２日掌・１８日松・１９日掌・２５
日松・２６日掌 いずれも午前１１時３０
分、午後１時３０分・午後３時
■内解説テーマ諮陰施「北斗七星と春の大
曲線」 隠施「北斗七星物語」
※解説の後に通常番組の投映があり
ます。詳細は市HP参照。
※２６日午後３時の回は特別投映のた
め内容・観覧料が異なります。

■￥大人３００円、小中学生１００円、幼児５０円
■場■問文化センター（緯〈７６〉１５１５）

プラネタリウム５月の生解説

■時６月２９日松午前９時～午後４時
■場文化センター
■内陰建築士による木造住宅の耐震改修
相談 隠建築士、司法書士、土地家
屋調査士による建築一般相談及び空
き家相談（空き家の所有者及び将来
空き家の所有者になる可能性がある
人を対象にした個別相談）
■定陰獅３０人 隠獅１０人
※いずれも定員を超えた場合は抽選。

■他５月中に耐震診断を申し込むと、診
断数値をもとにした相談ができます。
建築課まで問い合わせてください

■申５月３１日晶までに申込書を持参か郵
送（必着）、ファクスで建築課（〒４４６
－８５０１住所不要／胃〈７７〉００1０）へ
※申込書は同課・市HPで配布。

■問建築課（緯〈７１〉２２４１）

木造住宅耐震改修相談会・
建築一般及び空き家相談会

同じような経験や悩みごとがある本
人同士や家族同士で、仕事や生活につ
いて情報交換をしませんか。
日頃の思いを安心して話し、尊重し、
一緒に考える仲間に出会える場です。
医療・福祉の専門職もスタッフとして
参加しています。
■時６月８日松午前１０時～１１時３０分
■場図書情報館
■対若年性認知症と診断を受けた本人、
その家族（６５歳未満で、確定診断は
なくても物忘れ等に不安を感じてい
る人も参加可）
■申５月７日昇～６月５日昌午前８時３０
分～午後５時１５分（松掌を除く）に、
直接か電話又は、住所・氏名・年齢、
参加する人（本人か家族）をＥメール
で高齢福祉課（緯〈７１〉２２６４／koufu
ku@city.anjo.lg.jp）へ

たんぽぽ カフェ～若年性認知症
のご本人とそのご家族のつどい～

市民ギャラリー特別展「見て、感じ
て、遊ぼう！はんが遊園地－府中市美
術館のゆかいな創作版画コレクション
より－｣（会期：６月８日松～７月１５日
抄）にちなんだ関連イベントを開催し
ます。
陰～吋共通事項
■場市民ギャラリー（吋のみ歴史博物館）
■定定員を超えた場合は抽選（市内在住・
在勤・在学者優先、隠を除く）
■申各申込期限までに講座名・希望時間
（①のみ）、代表者の郵便番号・住所・
電話番号、参加人数、参加者全員の
氏名と年齢（市内在勤・在学者は勤
務先・学校名も）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
※はがき又はファクス１枚で２人ま
で申込可。市民ギャラリーHPから
も申込可。

■問市民ギャラリー（緯〈７７〉６８５３）
①ワークショップ「消しゴムはんこを
彫ってみよう！」
■時襖６月９日掌

鴬７月６日松

いずれも午後
２時～４時
■講うえむらゆみこ氏（消しゴムはんこ
作家）
■対小学４年生以上
■定各２０人
■￥５００円（材料費込）
■申申込期限獅襖５月２１日昇 鴬６月１８
日昇

②解説「多色刷り木版画についてのお話」
■時６月１５日松午後２時～４時
■講デイヴィッド・ストーンズ氏（木版
画家）

韻ワークショップ「木によるリトグラフ」
■時６月２２日松午前１１時～午後４時（途
中休憩あり）
■講佐竹邦子氏（版画家、多摩美術大学
教授）

■対小学３年生以上
■定襖大人獅１５人 鴬中学生以下獅１０人
■￥襖１０００円 鴬３００円（いずれも材料費込）
■申申込期限獅６月４日昇

吋講演会「近代日本の創作版画運動」
■時６月３０日掌午後２時～４時
■内創作版画についての講演会
■講磯見輝夫氏（（一社）日本版画協会理
事、愛知県立芸術大学名誉教授）

■定６０人
■申申込期限獅６月１１日昇

市民ギャラリー特別展
関連イベント ■時５月１２日掌午前９時～午後３時

※雨天時は１９日掌に延期。
■場総合運動公園
■対小学生以下（保護者同伴）
■持画板、絵の具、クレヨン等
■他優秀作品に賞状と賞品、応募者全員
に参加賞あり

■問蒸気機関車保存会（緯０９０〈３９５８〉４０６９）、
市公園緑地課（緯〈７１〉２２４４）

蒸気機関車写生大会
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第１９回 矢作川くだり
趣向を凝らし、自ら手作りしたイカ
ダで矢作川を下りませんか。
■時７月６日松午前８時～午後１時頃
※雨天等の場合、１３日松に順延。
■場川島河川敷公園～藤井公園東の矢作
川堰（約４．５灼）

せき

■対小学３年生以上の３～６人で１艇
※大人のみは５人まで、中学生以下
は大人２人以上の参加が必要。
■定４０艇（先着順）
■￥１艇２０００円
■他参加者は６月１５日松に桜井公民館で
行う説明会に参加してください
■申５月４日抄～６月１日松午前９時～
午後５時（捷を除く）に、申込書を持
参か郵送（必着）、ファクスで桜井公
民館（〒４４４－１１５４桜井町大役田１－
１／胃〈９９〉５４６３）へ

■問桜井公民館（緯〈９９〉３３１３）

■時５月３０日昭午前７時４５分～午後４時
（雨天決行）
■場集合・解散施市役所西駐車場
行き先施浜松市フルーツパーク、浜
松航空自衛隊エアーパーク（いずれ
も静岡県浜松市）

■対１８歳以上の市内在住・在勤・在学者
■定５０人（定員を超えた場合は抽選）
■￥２７００円（施設入場料込）
■持弁当、飲料、筆記用具、雨具
■申５月７日昇～１０日晶に、郵便番号・
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（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）

浜松市フルーツパークと浜松航空
自衛隊エアーパーク見学バスツアー

救命講習会
■対安城・碧南・刈谷・知立・高浜市在
住・在勤・在学の人（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５月５日抄午前９時から電話で各申
込先へ

普通救命講習Ⅲ
■時５月１８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■申知立消防署救急係（緯〈８１〉４１４４）
普通救命講習Ⅰ
■時５月１９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）
上級救命講習
■時５月２５日松午前９時～午後６時
■内成人・小児・乳児及び新生児の心肺
蘇生法、傷病者管理、外傷の応急手
当、搬送法等

■場■申碧南消防署救急係（緯〈４１〉２６２５）
実技救命講習
■時５月２６日掌午前９時～１１時
■内■対インターネット上で応急手当WEB
講習又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、心肺蘇生法、AEDの
使用法、止血法の実技を行います
■場■申刈谷消防署救急係（緯〈２３〉１２９９）

■時６月２９日松午前１０時～１１時３０分
■内パパと元気体操
■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～３歳の子と父親
■定３０組（先着順）
■場■申５月２３日昭からの午前９時～午後
５時（松掌を除く）に、電話で子育て
支援センター（あんぱ～く内／緯〈７２〉
２３１７）へ

パパ講座

２歳児の歯科健診と
フッ化物（フッ素）塗布
（一社）安城市歯科医師会が２歳児を
対象に無料で行います。
■時６月２日掌

■対下表のとおり

※昨年１０月に実施している子を除く。
■持母子健康手帳
■他平成２９年５月～１０月生まれの子は１０
月に実施予定
■場■問保健センター（緯〈７６〉１１３３）

対象受付時間
平成２８年１１・
１２月生まれ午前９時～９時４５分

平成２９年１・
２月生まれ午前９時４５分～１０時３０分

平成２９年３・
４月生まれ午前１０時３０分～１１時１５分

平成２８年５～
１０月生まれ（※）午前１１時１５分～１１時３０分

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、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６日昭、７月３日昌・２５日昭、
８月１日昭午前９時１５分～午後２時
４５分（全４回）
■場保健センター
■講管理栄養士、保健師、県健康づくり
リーダー等
■対全日程に出席でき、受講後に食育メ
イトとして活動可能な市内在住者
■定２０人（先着順）
■￥１６００円（調理実習材料費）
■他食育メイトは市民の健康増進に寄与
することを目的として、地域で健康
づくりに関する食生活改善の知識の
普及や啓発を進めています
■申５月８日昌～２４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。

食育メイト養成講座(１期）

母子家庭等就業支援講習会
■内■時■場■￥下表のとおり。受講期間は陰

隠６月～１０月、韻７月～１０月。受講
料は教材費のみ
■対県内のひとり親家庭の父・母・寡婦
で、全日程に出席できる人

■定各２０人（定員を超えた場合は抽選）
■申５月８日昌～２９日昌午前８時３０分～
午後５時１５分（松掌を除く）に、直接
子育て支援課へ（電話申込不可）
※詳細は問い合わせてください。

※講習時間は午前１０時～午後３時４０
分。ただし韻は午前９時３０分～午後
５時３０分。
※陰のみ無料託児（６カ月以上１０歳
未満）有。
■問子育て支援課（緯〈７１〉２２２９）

ところ／
教材費開講日講習内容

名古屋市
／３,００２円

松
（全１５回）

陰パソコン
初級

岡崎市／
３,２４０円

松
（全１５回）

隠パソコン
初級

名古屋市
／６,４８０円

昭
（全１６回）

韻介護職員
初任者研修
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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。

陰～韻共通事項
■場柿田公園管理事務所エコきち
■申５月８日昌から各開催日の前日（捷

を除く）までの午前９時～午後５時
に、直接か電話又は、講座名・住所
（町名）・氏名・年齢・電話番号・参
加人数をファクスでエコきち（緯・
胃〈９８〉３７８４）へ

陰きな粉を作って食べよう
自然栽培の大豆で作ったできたての
きな粉や、きな粉だんごを味わおう。
■時５月１８日松午前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人（先着順）
■￥ 1人３００円（保護者も要参加費）
■持エプロン、三角巾、マスク、ふきん、
持ち帰り用容器、飲料

隠自然でお絵かき
葉っぱや木の実でお絵かきします。
■時５月１９日掌・２５日松午前１０時～１１時
３０分
■対４歳以上（小学１年生以下は保護者
同伴）

■定各１０人（先着順）
■￥２００円（額付き）
韻カゴバッグをつくろう
牛乳パック等でできるクラフトバン
ドを使ってカゴバッグを作ります。
■時５月３０日昭午前９時３０分～正午
■講社本祐加子氏（（一社）クラフトバン
ドエコロジー協会インストラクター）
■対１８歳以上
■定５人（先着順）
■￥１２００円（材料費込）
■持洗濯ばさみ１０個、３０cmものさし
■他申込時に希望の色を伝えてください
（薄茶、紺、抹茶）

エコきちの講座

■時５月１２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）

今月の再生家具等入札販売

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１５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

農作物を食べ荒らすドバト、ムクド
リ、カラス等を散弾銃及び空気銃を使
い駆除します。事故防止のため子ども
が近づかないように注意し、また、飼
いバト等は放さないでください。
■時５月１８日松午前６時３０分～１０時、６
月１日松午前６時～９時（予備日５
月２５日松、６月８日松）
■場市内全域の農地
■他天候により延期又は中止の場合あり
■問農務課（緯〈７１〉２２３３）

有害な鳥の駆除を実施
■問安城警察署交通課（緯〈７６〉０１１０）、市
市民安全課（緯〈７１〉２２１９）

自主返納する人への支援
■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
■対市内在住の７５歳未満で、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
持っている人は既に無料乗車の対象。
■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。
運転経歴証明書を知っていますか
警察署で交付可能な運転経歴証明書
は、有効期限がなく身分証として使用
することができ、割引特典制度もあり
ます。詳細は安城警察署交通課へ問い
合わせてください。
■対運転免許証の有効期限内に自主返納
してから５年以内の人
■￥１１００円（交付手数料）
※違反や病気等で免許の取消処分を
受けた場合は交付不可。

運転免許返納相談窓口
自身もしくは家族の運転免許の返納
を検討している人は、安城警察署交通
課へ相談してください。

運転免許証の自主返納を
支援しています

農道の通行にご配慮ください
農道での農作業車と一般車両とのト
ラブルが多発しています。農道を幹線
道路の抜け道として利用する一般車両
が多くあるためです。農作業では大型
の機械等を使用するため、狭い農道は、
すれ違いができない場合があります。
これから田植え等が始まり、農作業
車が農道に停車していることが多くな
ります。農作業車が停まっている際の
無理な通行はご遠慮ください。
農地へのポイ捨てはやめてください
タバコの吸いがら等を水田に捨てる
と稲に悪影響を及ぼします。また、空
きかん・空きびんは、トラクター等、
農業機械の故障や作業者のケガの原因
となりかねません。
ごみのポイ捨ては市の条例違反にも
なる上、農作業に大きな影響を及ぼし
ます。農地へのごみのポイ捨てはしな
いでください。
■問土地改良事業室（緯〈７１〉２２３６）

安全に農作業を行うために
ご協力ください

総務省・経済産業省では、６月１日
現在の工業統計調査を実施します。
工業統計調査は、製造業を営む事業
所を対象として、製造業の実態を明ら
かにすることを目的とした調査です。
調査結果は、国や地方公共団体の行
政施策の重要な基礎資料として広く利
用されます。
調査をお願いする事業所には、５月
中旬から統計調査員が調査票を持って
訪問するか、調査票が国から直接郵送
で届きます。インターネット又は紙の
調査票のいずれかで回答してください。
なお、統計法に基づき調査内容の秘
密は厳守されます。
■問経営管理課（緯〈７１〉２２０５）

工業統計調査にご協力を

愛知県がん具花火製造業最低工賃が
３月６日をもって廃止されました。詳
しくは問い合わせてください。
■問愛知労働局労働基準部賃金課（緯０５２
〈９７２〉０２５８）、刈谷労働基準監督署（緯

〈２１〉４８８５）

愛知県がん具花火製造業
最低工賃の廃止
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本市では、国や愛知県から委託を受けて毎年様々な統計調査を実施しています。
統計調査員としてあらかじめ登録し、調査時に活動できる人を募集します。
■内調査員説明会への出席、調査票の配布・回収、調査書類の点検・整理等
■対満２０歳以上で、守秘義務等を遵守し、責任をもって調査でき、調査員として不
適当と思われる興信所勤務等の職業又は禁錮等の経歴を有していない人

きん こ

■申随時受付中。松掌抄を除く午前８時３０分～午後５時１５分に、申込書を持って経
営管理課へ
※申込時に簡易な面接をします。申込書は同課・市HPで配布。
■問経営管理課（緯〈７１〉２２０５）

■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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水害から生活を守ることを治水とい
います。安全なまちづくりには、行政
や流域住民が一体となり、総合的に取
り組むことが大切です。この機会に治
水について考えてみましょう。
■問土木課（緯〈７１〉２２３８）

５月１５日～２１日は
総合治水週間です

西三河都市計画事業安城南明治第二
土地区画整理事業の換地計画書案の縦
覧を行います。
利害関係者は縦覧期間内に市に意見
書を提出することができます。
■時縦覧期間施５月２１日昇～６月３日捷

午前８時３０分～午後５時１５分
■場縦覧場所施南明治整備課（松掌は市役
所宿直室前）

■問南明治整備課（緯〈７１〉３７５１）

安城南明治第二土地区画整理
事業の換地計画書案の縦覧

■内計画名獅衣浦東部ごみ処理広域化計
画（案） 意見数獅１件（１人） 閲覧
期間獅５月１日抄～６月３日捷午前
８時３０分～午後５時１５分（閉庁・休
館日を除く） 閲覧場所獅企画情報
課、文化センター、各地区公民館、
図書情報館
※市HPでも閲覧できます。

■問企画情報課（緯〈７１〉２２０４）

パブリックコメント制度に
よる意見募集の結果を公表

■内募集住宅獅下表のとおり
■申入居資格を窓口・電話・市HPで事
前に確認し、５月１３日捷～１７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

２７,６００～
５４,１００円Ｈ１４C-１０３

（３DＫ）
池浦

（池浦町）
２８,９００～
５６,８００円Ｈ１５A-３０４

（３DＫ）
東
ひがし

大道
だい どう

（里町）
２４,９００～
４９,０００円Ｈ１０A-３０３

（３DＫ）
寒風根
さ ぶ ね

（榎前町）

市営住宅入居者（抽選）

安全安心情報メールで
犯罪等から身を守ろう！
市内で起こった事件等の情報を中心
に、登録者へ「安全安心情報メール」を
配信しています。
■内配信情報施犯罪情報、不審者情報、
交通安全・防犯情報、火災情報、地
震・気象情報、災害情報 等
※受信したい情報の選択可。（既に登
録済みの人は配信メールに記載の
URLから変更できます）
■他不明な点等は安全安心情報メールコ
ールセンターに問い合わせてくださ
い（平日の午前９時～午後５時３０分）
■申 t-anjo@sg-m.jp宛てに空メールを
送信すると返信メールが届きます。
配信情報を選択して
ください
※右記QRコードか
らも空メール送信可。
■問安全安心情報メールコールセンター
（緯０５７０〈０５５〉７８３）、市市民安全課（緯

〈７１〉２２１９）

■時夜間営業獅５月１７日晶、６月７日晶

午後５時１５分～８時
休日営業獅５月１９日掌、６月２日掌

午前８時３０分～午後５時１５分
■他安城市税コールセンターは電話のみ
の対応です
■問安城市税コールセンター（緯〈７１〉２２
８８）、納税課（緯〈７１〉２２１７）

安城市税コールセンター
夜間・休日営業日

統計調査員

■内対象者獅県大会等地区予選会・選考
会を経て国際大会・全国大会へ出場
する市内在住・在勤・在学者 対象
となる大会獅非営利のスポーツ団体
が主催する国際大会・全国大会 激
励金の額諮国際大会獅１人１万５０００
円～５万円 全国大会獅１人３０００円
～５０００円 いずれも団体の場合は上
限あり
※自由参加あるいは予選会への複数
参加が可能な大会等、交付の対象に
ならない場合があります。詳細はス
ポーツ課へ問い合わせてください。

■申大会の１４日前までの午前９時～午後
５時（休館日を除く）に、申請書・出
場する大会の開催要項・大会参加申
込書の写し・予選大会の成績表等を
持ちスポーツ課（市体育館）へ
※申請書は同館・市HPで配布。
■問スポーツ課（緯〈７５〉３５３５）

スポーツ選手・団体への激励金

■内職務内容獅河川愛護に関する様々な
テーマで河川を観察し、毎月レポー
トを提出 観察範囲獅次のいずれか
陰矢作川河口から東海道新幹線橋梁
付近まで 隠東海道新幹線橋梁付近
から天神橋付近までの矢作川 任期
獅７月１日から１年間 謝礼獅月額
４０００円（予定）
■対観察範囲の近くに住む２０歳以上で、
川に接する機会が多い人
■申５月１７日晶までに、応募用紙を郵送
（必着）かファクスで国土交通省豊橋
河川事務所（〒４４１－８１４９豊橋市中野
町字平西１－６／胃０５３２〈４８〉８１００）へ
※応募用紙は同所HPで配布。同所
HPからも申込可。

■問国土交通省豊橋河川事務所（緯０５３２
〈４８〉８１０５）、市維持管理課（緯〈７１〉２２
３７）

河川愛護モニター
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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。

陰～韻共通事項
■場柿田公園管理事務所エコきち
■申５月８日昌から各開催日の前日（捷

を除く）までの午前９時～午後５時
に、直接か電話又は、講座名・住所
（町名）・氏名・年齢・電話番号・参
加人数をファクスでエコきち（緯・
胃〈９８〉３７８４）へ

陰きな粉を作って食べよう
自然栽培の大豆で作ったできたての
きな粉や、きな粉だんごを味わおう。
■時５月１８日松午前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人（先着順）
■￥ 1人３００円（保護者も要参加費）
■持エプロン、三角巾、マスク、ふきん、
持ち帰り用容器、飲料

隠自然でお絵かき
葉っぱや木の実でお絵かきします。
■時５月１９日掌・２５日松午前１０時～１１時
３０分
■対４歳以上（小学１年生以下は保護者
同伴）

■定各１０人（先着順）
■￥２００円（額付き）
韻カゴバッグをつくろう
牛乳パック等でできるクラフトバン
ドを使ってカゴバッグを作ります。
■時５月３０日昭午前９時３０分～正午
■講社本祐加子氏（（一社）クラフトバン
ドエコロジー協会インストラクター）
■対１８歳以上
■定５人（先着順）
■￥１２００円（材料費込）
■持洗濯ばさみ１０個、３０cmものさし
■他申込時に希望の色を伝えてください
（薄茶、紺、抹茶）

エコきちの講座

■時５月１２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）

今月の再生家具等入札販売

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１５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

農作物を食べ荒らすドバト、ムクド
リ、カラス等を散弾銃及び空気銃を使
い駆除します。事故防止のため子ども
が近づかないように注意し、また、飼
いバト等は放さないでください。
■時５月１８日松午前６時３０分～１０時、６
月１日松午前６時～９時（予備日５
月２５日松、６月８日松）
■場市内全域の農地
■他天候により延期又は中止の場合あり
■問農務課（緯〈７１〉２２３３）

有害な鳥の駆除を実施
■問安城警察署交通課（緯〈７６〉０１１０）、市
市民安全課（緯〈７１〉２２１９）

自主返納する人への支援
■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
■対市内在住の７５歳未満で、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
持っている人は既に無料乗車の対象。
■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。
運転経歴証明書を知っていますか
警察署で交付可能な運転経歴証明書
は、有効期限がなく身分証として使用
することができ、割引特典制度もあり
ます。詳細は安城警察署交通課へ問い
合わせてください。
■対運転免許証の有効期限内に自主返納
してから５年以内の人
■￥１１００円（交付手数料）
※違反や病気等で免許の取消処分を
受けた場合は交付不可。

運転免許返納相談窓口
自身もしくは家族の運転免許の返納
を検討している人は、安城警察署交通
課へ相談してください。

運転免許証の自主返納を
支援しています

農道の通行にご配慮ください
農道での農作業車と一般車両とのト
ラブルが多発しています。農道を幹線
道路の抜け道として利用する一般車両
が多くあるためです。農作業では大型
の機械等を使用するため、狭い農道は、
すれ違いができない場合があります。
これから田植え等が始まり、農作業
車が農道に停車していることが多くな
ります。農作業車が停まっている際の
無理な通行はご遠慮ください。
農地へのポイ捨てはやめてください
タバコの吸いがら等を水田に捨てる
と稲に悪影響を及ぼします。また、空
きかん・空きびんは、トラクター等、
農業機械の故障や作業者のケガの原因
となりかねません。
ごみのポイ捨ては市の条例違反にも
なる上、農作業に大きな影響を及ぼし
ます。農地へのごみのポイ捨てはしな
いでください。
■問土地改良事業室（緯〈７１〉２２３６）

安全に農作業を行うために
ご協力ください

総務省・経済産業省では、６月１日
現在の工業統計調査を実施します。
工業統計調査は、製造業を営む事業
所を対象として、製造業の実態を明ら
かにすることを目的とした調査です。
調査結果は、国や地方公共団体の行
政施策の重要な基礎資料として広く利
用されます。
調査をお願いする事業所には、５月
中旬から統計調査員が調査票を持って
訪問するか、調査票が国から直接郵送
で届きます。インターネット又は紙の
調査票のいずれかで回答してください。
なお、統計法に基づき調査内容の秘
密は厳守されます。
■問経営管理課（緯〈７１〉２２０５）

工業統計調査にご協力を

愛知県がん具花火製造業最低工賃が
３月６日をもって廃止されました。詳
しくは問い合わせてください。
■問愛知労働局労働基準部賃金課（緯０５２
〈９７２〉０２５８）、刈谷労働基準監督署（緯

〈２１〉４８８５）

愛知県がん具花火製造業
最低工賃の廃止

情
報
ボ
ッ
ク
ス
は
左
側
か
ら
お
読
み
く
だ
さ
い

本市では、国や愛知県から委託を受けて毎年様々な統計調査を実施しています。
統計調査員としてあらかじめ登録し、調査時に活動できる人を募集します。
■内調査員説明会への出席、調査票の配布・回収、調査書類の点検・整理等
■対満２０歳以上で、守秘義務等を遵守し、責任をもって調査でき、調査員として不
適当と思われる興信所勤務等の職業又は禁錮等の経歴を有していない人

きん こ

■申随時受付中。松掌抄を除く午前８時３０分～午後５時１５分に、申込書を持って経
営管理課へ
※申込時に簡易な面接をします。申込書は同課・市HPで配布。
■問経営管理課（緯〈７１〉２２０５）

■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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水害から生活を守ることを治水とい
います。安全なまちづくりには、行政
や流域住民が一体となり、総合的に取
り組むことが大切です。この機会に治
水について考えてみましょう。
■問土木課（緯〈７１〉２２３８）

５月１５日～２１日は
総合治水週間です

西三河都市計画事業安城南明治第二
土地区画整理事業の換地計画書案の縦
覧を行います。
利害関係者は縦覧期間内に市に意見
書を提出することができます。
■時縦覧期間施５月２１日昇～６月３日捷

午前８時３０分～午後５時１５分
■場縦覧場所施南明治整備課（松掌は市役
所宿直室前）

■問南明治整備課（緯〈７１〉３７５１）

安城南明治第二土地区画整理
事業の換地計画書案の縦覧

■内計画名獅衣浦東部ごみ処理広域化計
画（案） 意見数獅１件（１人） 閲覧
期間獅５月１日抄～６月３日捷午前
８時３０分～午後５時１５分（閉庁・休
館日を除く） 閲覧場所獅企画情報
課、文化センター、各地区公民館、
図書情報館
※市HPでも閲覧できます。

■問企画情報課（緯〈７１〉２２０４）

パブリックコメント制度に
よる意見募集の結果を公表

■内募集住宅獅下表のとおり
■申入居資格を窓口・電話・市HPで事
前に確認し、５月１３日捷～１７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

２７,６００～
５４,１００円Ｈ１４C-１０３

（３DＫ）
池浦

（池浦町）
２８,９００～
５６,８００円Ｈ１５A-３０４

（３DＫ）
東
ひがし

大道
だい どう

（里町）
２４,９００～
４９,０００円Ｈ１０A-３０３

（３DＫ）
寒風根
さ ぶ ね

（榎前町）

市営住宅入居者（抽選）

安全安心情報メールで
犯罪等から身を守ろう！
市内で起こった事件等の情報を中心
に、登録者へ「安全安心情報メール」を
配信しています。
■内配信情報施犯罪情報、不審者情報、
交通安全・防犯情報、火災情報、地
震・気象情報、災害情報 等
※受信したい情報の選択可。（既に登
録済みの人は配信メールに記載の
URLから変更できます）
■他不明な点等は安全安心情報メールコ
ールセンターに問い合わせてくださ
い（平日の午前９時～午後５時３０分）
■申 t-anjo@sg-m.jp宛てに空メールを
送信すると返信メールが届きます。
配信情報を選択して
ください
※右記QRコードか
らも空メール送信可。
■問安全安心情報メールコールセンター
（緯０５７０〈０５５〉７８３）、市市民安全課（緯

〈７１〉２２１９）

■時夜間営業獅５月１７日晶、６月７日晶

午後５時１５分～８時
休日営業獅５月１９日掌、６月２日掌

午前８時３０分～午後５時１５分
■他安城市税コールセンターは電話のみ
の対応です

■問安城市税コールセンター（緯〈７１〉２２
８８）、納税課（緯〈７１〉２２１７）

安城市税コールセンター
夜間・休日営業日

統計調査員

■内対象者獅県大会等地区予選会・選考
会を経て国際大会・全国大会へ出場
する市内在住・在勤・在学者 対象
となる大会獅非営利のスポーツ団体
が主催する国際大会・全国大会 激
励金の額諮国際大会獅１人１万５０００
円～５万円 全国大会獅１人３０００円
～５０００円 いずれも団体の場合は上
限あり
※自由参加あるいは予選会への複数
参加が可能な大会等、交付の対象に
ならない場合があります。詳細はス
ポーツ課へ問い合わせてください。

■申大会の１４日前までの午前９時～午後
５時（休館日を除く）に、申請書・出
場する大会の開催要項・大会参加申
込書の写し・予選大会の成績表等を
持ちスポーツ課（市体育館）へ
※申請書は同館・市HPで配布。
■問スポーツ課（緯〈７５〉３５３５）

スポーツ選手・団体への激励金

■内職務内容獅河川愛護に関する様々な
テーマで河川を観察し、毎月レポー
トを提出 観察範囲獅次のいずれか
陰矢作川河口から東海道新幹線橋梁
付近まで 隠東海道新幹線橋梁付近
から天神橋付近までの矢作川 任期
獅７月１日から１年間 謝礼獅月額
４０００円（予定）
■対観察範囲の近くに住む２０歳以上で、
川に接する機会が多い人

■申５月１７日晶までに、応募用紙を郵送
（必着）かファクスで国土交通省豊橋
河川事務所（〒４４１－８１４９豊橋市中野
町字平西１－６／胃０５３２〈４８〉８１００）へ
※応募用紙は同所HPで配布。同所
HPからも申込可。

■問国土交通省豊橋河川事務所（緯０５３２
〈４８〉８１０５）、市維持管理課（緯〈７１〉２２
３７）

河川愛護モニター
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身近にある木の実や貝殻等の自然物
を使い、人形や動物を作り飾り付ける、
県指定無形文化財の「吉浜細工人形」を
展示します。
■時５月１０日晶～１２日掌

■場人形小路、
こ みち

柳
りゅう

池院、宝満寺（名鉄三
ち いん ほう まん じ

河線吉浜駅下車）
■他１１日松には人形小路一帯で「人形小
路花まつり」を開催

■問人形小路の会事務局（緯〈５３〉２６０３）

吉浜細工人形展と
人形小路花まつり

高
浜

■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。

■内職務内容獅児童クラブを利用する児
童に対する遊びや生活の支援 勤務
場所獅市内の各児童クラブ 勤務日
時施夏休み期間中の週２～３日（松

掌抄を除く）午前７時３０分～午後７
時の間で交代勤務 賃金施時給１０００
円、通勤割増１日２００円 選考施面接
■定３０人程度
■対子どもが好きな１８歳以上の人
■申５月７日昇～３１日晶午前９時～午後
５時（松掌を除く）に、顔写真付履歴
書又は申込書と有資格者は資格証を
持って子育て支援課（あんぱ～く内）
へ
※申込書は同課・市HPで配布。
■問子育て支援課（緯〈７２〉２３１９）

児童クラブ夏休みアルバイト

第２次安城市雨水マスタープランを
策定するための委員の一部を公募します。
■内活動内容獅雨水マスタープランに関
する事項の審議 任期獅７月１日～
２０２１年３月３１日 報酬獅会議１回に
つき７５００円 会議予定回数獅年２回
程度（平日の昼間） 選考獅書類審査
（書類審査の結果は５月下旬に郵送
します）、面接（書類審査合格者に対
し６月１２日昌を予定）
■対平成３１年４月１日時点で１８歳以上の
市内在住者
※応募時点で本市の審議会等の委員
を３つ以上兼務していないこと。た
だし、７月１日までに退任する予定
のものは除く。
■定２人程度
■申５月１日抄～１５日昌午前８時３０分～
午後５時１５分（閉庁日を除く）に、応
募用紙を持参か郵送、ファクス又は
Ｅメールで土木課（〒４４６－８５０１住所
不要／胃〈７７〉００１０／doboku@city.
anjo.lg.jp）へ
※応募用紙は同課・市HPで配布。

■問土木課（緯〈７１〉２２３９）

安城市雨水マスタープラン
策定審議会委員

子育ての手助けをしてほしい人（依
頼会員）と、子育ての協力をする人（提
供会員）が互いに助け合う会員組織です。
■対依頼会員獅市内在住・在勤・在学者
提供会員獅自宅で子どもを預かるこ
とができる市内在住者
■他報酬の基準諮捷～晶午前７時～午後
７時獅６００円 その他の曜日、時間
帯獅７００円 いずれも子ども１人に
つき１時間あたりの金額
■申捷～晶午前９時～午後５時（抄承を
除く）に、直接か電話でファミリー・
サポート・センター（あんぱ～く内
／緯〈７２〉２３１５）へ
依頼会員希望者の入会説明会
■時■申毎月２回開催しています。事前に
直接か電話で同センターへ
提供会員希望者の講習会
■時５月１３日捷午前９時１０分～午後３時４０分
■他保育サポーター養成講座又は子育て
ネットワーカー養成講座の修了者は
講習会を免除
■申事前に直接か電話で同センターへ

ファミリー・サポート・
センターの会員

４月の入園状況を踏まえ、保育を必
要とする理由に該当しない３歳児の申
込を受け付けます。実施園は城ヶ入保
育園、えのき保育園です。詳細は問い
合わせてください。
■申入園希望月の前月１日まで（1日が
松掌抄の場合はその前日）

■問保育課（緯〈７１〉２２２８）

保育園の３歳児私的入所
（追加募集）

eモニター
インターネットを利用した登録制の
市政アンケートの回答者を募集します。
■時任期獅２０２０年３月３１日まで
■内全１４～１５回のアンケ－ト。回答回数
に応じ、次の額の商品券を進呈しま
す 回答回数５～９回獅５００円分、
１０回以上獅１０００円分
■対市内在住・在勤・在学の１８歳以上で、
インターネット・電子メールを利用
できる人
※通信手段がフィーチャーフォン
（ガラケー）のみの人は事前に問い合
わせてください。
■申５月２４日晶までに、市
HPから登録してくださ
い。右記QRコードから
も登録できます
■問秘書課広報広聴係（緯〈７１〉２２０２）

■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

会 広報あんじょう 2019.5.1

INFORMAÇÕESÚTEIS
SEF INFORMATION

Português

Englis
外国語の
情報ボックス

※申込や問い合わせは、日本語で
お願いします。

※Inscriçõeseinformaçõessomente
emjaponês

※Applicationsandinquirieswillbein
Japanese.
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