
吋初夏のニット帽を編もう
２～３歳児用のニット帽を編みます。
子どもとの参加も可能です。
■時６月４日昇・１１日昇午後１時～３時
（全２回。２回の講座で１つの帽子
を作ります）

■講中嶋雅子氏
■対１８歳以上
■定５人（先着順）
■￥８００円
■持かぎ針７～８
号、子どもの遊び道具・おやつ等
（必要な場合のみ）
■他エコきちHPの色見本で事前に毛糸
の色が選べます

右ロハスカフェ
健康と環境を考えるおとなの食育講
座です。野菜サラダ、おにぎり等を作
り、ロハスについて話し合います。
■時６月１５日松午前１０時～１１時３０分
■講神谷直子氏
■対１８歳以上
■定５人（先着順）
■￥８００円（木のカッティングボード付）
■持エプロン、マスク、三角巾、食器
（お椀・箸・皿）、ふきん、飲料

隠安城を食べよう！うどん作りに挑戦！
■時６月２９日松午前９時～正午
■場文化センター
■講グリーンそう（食育推進団体）
■対市内在住・在勤・在学の４歳以上
（小学４年生以下は保護者同伴）
■定４０人（定員を超えた場合は抽選）
■￥１人３００円（保護者も必要）
■他抽選の有無にかかわらず６月２１日晶

頃参加の可否を文書で通知
■申申込期限施６月１４日晶

■問グリーンそう・古居さん
（緯０８０〈５２９５〉７７８２）

陰親子で挑戦！いちご大福づくり
■時６月８日松午前９時３０分～正午
■場でんまぁと安城西部（福釜町）
■講安城生活改善グループ（食育推進団体）
■対市内在住・在勤の４歳以上の子とそ
の保護者
■定１０組（定員を超えた場合は抽選）
■￥１組５００円
■他６月３日捷までに当選者のみに文書
で通知
■申申込期限施５月２７日捷

■問安城生活改善グループ・加
藤さん（緯０８０〈１６２７〉１９６３）
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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。

■安城ひびきの会の対面朗読
■時６月１０日捷・２４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

アンフォーレ課（緯〈７６〉６１１１）

６月の休館日
４日昇・１１日昇・１８日昇・２５日昇・
２８日晶

※対象年齢は目安です。

６月のおはなし会

エコきちの講座

安城産の農産物でクッキング
安城産の農産物で料理をして、地産地消を実践しましょう。

陰隠共通事項
■持エプロン、三角巾、ふきん、持ち帰り用容器
■申各申込期限までの午前８時３０分～午後５時１５分（松掌を除く）に直接か電話又は、
講座名、代表者の住所・氏名・電話番号・参加人数を郵送（必着）かファクス・
Eメールで農務課（☎〈７１〉２２３３／〒４４６－８５０１住所不要／胃〈７６〉１１１２／nomu@
city.anjo.lg.jp）へ
※各QRコードからも申込可。

陰～右共通事項
■場柿田公園管理事務所エコきち
■申５月２１日昇～各開催日の前日（捷を除く。捷の場合はその前日まで）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（☎・胃〈９８〉３７８４）へ
※吋の申込みは６月２日掌まで。

陰メダカの里親プロジェクト～メダカ
の譲渡
絶滅危惧種であるニホンメダカを活
用した環境学習です。
■時６月１日松午後１時３０分～３時
■講岩松鷹司氏（愛知教育大学名誉教授）
■対小学４年生以上
■定３０人（先着順）
■持筆記用具、メダカ持ち帰り用容器
隠お父さんへメッセージボードをつく
ろう
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日掌・９日掌午前１０時～１１時３０分
■対小学生（１年生は保護者同伴）
■定各１０人（先着順）
■￥２００円
韻かしわもちをつくろう
自然栽培の小豆でつくります。

あずき

■時６月８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（保護者も必要）
■持エプロン、三角巾、マスク、持ち帰
り用容器、ふきん、飲料

１日松午後３時おはなしレストラン
（小学生以上）

２日掌午後３時ネコ・ロンデ朗読会
（小学１～３年生）

毎週掌午後４時にちようびのおはな
しかい（小学生）

３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）

５日昌・１６日掌
午前１０時３０分

赤ちゃんとなによも
う会（一般）

６日昭午前１０時
３０分

おはなしゆりかご
（０～２歳）

８日松午後２時おはなしえがお（３
歳～小学３年生）

９日掌午前１１時大人のための絵本朗
読会（一般）

１０日捷・２４日捷
午前１０時３０分

えほんとわらべうた
の会（０～２歳）

１２日昌午後７時
大人のための絵本朗
読会atエントランス
（一般）

１５日松・２２日松・
２９日松午後２時

南吉朗読ででむし会
（小学生以上）

１６日掌午後２時かみしばいの会（３
歳～小学３年生）

１７日捷午前１０時
３０分

えほんのとびら（０
～２歳）

２０日昭午前１０時
３０分

いないいないばあ
（１～５歳）

２１日晶午前１０時
３０分

このゆびと～まれ
（０～２歳）

２２日松午後３時でんでんむかしあそ
びの会（小学生）

２６日昌午前１０時
３０分

おはなしまあだ（１
～５歳）
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自分や家族、友達等の似顔絵や名前、
メッセージ等をデジタルミシンで刺し
ゅうして、オリジナルのハンカチをつ
くろう！父の日のプレゼントにもおす
すめです。
■時６月９日掌午後１時３０分～３時３０分
■講ジャノメミシン工業叙

■対市内在住の小学生と保護者（２人１
組）
■定６組（定員を超えた場合は抽選）
■￥１組１００円
■持筆記用具、刺しゅうをするハンカチ
（３０尺四方以上のもの）
■他抽選の有無にかかわらず５月２９日昌

頃参加の可否を文書で通知
■申５月１５日昌午前９時～２５日松正午に
市HPから申し込んで
ください
※右記QRコードから
市HPを参照できます。
■場■問文化センター（緯〈７６〉１５１５）

韻親子で冒険体験 ツリークライミング

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６月９日掌午前９時３０分～１１時３０分
■場堀内公園
■対市内在住の４歳～小学生の子と保護
者
■定１０組（先着順）
■￥１人５００円

陰～韻共通事項
■申５月１７日晶～２２日昌に催し名、郵便
番号・住所・電話番号・ファクス番
号、参加者全員の氏名・生年月日、
子どもの学年（隠を除く）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@eco
netanjo.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）

陰子供自然探検隊『田んぼ遊びの学校』
■時■内田植え施５月２５日松 生き物観察
会施６月２２日松 稲刈り施１０月１２日
松 収穫祭施１１月９日松 いずれも
午前９時３０分～正午（小雨決行）
■場デンパーク北の冬水田んぼ（赤松町）
■対上記イベントに３回以上参加できる、
市内在住の４歳以上の子と保護者
（２人１組）
■定２０組（先着順）
隠樹木博士と一緒に矢作川水源の森を
観察しよう
茶臼山北面の矢作川水源の森に育つ
自然林を観察します。
■時６月２日掌午前７時３０分～午後５時
■場集合場所施市役所西駐車場
行き先施茶臼山周辺（長野県根羽村）
■講吉野知明氏（植物博士）
■対中学生以上
■￥１０００円（バス代、保険代込）
■定２０人（先着順）
■持弁当、飲料、手袋、雨具

■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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文化センターに設置したレーザー加
工機、３Dプリンターを安全に利用す
るための利用講習会です。
一般利用日にこれらの機器を使うに
は本講座の受講が必要です。
■時■内レーザー加工機施６月４日昇午前
１０時～正午、１６日掌午後２時～４時
３Ｄプリンター施６月２３日掌午後２
時～４時、２５日昇午前１０時～正午
※各回１５分前から受付。

■対市内在住・在勤・在学の高校生以上
でパソコンの基本操作が可能な人
※小学生・中学生は保護者名で申し
込んだ上、保護者同伴で参加可。
■定各回５人（先着順）
■申５月２２日昌午前９時～各開催日前日
に市HPから申し込ん
でください
※右記QRコードから
市HPを参照できます。

■場■問文化センター（緯〈７６〉１５１５）

レーザー加工機・３Ｄプリン
ターでものづくりを楽しもう

環境に関する催し

デジタルミシンでオリジナル
ハンカチを作ろう

ギャラリーコンサート
市民ギャラリー特別展「見て、感じ

て、遊ぼう！はんが遊園地」の開幕に
合わせて、サックス５重奏によるコン
サートを開催します。スタジオジブリ
メドレーやジャズ、演歌等の幅広い
ジャンルの曲を、ポップで厚みのある
サックスの音色で聴かせてくれます。
■時６月８日松午前１０時３０分～１１時、午
後２時～３時
■内出演施カリサク
■場■問市民ギャラリー（緯〈７７〉６８５３）

根の付いた苗を使って長期間楽しめ
るフワモコのフラワーギャザリングを
作ります（使用花材：アジサイ）。
■時６月２６日昌午後１時３０分～３時３０分
■講高木恵里氏（元町庵ギャザリングア
トリエ）
■定１０人（先着順）
■￥４５００円（材料費込。入園料別途）
■他講座の内容等は都合により変更の場
合有。詳細は問い合わせてください

■場■申５月２０日捷～６月１２日昌午前９時
３０分～午後５時（昇を除く）に直接か
電話でデンパーククラブハウス（緯

〈９２〉７１１２）へ

デンパークの体験教室
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■対小学４年生以上
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１６日掌午後２時かみしばいの会（３
歳～小学３年生）

１７日捷午前１０時
３０分

えほんのとびら（０
～２歳）

２０日昭午前１０時
３０分

いないいないばあ
（１～５歳）

２１日晶午前１０時
３０分

このゆびと～まれ
（０～２歳）

２２日松午後３時でんでんむかしあそ
びの会（小学生）

２６日昌午前１０時
３０分

おはなしまあだ（１
～５歳）
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自分や家族、友達等の似顔絵や名前、
メッセージ等をデジタルミシンで刺し
ゅうして、オリジナルのハンカチをつ
くろう！父の日のプレゼントにもおす
すめです。
■時６月９日掌午後１時３０分～３時３０分
■講ジャノメミシン工業叙

■対市内在住の小学生と保護者（２人１
組）
■定６組（定員を超えた場合は抽選）
■￥１組１００円
■持筆記用具、刺しゅうをするハンカチ
（３０尺四方以上のもの）
■他抽選の有無にかかわらず５月２９日昌

頃参加の可否を文書で通知
■申５月１５日昌午前９時～２５日松正午に
市HPから申し込んで
ください
※右記QRコードから
市HPを参照できます。
■場■問文化センター（緯〈７６〉１５１５）

韻親子で冒険体験 ツリークライミング

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６月９日掌午前９時３０分～１１時３０分
■場堀内公園
■対市内在住の４歳～小学生の子と保護
者
■定１０組（先着順）
■￥１人５００円

陰～韻共通事項
■申５月１７日晶～２２日昌に催し名、郵便
番号・住所・電話番号・ファクス番
号、参加者全員の氏名・生年月日、
子どもの学年（隠を除く）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@eco
netanjo.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）

陰子供自然探検隊『田んぼ遊びの学校』
■時■内田植え施５月２５日松 生き物観察
会施６月２２日松 稲刈り施１０月１２日
松 収穫祭施１１月９日松 いずれも
午前９時３０分～正午（小雨決行）

■場デンパーク北の冬水田んぼ（赤松町）
■対上記イベントに３回以上参加できる、
市内在住の４歳以上の子と保護者
（２人１組）
■定２０組（先着順）
隠樹木博士と一緒に矢作川水源の森を
観察しよう
茶臼山北面の矢作川水源の森に育つ
自然林を観察します。
■時６月２日掌午前７時３０分～午後５時
■場集合場所施市役所西駐車場
行き先施茶臼山周辺（長野県根羽村）

■講吉野知明氏（植物博士）
■対中学生以上
■￥１０００円（バス代、保険代込）
■定２０人（先着順）
■持弁当、飲料、手袋、雨具

■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

峨 広報あんじょう 2019.5.15

文化センターに設置したレーザー加
工機、３Dプリンターを安全に利用す
るための利用講習会です。
一般利用日にこれらの機器を使うに
は本講座の受講が必要です。
■時■内レーザー加工機施６月４日昇午前
１０時～正午、１６日掌午後２時～４時
３Ｄプリンター施６月２３日掌午後２
時～４時、２５日昇午前１０時～正午
※各回１５分前から受付。

■対市内在住・在勤・在学の高校生以上
でパソコンの基本操作が可能な人
※小学生・中学生は保護者名で申し
込んだ上、保護者同伴で参加可。
■定各回５人（先着順）
■申５月２２日昌午前９時～各開催日前日
に市HPから申し込ん
でください
※右記QRコードから
市HPを参照できます。

■場■問文化センター（緯〈７６〉１５１５）

レーザー加工機・３Ｄプリン
ターでものづくりを楽しもう

環境に関する催し

デジタルミシンでオリジナル
ハンカチを作ろう

ギャラリーコンサート
市民ギャラリー特別展「見て、感じ

て、遊ぼう！はんが遊園地」の開幕に
合わせて、サックス５重奏によるコン
サートを開催します。スタジオジブリ
メドレーやジャズ、演歌等の幅広い
ジャンルの曲を、ポップで厚みのある
サックスの音色で聴かせてくれます。
■時６月８日松午前１０時３０分～１１時、午
後２時～３時
■内出演施カリサク
■場■問市民ギャラリー（緯〈７７〉６８５３）

根の付いた苗を使って長期間楽しめ
るフワモコのフラワーギャザリングを
作ります（使用花材：アジサイ）。
■時６月２６日昌午後１時３０分～３時３０分
■講高木恵里氏（元町庵ギャザリングア
トリエ）
■定１０人（先着順）
■￥４５００円（材料費込。入園料別途）
■他講座の内容等は都合により変更の場
合有。詳細は問い合わせてください

■場■申５月２０日捷～６月１２日昌午前９時
３０分～午後５時（昇を除く）に直接か
電話でデンパーククラブハウス（緯

〈９２〉７１１２）へ

デンパークの体験教室



■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

市民地域スポーツ交流会（上半期） ■問市体育館（緯〈７５〉３５３５）

我広報あんじょう 2019.5.15

■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。

会場種目時間日にち中学校区

北部公民館みんスポ鬼ごっこ午前９時６月２日掌

東 山 北部公民館又は東山中学校ミニソフトバレー午前９時６月３０日掌

柿田グラウンド又はデンソ
ー安城グラウンド（里町）スローピッチソフトボール午前８時９月２９日掌

予備日：１０月６日掌

安城北中学校ミニテニス午前９時６月１６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２５日掌
篠 目

梨の里小学校バドミントン午前９時９月２９日掌

錦町小学校バドミントン午後３時５月２５日松

安城南

横山グラウンドグラウンド・ゴルフ午前８時

７月７日掌
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

市ソフトボール場スローピッチソフトボール午前９時５月２６日掌

安 祥 安城南部小学校
ミニテニス午前９時３０分６月１６日掌

ソフトバレーボール午後４時７月６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、ラージボール（卓球）午前９時８月２５日掌

西部公民館グラウンド・ゴルフ午前８時６月２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２５日掌

新池ちびっ子広場（高棚町）ゲートボール午前９時９月２１日松

東端農村公園（東端町）ゲートボール午前８時８月２２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２５日掌

バドミントン午前９時

卓球午前９時９月２２日掌

桜井公民館

カローリング午後１時５月２５日松

桜 井

インディアカ午後１時３０分６月１日松

卓球午後１時６月８日松

ソフトバレーボール午後１時７月６日松

ニュースポーツ午後１時７月２０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１７日松

桜井中学校バドミントン午前９時８月１８日掌

桜井中央公園グラウンド・ゴルフ午前８時８月２４日松



■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

市民地域スポーツ交流会（上半期） ■問市体育館（緯〈７５〉３５３５）
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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。

会場種目時間日にち中学校区

北部公民館みんスポ鬼ごっこ午前９時６月２日掌

東 山 北部公民館又は東山中学校ミニソフトバレー午前９時６月３０日掌

柿田グラウンド又はデンソ
ー安城グラウンド（里町）スローピッチソフトボール午前８時９月２９日掌

予備日：１０月６日掌

安城北中学校ミニテニス午前９時６月１６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２５日掌
篠 目

梨の里小学校バドミントン午前９時９月１５日掌

錦町小学校バドミントン午後３時５月２５日松

安城南

横山グラウンドグラウンド・ゴルフ午前８時

７月７日掌
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

市ソフトボール場スローピッチソフトボール午前９時５月２６日掌

安 祥 安城南部小学校
ミニテニス午前９時３０分６月１６日掌

ソフトバレーボール午後４時７月６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、ラージボール（卓球）午前９時８月２５日掌

赤松子供運動広場（赤松町）グラウンド・ゴルフ午前８時６月２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２５日掌

新池ちびっ子広場（高棚町）ゲートボール午前９時９月２１日松

東端農村公園（東端町）ゲートボール午前８時８月２２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２５日掌

バドミントン午前９時

卓球午前９時９月２２日掌

桜井公民館

カローリング午後１時５月２５日松

桜 井

インディアカ午後１時３０分６月１日松

卓球午後１時６月８日松

ソフトバレーボール午後１時７月６日松

ニュースポーツ午後１時７月２０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１７日松

桜井中学校バドミントン午前９時８月１８日掌

桜井中央公園グラウンド・ゴルフ午前８時８月２４日松
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世界最高峰の音色を奏でるといわれ、
多くのピアニストに愛されているスタ
インウェイピアノを弾いてみませんか。
■時９月２１日松午後１時～４時３０分
■対市内在住・在勤・在学で、１曲を最
後まで弾ける人（レベル不問）
■定２０人（定員を超えた場合は抽選）
■他暫演奏は１人１曲で５分程度
暫連弾、歌やバイオリン等他楽器と
のセッションも可
暫演奏順は主催者で決定
暫参加の可否は全員に文書で通知
■申５月１５日昌～６月１６日掌午前９時～
午後９時（捷を除く）に応募用紙を持
参か郵送（消印有効）で文化センター
（〒４４６－００４１桜町１７－１１）へ
※応募用紙は文化センター・各地区
公民館・市HPで配布。
※右記QRコードから
市HPを参照できます。

■場■問文化センター（緯〈７６〉
１５１５）

■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４日昇～８日松・１１日昇～１４日晶・
１８日昇～２１日晶・２５日昇～２８日晶午
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

わたくしたちは、
＊たがいに助け合い、住みよい
まちをつくりましょう。

＊きまりを守り、良い習慣を育
てましょう。

＊自然を愛し、きれいな水とみ
どりのまちをつくりましょう。

＊教養を高め、若い力を育てま
しょう。

＊健康で、明るく楽しい家庭を
つくりましょう。

暫安城市民憲章暫

堀内公園の催し

牙 広報あんじょう 2019.5.15

■場■問堀内公園（緯〈９９〉５９４７）
ダンボール迷路
■時５月２５日松・２６日掌午前１０時～午後
３時３０分（雨天中止）
■対３歳～小学生
■￥１００円
赤ちゃんハイハイレース
■時６月１日松午前１０時３０分（受付は午
前１０時から公園管理事務所前）
※雨天の場合は２日掌に順延。

■対未歩行の赤ちゃんと保護者
■定４０組（当日先着順）
■他参加者に有料遊具利用券を進呈
お話し会（エプロンシアター）
お話し会「おおかみ少年」を開催。

■時６月５日昌・１９日昌午後１時３０分・
２時３０分
■対未就学児と保護者
■定各２０組（当日先着順）
父の日に手作りうちわをプレゼントし
よう！
■時６月８日松・９日掌午前１０時～午後
３時
■定各５０人（当日先着順）
ノルディックウォーキング＆棒びくす
体験会
■時６月１５日松・２４日捷 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１１時～正
午
※雨天中止。

■内陰施ポールの使い方、歩き方 隠施

肩こり腰痛予防体操
■対小学生以上
■定陰施各４０人 隠施各２０人 いずれも
先着順（両方参加も可）
■￥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
※料金は当日払い。返金不可。

■持運動しやすい服装・靴、飲料
■申５月２０日捷～各開催日前日の午前９
時～午後４時３０分（休園日を除く）に、
直接か電話で堀内公園へ

スタインウェイピアノを
弾いてみよう今月のホコ天きーぼー市

昭和の名作シネマ上映会
上映する映画は「愛と死をみつめて」。
骨肉腫という不治の病に侵されながら、
ひたむきに純愛をつらぬいた道子と誠
の青春を描いた感動の名作。出演は吉
永小百合、浜田光夫 他。
■時５月２６日掌午前１０時
■定８０人（当日先着順）
■場■問歴史博物館（緯〈７７〉６６５５）

碧海信用金庫本店前会場（御幸本町）
■時５月２５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２５日松午前１０時～午後３時
■内グルメ販売、子どもの遊び場（ふわ
ふわ遊具）、地元産野菜・特産物等の
販売。ご当地アイドルやダンスパ
フォーマンス等のステージ、お楽し
み抽選会等

■問叙安城スタイル（緯〈７３〉９５１１）、市商
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）

■時講習期間施７月２日昇～１０月１日昇

（週２～３回程度、午前９時～午後
４時３０分、全３３回）
■場岡崎市産業人材支援センター（岡崎
市羽根町）

■対身体障害・知的障害・精神障害・発
達障害の人で、健常者用のパソコン
が操作でき、階段の昇降が可能な人
■定９人
■￥受講料無料（テキスト代９５００円別途）
■他６月１８日昇に面接による適性検査を
行い、受講者を決定します
■申６月４日昇までに、刈谷公共職業安
定所へ
※受講には公共職業安定所での求職
登録が必要です。

■問愛知障害者職業能力開発校（緯０５３３
〈９３〉２５０５）、市障害福祉課（緯〈７１〉２２
２５）

就職に役立つパソコン活用
ゆっくりコース



■￥入苑料施１００円（中学生以下無料）
呈茶料施３００円
■場■問丈山苑（緯〈９２〉７７８０）
煎茶のおいしい飲み方体験会
煎茶の祖、石川丈山の心を伝える体
験会です。
■時６月２３日掌午前１０時・午後１時
■￥５００円（入苑料・煎茶指導料・呈茶料込）
■申５月２９日昌～６月２２日松午前９時～
午後５時（捷を除く）に電話で丈山苑
へ

七夕に届ける～オカリナ演奏会～
オカリナ奏者の黒野宏通氏によるコ
ンサートです。
■時７月７日掌午後６時～７時３０分
■￥１０００円（入苑料・呈茶料込）
■定１３０人（先着順）
■申５月２２日昌からの午前９時～午後５
時（捷を除く）に電話で丈山苑へ

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）
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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。

県介護支援専門員実務研修
受講試験

家屋調査にご協力ください

公平委員会委員の選任

衣浦東部保健所の相談・検査

丈山苑の催し

６月の移動児童館
■時■場５日昌・１９日昌獅東部公民館 １４
日晶・２１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）

■時試験日獅１０月１３日掌 願書配布期間
獅５月２８日昇～７月３日昌

■申６月４日昇～７月３日昌に、願書を
郵送（消印有効）で県社会福祉協議会
（〒４６１－００１１名古屋市東区白壁１－
５０）へ
※願書は県社会福祉協議会、県高齢
福祉課、市高齢福祉課等で配布。

■問県社会福祉協議会
６月３日まで施（緯０５２〈２１２〉５５１６）
６月４日から施（緯０５２〈２１２〉５５３０）
市高齢福祉課（緯〈７１〉２２９０）

張り紙・看板等の屋外広告物を、無
秩序・無制限に出すと、街の景観が損
なわれ、通行の支障にもなります。道
路や歩道に置かないようにしましょう。
屋外広告物は、県条例で表示方法・設
置場所等が定められています。設置時
には、必要な手続きをしてください。
■問維持管理課（緯〈７１〉２２３７）

屋外広告物のルールを
守りましょう

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。無料化には子
の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！

市公平委員会委員に深津茂樹氏（碧
南市・再任）が選任されました。任期
は令和４年５月１０日までです。
■問行政課（緯〈７１〉２２０８）

■場衣浦東部保健所（刈谷市大手町）
アルコール専門相談（予約制）
■時６月５日昌午後２時～４時
■内精神科医師・酒害相談員による相談
■申事前に衣浦東部保健所健康支援課
（緯〈２１〉９３３７）へ
こころの健康医師相談（予約制）
■時６月１１日昇午後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
歯科相談（予約制）
■時６月１２日昌午前９時～１１時３０分
■申事前に衣浦東部保健所健康支援課
（緯〈２１〉９３３８）へ
エイズ・肝炎・梅毒検査（無料）
■時毎週昇午前９時～１１時
※「HIV検査普及週間」に合わせ、休
日エイズ検査を６月１日松午前９時
～１１時に実施します。夜間エイズ・
梅毒検査は６月３日捷・１７日捷午後
６時～７時に実施します。

■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）
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金額数量協賛品

８万５０００円から１万部公式読本広告

１万８０００円から１００本
名入れうちわ
（竹製・プラス
チック製）

２万３０００円から１０００個名入れポケット
ティッシュ

２万円から１００本名入れ
ボールペン

４万円から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～来年
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

８万円×５枠
まつり期間
中ステージ広告

３万円×１０枠
１０万円×５枠
４万円×１０枠

５万円×１３枠まつり期間
中

エコステーショ
ン（ごみ集積所）

ご寄附いただきました

安城七夕まつりの協賛

流域モニタリング一斉調査
の参加者

特設人権相談所の開設

緊急速報メール（洪水情報）
の配信訓練を実施します

「日本女性会議２０１９さの」参加者

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。
■時１０月２５日晶～２７日掌

■場栃木県佐野市
■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
■他暫書類選考後、６月１２日昌に面接を
行い、参加者を決定します
暫現地までの交通費、宿泊費、会議
の参加費は市が負担します
暫会議参加後に、レポートを提出し
ていただきます

■申５月１５日昌～６月５日昌午前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・募集要領は同課、市民
交流センター、市HPで配布。
■問市民協働課（緯〈７１〉２２１８）

■時調査期間獅６月５日昌～９月３０日捷

の希望する日
■内身近な川や水路等で、水のきれいさ・
量、生態系等を調査し、報告します
■他小学生以下は保護者と参加してくだ
さい
■申８月２９日昭までの午前８時３０分～午
後５時１５分（松掌抄を除く）に、申込
書を持参かファクス・Eメールで環
境都市推進課（胃〈７６〉１１８４／kankyo
@city.anjo.lg.jp）へ
※調査の詳細、申込書等は市HPを
確認してください。
■問環境都市推進課（緯〈７１〉２２０６）

２・３月分／受付順／敬称略
山本顕、安城南ライオンズクラブ、牧

あきら

浩之、市民活動補助金報告会、NPO
団体 ZERO DREAM安城支部

ゼロ ドリーム

元号を改める政令が施行され、５月
１日から元号が「令和」に改められたこ
とにより、同日以後に市から発送する
文書の日付や年度については、原則と
して「令和」で表記しています。
ただし、事務処理の都合上、５月１
日以後の日付や年度について、旧元号
「平成」で表記しているもの（納税通知
書等）があります。これらの文書につ
いては、法律上の効果が変わることは
ありません。皆様のご理解とご協力を
お願いします。
■問行政課（緯〈７１〉２２０９）

２０１９年豊川・矢作川連合総合水防演
習・広域連携防災訓練の実施に伴い、
国土交通省から洪水により避難を促す
内容の緊急速報メール（エリアメール）
が送信されます。同時に安城市による
メール配信訓練（安全安心情報メール）
も実施します。なお、実際の避難訓練
等の行動は必要ありません。
■時５月１９日掌午前１０時頃
■場エリアメール配信地域施安城市・豊
田市・岡崎市・知立市・刈谷市全域
■問危機管理課（緯〈７１〉２２２０）

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５月３０日昭午前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１５ページを確認してください。
■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、岩月浩治、

こう じ

野村裕子、
ひろ こ

柴田早智子、板本
さ ち こ

宗
しゅう

一、水谷重彦、
いち

山崎嘉代子
か よ こ

■場■問市民課相談室（緯〈７１〉２２２２）

今年は「Oneforall～七夕をみんなで～」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を確認してください
■申５月３１日晶までの午前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（安城商工会議所（緯〈７６〉５１７５）、市商工課（緯〈７１〉
２２３５））

表２ 広告をHP等に掲載する場合表１ 広告を協賛品に掲載する場合

昨年の会議の様昨年の会議の様子子



■￥入苑料施１００円（中学生以下無料）
呈茶料施３００円
■場■問丈山苑（緯〈９２〉７７８０）
煎茶のおいしい飲み方体験会
煎茶の祖、石川丈山の心を伝える体
験会です。
■時６月２３日掌午前１０時・午後１時
■￥５００円（入苑料・煎茶指導料・呈茶料込）
■申５月２９日昌～６月２２日松午前９時～
午後５時（捷を除く）に電話で丈山苑
へ

七夕に届ける～オカリナ演奏会～
オカリナ奏者の黒野宏通氏によるコ
ンサートです。
■時７月７日掌午後６時～７時３０分
■￥１０００円（入苑料・呈茶料込）
■定１３０人（先着順）
■申５月２２日昌からの午前９時～午後５
時（捷を除く）に電話で丈山苑へ

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）
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衣浦東部保健所の相談・検査

丈山苑の催し

６月の移動児童館
■時■場５日昌・１９日昌獅東部公民館 １４
日晶・２１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）

■時試験日獅１０月１３日掌 願書配布期間
獅５月２８日昇～７月３日昌

■申６月４日昇～７月３日昌に、願書を
郵送（消印有効）で県社会福祉協議会
（〒４６１－００１１名古屋市東区白壁１－
５０）へ
※願書は県社会福祉協議会、県高齢
福祉課、市高齢福祉課等で配布。

■問県社会福祉協議会
６月３日まで施（緯０５２〈２１２〉５５１６）
６月４日から施（緯０５２〈２１２〉５５３０）
市高齢福祉課（緯〈７１〉２２９０）

張り紙・看板等の屋外広告物を、無
秩序・無制限に出すと、街の景観が損
なわれ、通行の支障にもなります。道
路や歩道に置かないようにしましょう。
屋外広告物は、県条例で表示方法・設
置場所等が定められています。設置時
には、必要な手続きをしてください。
■問維持管理課（緯〈７１〉２２３７）

屋外広告物のルールを
守りましょう

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。無料化には子
の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！

市公平委員会委員に深津茂樹氏（碧
南市・再任）が選任されました。任期
は令和４年５月１０日までです。
■問行政課（緯〈７１〉２２０８）

■場衣浦東部保健所（刈谷市大手町）
アルコール専門相談（予約制）
■時６月５日昌午後２時～４時
■内精神科医師・酒害相談員による相談
■申事前に衣浦東部保健所健康支援課
（緯〈２１〉９３３７）へ
こころの健康医師相談（予約制）
■時６月１１日昇午後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
歯科相談（予約制）
■時６月１２日昌午前９時～１１時３０分
■申事前に衣浦東部保健所健康支援課
（緯〈２１〉９３３８）へ
エイズ・肝炎・梅毒検査（無料）
■時毎週昇午前９時～１１時
※「HIV検査普及週間」に合わせ、休
日エイズ検査を６月１日松午前９時
～１１時に実施します。夜間エイズ・
梅毒検査は６月３日捷・１７日捷午後
６時～７時に実施します。

■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）
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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

改元に伴う公文書の元号の
取扱いについて

臥 広報あんじょう 2019.5.15

金額数量協賛品

８万５０００円から１万部公式読本広告

１万８０００円から１００本
名入れうちわ
（竹製・プラス
チック製）

２万３０００円から１０００個名入れポケット
ティッシュ

２万円から１００本名入れ
ボールペン

４万円から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～来年
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

８万円×５枠
まつり期間
中ステージ広告

３万円×１０枠
１０万円×５枠
４万円×１０枠

５万円×１３枠まつり期間
中

エコステーショ
ン（ごみ集積所）

ご寄附いただきました

安城七夕まつりの協賛

流域モニタリング一斉調査
の参加者

特設人権相談所の開設

緊急速報メール（洪水情報）
の配信訓練を実施します

「日本女性会議２０１９さの」参加者

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。
■時１０月２５日晶～２７日掌

■場栃木県佐野市
■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
■他暫書類選考後、６月１２日昌に面接を
行い、参加者を決定します
暫現地までの交通費、宿泊費、会議
の参加費は市が負担します
暫会議参加後に、レポートを提出し
ていただきます

■申５月１５日昌～６月５日昌午前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・募集要領は同課、市民
交流センター、市HPで配布。
■問市民協働課（緯〈７１〉２２１８）

■時調査期間獅６月５日昌～９月３０日捷

の希望する日
■内身近な川や水路等で、水のきれいさ・
量、生態系等を調査し、報告します
■他小学生以下は保護者と参加してくだ
さい

■申８月２９日昭までの午前８時３０分～午
後５時１５分（松掌抄を除く）に、申込
書を持参かファクス・Eメールで環
境都市推進課（胃〈７６〉１１８４／kankyo
@city.anjo.lg.jp）へ
※調査の詳細、申込書等は市HPを
確認してください。
■問環境都市推進課（緯〈７１〉２２０６）

２・３月分／受付順／敬称略
山本顕、安城南ライオンズクラブ、牧

あきら

浩之、市民活動補助金報告会、NPO
団体 ZERO DREAM安城支部

ゼロ ドリーム

元号を改める政令が施行され、５月
１日から元号が「令和」に改められたこ
とにより、同日以後に市から発送する
文書の日付や年度については、原則と
して「令和」で表記しています。
ただし、事務処理の都合上、５月１
日以後の日付や年度について、旧元号
「平成」で表記しているもの（納税通知
書等）があります。これらの文書につ
いては、法律上の効果が変わることは
ありません。皆様のご理解とご協力を
お願いします。
■問行政課（緯〈７１〉２２０９）

２０１９年豊川・矢作川連合総合水防演
習・広域連携防災訓練の実施に伴い、
国土交通省から洪水により避難を促す
内容の緊急速報メール（エリアメール）
が送信されます。同時に安城市による
メール配信訓練（安全安心情報メール）
も実施します。なお、実際の避難訓練
等の行動は必要ありません。
■時５月１９日掌午前１０時頃
■場エリアメール配信地域施安城市・豊
田市・岡崎市・知立市・刈谷市全域
■問危機管理課（緯〈７１〉２２２０）

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５月３０日昭午前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１５ページを確認してください。
■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、岩月浩治、

こう じ

野村裕子、
ひろ こ

柴田早智子、板本
さ ち こ

宗
しゅう

一、水谷重彦、
いち

山崎嘉代子
か よ こ

■場■問市民課相談室（緯〈７１〉２２２２）

今年は「Oneforall～七夕をみんなで～」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を確認してください
■申５月３１日晶までの午前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（安城商工会議所（緯〈７６〉５１７５）、市商工課（緯〈７１〉
２２３５））

表２ 広告をHP等に掲載する場合表１ 広告を協賛品に掲載する場合

昨年の会議の様昨年の会議の様子子
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