
○人口・世帯　（　 ）内は前月比
　〈平成２０年４月１日現在〉
　総人口　１７万８２８０人　（＋３９６）
　　男性　９万１４０４人　（＋２８７）
　　女性　８万６８７６人　（＋１０９）
　世帯数　６万５８５９世帯（＋４２９）
○３月の火災・救急
　火災　　　５件（うち建物１件）
　救急　　　５１３件（うち急病３２１件）
○３月の犯罪・事故
　　　　　（年間累計／前年対比）
　刑法犯　　２６４件（６７２件／－１３５）
　交通事故　６３６件（１８８２件／＋４５）
　負傷者　　１３９人（４０６人／－７１）
　死者　　　０人（１人／－２）

■時 ■場 ①５月１８日�午前９時～正午�知
立消防署、②５月２５日�午前９時～
正午�安城消防署

■対 安城・碧南・刈谷・知立・高浜市在
住・在勤の人
■内 心肺 蘇  生 法（気道確保、人工呼吸、胸

そ せい

骨圧迫）、ＡＥＤの使用法、止血法など
■定 各２０人（先着順）
■申 ５月５日�午前９時から同消防署救急
係（①�〈８１〉４１４４、②�〈７５〉２４９４）へ
■問 衣浦東部広域連合消防課（�〈６３〉０１３５）

■場 市スポーツセンター
■申 ５月７日�～開催日前日の午前９時
～午後８時（休館日を除く）に同セン
ター（�〈７５〉３５４５）へ
夏のアクアビクス体験会　　　　　　
■時 ６月７日�・１４日�午前１０時～１１時
■対 初心者向け（泳げない人も可）
■定 １５人（先着順）
■持 水着・水泳帽
■他 施設使用料が必要
にゅーすぽーつ体験！　　　　　　　
■対 １８歳以上
■定 各２０人（先着順）
■持 運動に適した服装、室内シューズ、
タオル、飲み物（ペットボトル）
①タッチラグビー編
■時 ６月８日�午前１０時～１１時
②ドッジビー編
■時 ６月１４日�午前１０時～１１時
☆艶☆シェイプアップ教室　　　　　
■時 ６月５日�・１２日�・１９日�・２６日
�午後１時３０分～２時３０分（全４回）
■対 １８歳以上の女性
■定 １０人（先着順）
■持 運動に適した服装、室内シューズ、
タオル、飲み物（ペットボトル）
■他 施設使用料が必要
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■時 ■場 下表のとおり

■￥ ４７００円（愛知県証紙により納付）
■申 ６月３日�～１３日�に所定の封筒で
郵送。　※受講申請書などは５月１６
日�から各消防署の予防係、各県民
生活プラザで配布。
■問 �愛知県危険物安全協会連合会（�
０５２〈９６１〉６６２３）、衣浦東部広域連合消
防局予防課危険物係（�〈６３〉０１３７）

■時 ５月２９日�午前１０時～１１時３０分（雨
天の場合は３０日�）
■場 デンパーク
■対 幼児とその保護者
■定 ２００組（先着順）
■他 入園料が必要
■申 ５月７日�午前９時から電話で市
（�〈７３〉６３３６）、ニ本木（�〈７７〉２７７４）、
あけぼの（�〈９７〉２２７６）、根崎（�〈９２〉
００８９）、さくら（�〈９９〉２１００）の各子育
て支援センターへ

■時 ７月５日�（雨天の場合は７月２６日�）午前８時～午後１時（予定）
■場 矢作川新幹線鉄橋北～藤井公園東の矢作川堰   （距離４．５㎞）

せき

■内 趣向をこらし、自ら手作りしたイカダで川を下ります。
■定 ５０艇（先着順）
■対 小学３年生以上（２～５人で１艇。小
中学生の参加には制限あり）
■￥ １艇１５００円
■他 ６月２２日�に事前説明会を開催
■申 ５月１０日�～６月１５日�に安城市矢作
川くだり実行委員会（桜井公民館内／
�〈９９〉３３１３）へ

■時 ５月１１日�午前９時～午後３時（雨
天の場合は１８日�）
■場 市総合運動公園内蒸気機関車前（中
部公民館北）
■対 小学生
■持 画板、絵の具、クレヨンなど
※画用紙は主催者で用意します。
■他 市長賞・市議会議長賞・教育長賞ほ
か各学年５人に優秀賞。参加賞もあ
ります。
■問 公園緑地課

■時 ■場 下表のとおり

※乳幼児�午前１０時～１１時、小学生�
午後３時３０分～４時３０分。
■問 子ども課子育て支援係

■時 ５月１１日�午前９時～正午
■場 リサイクルプラザ
■問 清掃事業所（�〈７６〉３０５３）、当日の問
い合わせ（�０９０〈９８９２〉２９３３）

親子で遊ぼう会 ▼

講習種別
会場講習日

（７月） 一般特定給油
午後

①

１日�
午前午後２日�
午前午後３日�
午前
午後４日�

午前午後８日�
午後午前９日�
午後午前１０日�
午前午後②１６日�
午後午前③１８日�
午後午前④２３日�
午前午後⑤２５日�
午後午前⑥２９日�

①ウィルあいち　②ライフポートとよはし
③稲沢市民会館　④高浜市立中央公民館
⑤刈谷市産業振興センター
⑥大府市勤労文化会館
給油＝給油取扱所　特定＝特定事業所

蒸気機関車写生大会 ▼ 普通救命講習会Ⅰ ▼

スポーツセンターの
教室・講座

▼
▼

危険物取扱者保安講習会 ▼

とき（※）対象ところ
１３日・２７日乳幼児

南部公民館
１５日小学生

１４日・２１日乳幼児
東部公民館

２２日小学生
８日・２２日乳幼児

安祥公民館
２９日小学生

９日・２３日乳幼児高棚町内会
公民館　　 小学生

今月の移動児童館 ▼

今月の再生家具等入札販売 ▼

　非行防止や犯罪者の更生、犯罪予防
を織り込んだ標語と作文を募集します。
■内 賞（各部門とも） ▼最優秀賞５０００円、
優秀賞３０００円、入選２０００円分の図書
カード　※参加賞あり。

■対 標語�小学生以上　作文�小学生～
高校生

■申 ５月１６日�までに、標語（１人１点
まで）は、はがき（はがき大の用紙も
可）に、作文は、４００字詰め原稿用紙
３枚程度に、いずれも住所・氏名・
年齢（学年）・学校名を記入のうえ、
社会福祉課へ

■内 職務内容 ▼市民ギャラリーで開催す
る美術企画展の受け付け案内業務　
勤務日時 ▼６月２９日�～来年３月３１
日�のうち、指定する日の午前９時
～午後５時（���勤務）　賃金 ▼１
時間８２０円、通勤割増１日２００円

■対 昭和２８年４月２日～６３年４月１日生
まれの女性

■定 １０人程度
■申 ５月５日�～
２５日�午前８
時３０分～午後
５時（�を除く）
に履歴書（顔写
真付き）を持っ
て市民会館（�
〈７５〉１１５１）へ

■内 パソコン講習、医療事務、経理事務
（７月～９月、全１８回）
■場 パソコン講習�名古屋・豊橋市内、
医療事務・経理事務�名古屋市内

■対 県内の母子家庭の母および寡婦の人
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せん）
■他 定員が４０人の講習会もあります。日
程や会場など、詳細についてはお問
い合わせください。

■申 ５月９日�～３０日�に社会福祉課へ

■時 ６月８日�午前１０時（少雨決行）
■場 南部公民館集合→東端町念空寺・城
山稲荷・長福寺あじさい園→油ヶ渕
遊園地しょうぶ園（休憩・昼食・周
辺の散策）→南部公民館（午後２時３０
分帰着予定）

■持 昼食・水筒・雨具・敷物
■他 駐車場が狭いため、乗り合わせでお
越しください。

■問 市体育館（�〈７５〉３５３５）

■場 ■問 丈山苑（�〈９２〉７７８０）
■￥ 入苑料 ▼１００円（中学生以下無料）
週末宵開苑　　　　　　　　　　　　
　期間中の��は、午後７時まで開苑
（入苑は午後６時３０分まで）。
■時 ５月３日�～６月１日�
新緑茶会　　　　　　　　　　　　　
■時 ５月１１日�午前１０時～午後３時
■￥ 呈茶料 ▼３００円（入苑料別途）
あじさいコンサート　　　　　　　　
■時 ６月１日�午後５時・午後７時
■内 演奏 ▼ 大村 典  子 （ハープ）、

のり こ

 三  枝  慎  子 
さえ ぐさ しん こ

（チェロ）、山田 英  津  子 （ソプラノ）
え つ こ

■定 各１００人（先着順）
■￥ １０００円（中学生以下９００円。呈茶料・
入苑料含む）

■申 ５月８日�午前９時から電話で同苑
へ

広報あんじょう　2008.5.1�

■場 ■問 同クラブハウス（�〈９２〉７１１２）
■他 入園料別途。都合により変更する場
合があります。詳細はお問い合わせ
ください。
押し花教室　　　　　　　　　　　　
■時 ５月３日�・４日�午前１０時
■講 長谷川はる子氏
■定 各１００人（当日先着順）
■￥ ５００円
フラワーアレンジメント教室　　　　
■時 ５月５日�午前１０時
■講 山口 秋  子 氏

あき こ

■定 １００人（当日先着順）
■￥ １０００円から
シルバーアクセサリー教室　　　　　
■時 ５月６日� 午前１０時
■講 近藤 祐 子   氏

ゆう こ

■定 ５０人（当日先着順）
■￥ １５００円から
木工教室　　　　　　　　　　　　　
■時 ５月１０日�・１１日�午前１０時
■講 水野 幸 春   氏

ゆき はる

■定 各１００人（当日先
着順）
■￥ ５００円から
トールペイント教室　　　　　　　　
■時 ５月１７日�午後１時、１８日�午前１０
時
■講  庄 

しょう

 司 
じ

 亮 子
りょう

   氏
こ

■定 各１００人（当日先着順）
■￥ ６００円から
パン教室　　　　　　　　　　　　　
■時 ５月１０日�・１１日�・１７日�・１８日
�①午後１時、②午後２時３０分
※１８日は②のみ

■定 各３６人（先着順）
■￥ ５００円
■申 当日午前９時３０
分からクラブハウスへ

いちご大福教室　　　　　　　　　　
■時 ５月１０日�・１１日�・１７日�・１８日
�①午前１１時、②午後１時、③午後
２時３０分　※１０日は②・③のみ
■定 各１５人（先着順）
■￥ ５００円
■申 当日午前９時３０分からクラブハウス
へ

■時 ５月１１日�午後２時
■場 歴史博物館エントランスホール
■内 演題 ▼「Ｍｙ　ｆａｖｏｒｉｔｅ　ｔｈｉｎｇｓ～
私のお気に入り～」
演奏 ▼Ｍｏｄｅｒｎ　Ｃｌａｓｓｉｃｓ　

■問 歴史博物館（�〈７７〉６６５５）

社会を明るくする運動の
標語と作文

▼
▼

市民ギャラリー臨時職員 ▼

母子家庭就業支援講習会 ▼

丈山苑の催し ▼

デンパーククラブハウスの
教室・講座

▼
▼

ミュージアム・コンサート ▼

しょうぶ歩け運動 ▼

■時 期間・日時
■場 場所
■内 内容
■講 講師・指導
■対 対象・資格
■定 定員・募集人数

■￥ 費用・受講料など
■持 持ち物
■他 その他
■申 申し込み方法など
■問 問い合わせ先

なお、■対 どなたでも、■定 特になし、
■￥ 無料の場合は記載を省略していま
す。



　こどもの日にちなみ、市内小中学生
を対象にデンパーク無料入園券を学校
を通じて配布しました。入園券の有効
期間は６月１日�まで。ぜひこの機会
に家族そろってデンパークへ。
■問 青少年の家（�〈７６〉３４３２）

　茶臼山高原（長野県根羽村）、作手高
原（新城市）の野外センターの利用受け
付けを開始します。
■内 開放日程 ▼下表のとおり

■￥ １泊２日で大人２００円、 小中学生
１００円（ 薪 代・燃料代は現地支払い）

まき

■申 ５月９日�～利用日１週間前の午前
９時～午後５時（�を除く）に、所定
の申込書および参加者名簿と利用料
金を添えて市体育館へ
※市内在住・在勤・在学以外の人は６
月１日�から受け付けます。申込書
と利用の手引きは同課にあります。
■問 市体育館（�〈７５〉３５３５）

■場 歴史博物館ミュージアムショップ
■内 「新美南吉の教え子たち」「江戸時代
の農村における世帯構成」「 松 

しょう

 韻  寺 
いん じ

『太子岩伝説』覚書」「庄屋　杉浦庄右
衛門に繋がる事柄」の４編が収めら
れています。
■￥ ８００円
■他 安城の郷土に関する未発表の研究成
果など、第３４号の原稿を募集。
対象 ▼市内在住・在勤の人　応募方
法 ▼文章をデータ（マイクロソフト、
ワードまたはテキスト形式）で作成
し、ＦＤまたはＣＤーＲで提出。字
数は２０００字から８０００字以内、写真は
５枚以内。資料を引用した場合は、
出典を明示すること　提出期限 ▼１０
月３１日�までに同館へ
■問 歴史博物館（�〈７７〉６６５５）

　安城市の国民健康保険加入者で、就
職などにより安城市の国民健康保険以
外の健康保険に加入した人は、喪失の
届け出が必要です。まだ、手続きをし
ていない人は、至急届け出てください。
■持 新しい健康保険証、国民健康保険証、
認め印
■問 国保年金課

　市とあいち中央農協は、猟友会の協
力を得て、農作物を食べ荒らすドバト、
ヒヨドリ、カラスなどの駆除を市内全
域で行います。
　十分注意して行いますが、事故防止
のため子どもたちが近づかないように、
また、飼いバトなどは放さないように
ご注意ください。
■時 ５月２５日�、６月１５日�午前７時～
正午
■問 農務課

　まつりの会場となる無量寿寺境内に
は約３万本のかきつばたが植えられ、
特に一番花が咲きそろう５月初旬が一
番の見ごろです。期間中、午後９時ま
で夜間照明をしています。
■時 ５月２６日�まで
■場 八橋かきつばた
園（知立市八橋
町・無量寿寺境
内）　※名鉄三
河八橋駅下車徒
歩５分
■問 知立市観光協会（知立市経済課内／
�〈８３〉１１１１）

　県無形文化財指定の「吉浜細工人形」。
約８００メートルの散策コース「人形小路」
に展示しています。
■時 ５月８日�
～１１日�
■場 名鉄三河線
吉浜駅前人
形小路、柳
池院、宝満寺
人形小路花まつり　　　　　　　　　
■内 ＪＡあいち中央産直市、人形小路じ
まん市、スタンプラリーなどイベン
トが盛りだくさん
■時 ５月１０日�・１１日�
■問 高浜市観光協会事務局（かわら美術
館内／�〈５２〉３３６６）

吉浜細工人形展 高
浜
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史跡八橋かきつばたまつり 知
立

国民健康保険
資格喪失の届け出

▼
▼

気をつけて！
鉄砲でドバト退治

▼
▼

市野外センターの一般個人・
団体利用の受け付け開始

▼
▼

作手高原茶臼山高原月

１７日�～１９日�、
２４日�～２６日�、
３１日�

１７日�～１８日�、
２４日�～２５日�、
３１日�

５

１日�～２日�、
７日�～９日�、
１４日�～１６日�、
２１日�～２３日�、
２８日�～３０日�

１日�
７日�～８日�、
１４日�～１５日�、
２１日�～２２日�、
２８日�～２９日�

６

５日�～７日�、
１２日�～２１日�、
２６日�～２７日�

５日�～３１日�７

１日�～４日�、
９日�～１８日�、
２３日�～３１日�

１日�～３１日�８

１日�～８日�
１３日�～１５日�、
２０日�～３０日�

１日�～３０日�９

安城歴史研究第３３号を販売 ▼

５月は家族でデンパークへ ▼

■時 期間・日時
■場 場所
■内 内容
■講 講師・指導
■対 対象・資格
■定 定員・募集人数

■￥ 費用・受講料など
■持 持ち物
■他 その他
■申 申し込み方法など
■問 問い合わせ先

なお、■対 どなたでも、■定 特になし、
■￥ 無料の場合は記載を省略していま
す。

広報あんじょう　2008.5.1�
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外国語の
情報ボックス

※申し込みや問い合わせは、日本語
でお願いします。

※ ��������	�
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