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デンパーククラブハウスの
体験教室

■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。

矢作川水源の森トラスト
プロジェクト関連イベント

防災講演会
市制６５周年記念事業として防災講演
会を開催します。講演会をきっかけに、
防災意識を高めましょう。
■時１月３１日昌午後３時～４時
■場アンフォーレ
■内演題獅「彼を知り己を知れば百戦殆

あや

うからず」
■講福和伸夫氏（名古

ふく わ

屋大学減災連携研
究センター長、あ
いち・なごや強靭
化共

きょう

創センター長）
そう

■定２５０人（当日先着順）
■問危機管理課（緯〈７１〉
２２２０）

福福和伸夫福和伸夫氏氏

■場市民会館
■問生涯学習課（緯〈７６〉１５１５）
シルバーカレッジ第２１期生作品展
熟年者が学ぶシルバーカレッジの第

２１期生が、講座での学びの集大成を展
示します。
■時１月１２日晶～１４日掌午前９時３０分～
午後４時（１４日は午後３時３０分まで）
シルバーカレッジ第１４回OB作品展
シルバーカレッジOB（１６期有志他、

１７～２０期生）が、現在の活動報告と作
品の展示を行います。
■時１月１９日晶～２１日掌午前９時３０分～
午後４時（２１日は午後３時３０分まで）

シルバーカレッジ作品展

■場■申１月１６日昇午前９時から、電話で
子育て支援センター（あんぱ～く内
／緯〈７２〉２３１７）へ
※松掌抄を除く。
※１家族１人１講習まで。

子育て何でも相談広場
■時２月９日晶午前１０時～１１時３０分
■内絵本をえらぶ・絵本で遊ぶ
■講図書情報館の司書
■対乳幼児と保護者
■定２０組（先着順）
育児講習会
■時２月１６日晶午前１０時～１１時３０分
■内創造力を育てるよいおもちゃの選び
方・与え方
■講藤田篤氏（「木のおもちゃと絵本のカ
ルテット」オーナー、一般社団法人
日本知育玩具協会代表理事）

■対乳幼児の保護者
■定３０人（先着順）
■他別室託児あり
親子遊び講習会
■時３月２日晶午前１０時～１１時３０分
■内音楽に合わせて親子で遊ぼう
■講青山尚実氏（AFAA認定キッズイン
ストラクター）
■対１歳半～未就園の子と保護者
■定３０組（先着順）

あんぱ～くの講習会

日本語教室ボランティア
入門講座
日本語ボランティアって？地域で暮
らす外国人の役に立てることはないか
な？と思っている人、ぜひ気軽にご参
加ください！
■時１月２５日昭午後３時～４時３０分
■場市役所さくら庁舎
■対日本語教室ボランティア未経験者で、
他のボランティアの経験がない人・
ボランティアを始めたばかりの人
■定２０人程度（先着順）
■申１月４日昭からの午前８時３０分～午
後５時１５分（松掌抄を除く）に直接か
電話で安城市国際交流協会（緯〈７１〉
２２６０）へ

■他入園料別途。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１月５日晶から各申込締切日までの
午前９時３０分～午後４時３０分（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
寄せ植え講座

■時２月９日晶午前１０時～正午
■内テーマ獅季節の寄せ植え
■講野正美保子氏
■定２０人（先着順）
■￥４０００円
■持薄手袋、はさみ、エプロン（ガーデ
ニング用）
■申申込締切日獅１月２６日晶

フォトマスターEXによる写真講座
一般社団法人日本写真学会公認、「フ
ォトマスターEX」の資格をもつ講師に

エキスパート

よる写真講座です。
■時２月９日晶・２３日晶午前１０時～正午
（全２回）
■内テーマ獅いいことありそうな構図
■講鶴田郁夫氏（フォトマスターEX）
■定２０人（先着順）
■￥２３００円
■申申込締切日獅２月２日晶

①・②共通事項
■場アンフォーレ
■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）

①フォーラム２０１８
安城市と根羽村との人的・物的両面
にわたる交流の深化のあり方と、安城
市民のためのオーダーメイドの「水源
の森づくり」を考えます。
■時１月２７日松午後１時２０分～４時
■内■講暫プロジェクト経過報告

暫基調講演「横浜市における水源林
への取り組み」温

ぬく

井浩徳氏（横浜市水
い ひろ のり

道局水源林管理所所長）
暫パネルディスカッション「安城市
のオーダーメイドによる水源の森を
考える」
コーディネーター獅飯尾歩氏（中日
新聞社論説委員）
パネラー獅温井浩徳氏、森山まり子
氏（日本熊森協会会長）、今村豊氏（根
羽村森林組合参事）、神谷輝幸氏（エ
コネットあんじょう理事長）

■定１５０人（当日先着順）
②安城市民の水源の森 根羽村 楽しい
ぞー展
■時１月２７日松午前１０時～午後４時
■内根羽村物産展、木のおもちゃ展、写
真展
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全国公募した第２回新美南吉絵本大
賞の入賞者を表彰します。
絵本作家による講演や、南吉が安城

時代に聴いたとされるピアノのコンサ
ートもあります。ぜひお越しください。
■時２月１７日松午後２時～５時（開場は
午後１時３０分）

■場アンフォーレ
■内暫新美南吉絵本大賞表彰式
暫南吉の詩の合唱（安城学園高等学
校合唱部）
暫基調講演 講師獅長野ヒデ子氏
（絵本作家）
暫歴史的価値の高い「南吉ピアノ」、
「政吉ヴァイオリン」による奇跡の共
演コンサート

■対小学生以上
■定２００人（先着順）
■他入賞作品を会場に展示
■申１月６日松からの午前９時～午後８
時（休館日を除く。松掌抄は午後６時
まで）に、氏名・電話番号を電話か
ファクス・Eメールでアンフォーレ
課（緯〈７６〉６１１１／胃〈７７〉６０６６／tosyo
@city.anjo.lg.jp）へ

第２回新美南吉絵本大賞
表彰式

クラウドファンディング（※）の仕組
みやメリット・デメリットを学びます。
また、経験談も聞くことができます。
※不特定多数の人から、寄付等により
活動資金を調達する手法のこと。
■時１月２８日掌午後１時３０分～３時３０分
■場市民交流センター
■講新倉春美氏（特定非営利活動法人 こ

にい くら はる み

どもNPO副理事長）
■対クラウドファンディングに興味のあ
る人、新たな事業の立ち上げを考え
ている市民活動団体の人
■定２０人（先着順）
■申１月５日晶午前９時から、直接か電
話・ファクスで、市民交流センター
（緯〈７１〉０６０１／胃〈７１〉０６６８）へ

クラウドファンディングに
挑戦！

■時２月９日晶午後２時～３時３０分
■場安城商工会議所（桜町）
■内テーマ獅「世界経済・日本経済・東
海経済」

■講内田眞一氏（日本
しん いち

銀行名古屋支店長）
■定１２０人（先着順）
■申２月２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）

経済講演会

■時１月１４日掌午後２時～
４時（受付は午後１時
３０分から）
■場市民会館
■内家庭教育講演会テーマ
獅「戦わないコミュニ
ケーション～怒りの感
情とうまくつき合う～」

■講山﨑洋実氏（コミュニ
ケーションコーチ）
■定１２００人（当日先着順）
■問青少年健全育成推進大
会獅青少年愛護センタ
ー（青少年の家内／緯

〈７６〉３４３２）
家庭教育講演会獅生涯
学習課（緯〈７６〉１５１５）

山﨑洋実さん
１９７１年静岡県生
まれ。旅行代理
店や大手英会話
学校に勤務し、
人材育成の楽し
さを知る。結婚
退職後はコーチ
ングを学び、出

産・専業主婦生活を経て始めた身近
なママ友達向けの子育て講座が評判
になる。
フジテレビ「ほんまでっか！？TV」や
TBSテレビ「ゴゴスマ」等メディア
出演や著書も多数。「ひろっしゅコー
チ」の愛称で慕われている。

｢子どもたちのすこやかな成長をめざして｣と題し、青少年健全育成推
進大会と家庭教育講演会を合同で開催します。
青少年健全育成推進大会では、健全でたくましい、他の模範となる児
童生徒や日ごろから地域で青少年健全育成に尽力されている人の顕彰を
行い、家庭教育講演会では山﨑洋実氏を講師に迎えます。

内田眞一内田眞一氏氏

市民ギャラリー企画展「明治・大正・
昭和 愛知の洋画家たち」の展示の中か
ら作品を選んで、模写に挑戦してみま
せんか。初心者でも楽しく体験できます。
■時２月４日掌午後１時～３時
■講近藤義行氏（形象派美術協会会員）
■定２０人（定員を超えた場合は抽選）
■￥５００円
■申１月２５日昭までに、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
（〒４４６-００２６安城町城堀３０／胃〈７７〉
４４９１）へ
※はがき１枚で２人まで応募可。市
民ギャラリーHPからも申込可。
■場■問市民ギャラリー（緯〈７７〉６８５３）

名作を模写しよう

専門医師と酒害相談員等が１組１時
間を目安に相談を受けます。
■時２月６日昇午後２時～４時
■場衣浦東部保健所（刈谷市大手町）
■対アルコール問題で悩んでいる本人や
家族
■定２組（先着順）
■申１月４日昭から電話で、衣浦東部保
健所健康支援課（緯〈２１〉９３３７）へ

アルコール専門相談
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時代に聴いたとされるピアノのコンサ
ートもあります。ぜひお越しください。
■時２月１７日松午後２時～５時（開場は
午後１時３０分）

■場アンフォーレ
■内暫新美南吉絵本大賞表彰式
暫南吉の詩の合唱（安城学園高等学
校合唱部）
暫基調講演 講師獅長野ヒデ子氏
（絵本作家）
暫歴史的価値の高い「南吉ピアノ」、
「政吉ヴァイオリン」による奇跡の共
演コンサート

■対小学生以上
■定２００人（先着順）
■他入賞作品を会場に展示
■申１月６日松からの午前９時～午後８
時（休館日を除く。松掌抄は午後６時
まで）に、氏名・電話番号を電話か
ファクス・Eメールでアンフォーレ
課（緯〈７６〉６１１１／胃〈７７〉６０６６／tosyo
@city.anjo.lg.jp）へ

第２回新美南吉絵本大賞
表彰式

クラウドファンディング（※）の仕組
みやメリット・デメリットを学びます。
また、経験談も聞くことができます。
※不特定多数の人から、寄付等により
活動資金を調達する手法のこと。

■時１月２８日掌午後１時３０分～３時３０分
■場市民交流センター
■講新倉春美氏（特定非営利活動法人 こ

にい くら はる み

どもNPO副理事長）
■対クラウドファンディングに興味のあ
る人、新たな事業の立ち上げを考え
ている市民活動団体の人

■定２０人（先着順）
■申１月５日晶午前９時から、直接か電
話・ファクスで、市民交流センター
（緯〈７１〉０６０１／胃〈７１〉０６６８）へ

クラウドファンディングに
挑戦！

■時２月９日晶午後２時～３時３０分
■場安城商工会議所（桜町）
■内テーマ獅「世界経済・日本経済・東
海経済」

■講内田眞一氏（日本
しん いち

銀行名古屋支店長）
■定１２０人（先着順）
■申２月２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）

経済講演会

■時１月１４日掌午後２時～
４時（受付は午後１時
３０分から）
■場市民会館
■内家庭教育講演会テーマ
獅「戦わないコミュニ
ケーション～怒りの感
情とうまくつき合う～」

■講山﨑洋実氏（コミュニ
ケーションコーチ）
■定１２００人（当日先着順）
■問青少年健全育成推進大
会獅青少年愛護センタ
ー（青少年の家内／緯

〈７６〉３４３２）
家庭教育講演会獅生涯
学習課（緯〈７６〉１５１５）

山﨑洋実さん
１９７１年静岡県生
まれ。旅行代理
店や大手英会話
学校に勤務し、
人材育成の楽し
さを知る。結婚
退職後はコーチ
ングを学び、出

産・専業主婦生活を経て始めた身近
なママ友達向けの子育て講座が評判
になる。
フジテレビ「ほんまでっか！？TV」や
TBSテレビ「ゴゴスマ」等メディア
出演や著書も多数。「ひろっしゅコー
チ」の愛称で慕われている。

｢子どもたちのすこやかな成長をめざして｣と題し、青少年健全育成推
進大会と家庭教育講演会を合同で開催します。
青少年健全育成推進大会では、健全でたくましい、他の模範となる児
童生徒や日ごろから地域で青少年健全育成に尽力されている人の顕彰を
行い、家庭教育講演会では山﨑洋実氏を講師に迎えます。

内田眞一内田眞一氏氏

市民ギャラリー企画展「明治・大正・
昭和 愛知の洋画家たち」の展示の中か
ら作品を選んで、模写に挑戦してみま
せんか。初心者でも楽しく体験できます。
■時２月４日掌午後１時～３時
■講近藤義行氏（形象派美術協会会員）
■定２０人（定員を超えた場合は抽選）
■￥５００円
■申１月２５日昭までに、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
（〒４４６-００２６安城町城堀３０／胃〈７７〉
４４９１）へ
※はがき１枚で２人まで応募可。市
民ギャラリーHPからも申込可。
■場■問市民ギャラリー（緯〈７７〉６８５３）

名作を模写しよう

専門医師と酒害相談員等が１組１時
間を目安に相談を受けます。
■時２月６日昇午後２時～４時
■場衣浦東部保健所（刈谷市大手町）
■対アルコール問題で悩んでいる本人や
家族

■定２組（先着順）
■申１月４日昭から電話で、衣浦東部保
健所健康支援課（緯〈２１〉９３３７）へ

アルコール専門相談
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■時２月２２日昭・２３日晶午前９時４５分～
午後４時（全２回）
■場刈谷市産業振興センター（刈谷市相
生町）
■定１０４人（先着順）
■￥４０００円（当日支払い）
■申１月２２日捷～２６日晶午前８時３０分～
午後５時に、申込書と証明写真（縦
４尺×横３尺で３カ月以内に撮影）
を持ち、安城消防署（緯〈７５〉２４５８）へ
※申込書は同署・衣浦東部広域連合
HPで配布。
※電話・郵送では受付しません。

甲種防火管理新規講習

安城盆栽会（日本盆栽協会安城支部）
の会員が日々丹精込めた名品の数々を
展示します。
■時１月１９日晶～２１日掌午前９時～午後
５時（１９日は午前１０時から、２１日は
午後３時まで）

■￥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）

■場■問歴史博物館（緯〈７７〉６６５５）
三河万歳「新春招福の初舞」

安城の三河万歳保存会が、新春招福
の初舞を披露します。神道三河万歳、
御殿万歳、三曲万歳を演じます。文字
書きからくり人形の書初めも行います。
■時１月７日掌午後２時
博物館ボランティアによる常設展示ガ
イド
■時１月１３日松・２７日松午前１０時～正午、
午後１時～３時

歴博マイスター（ボランティア）養成講座

歴博マイスターの主な役割は、小・
中学生の見学学習等の常設展示ガイド
や、鎧の試着会、安祥文化のさとまつ
り等のイベントのボランティアです。
養成講座では、歴史博物館の常設展示
を元に安城の歴史を学び、鎧の着付け
や火おこし等の実習も行います。
■時２月１日昭・１５日昭、３月１日昭午
前１０時～正午（全３回）
■対３回の日程すべてに参加できる人
■定３０人程度（先着順）
■他講座終了後、希望者はボランティア
登録をします
■申１月９日昇午前９時から（休館日を
除く）電話で歴史博物館へ
安城歴博・中京大学連携講座
■時１月１３日松午後２時～３時３０分
■内テーマ獅第４回「尾張藩の情報収集
活動－殿

でん

中
ちゅう

刃
にん

傷事件をめぐって」
じょう

■講白根孝胤氏（歴史文化学科准教授）
しら ね こう いん

■定８０人程度（当日先着順）

歴史博物館の催し

市制６５周年記念事業として、安城市
と警察のコラボによる、交通安全と防
犯のキャンペーンを行います。楽しく
参加して、交通安全や防犯への意識を
高めましょう。
■時１月７日掌午後１時３０分～４時３０分
■場アンフォーレ
■内下記以外にも防犯かるた・指紋採取
体験・クイズラリー等多数の催しを
予定
■他来場者には啓発品を配布します（数
に限りがあります）
■問市民安全課（緯〈７１〉２２１９）
防犯・交通安全寸劇
■時①午後１時４５分～２時１５分 ②午後
３時４５分～４時１５分
■内防犯や交通安全のポイントをわかり
やすい寸劇で伝えます
■講①獅防犯活動専門チーム「のぞみ」
②獅交通安全教育チーム「あゆみ」
愛知県警察音楽隊演奏
年間２００回の演奏を行う大人気の音

楽隊がアンフォーレで初演奏。勇壮な
マーチや優雅な映画音楽を奏でます。
■時午後３時～３時３０分
１１０番通報体験コーナー
いろいろな場面を想定した１１０番通

報が体験できます。
記念撮影コーナー
ちびっこ警官服を着たり、パトカー
に乗ったりできます。また、マスコッ
トキャラクター（コノハけいぶ・きー
ぼー・サルビー）と一緒に記念写真を
撮ることができます。

■時１月７日掌午前９時３０分
■場安城消防署
■内消防団・消防署による一斉放水や訓
練披露、東山中学校による和太鼓演
技
■他見学者は市役所西駐車場を利用して
ください
■問危機管理課（緯〈７１〉２２２０）

消防出初式

新年の楽しい紙芝居をぜひ見に来て
ください。
■時１月２１日掌午後２時～２時３０分
■場アンフォーレ
■対３歳～小学３年生
■定３０人（当日先着順）
■問アンフォーレ課（緯〈７６〉６１１１）

紙芝居の会 新年お楽しみ会

ハグモミ講座
ハグモミとは「ハグするようにモミ

モミする」をコンセプトにしたタッチ
＆コミュニケーション術。手のひらか
ら始まる子どもとのコミュニケーショ
ンの時間を一緒に楽しみましょう。
■時１月１７日昌午前１０時３０分～１１時３０分
■場アンフォーレ
■講水野和子氏
■対０～２歳の子どもと保護者（女性）
■定１５組（先着順）
■申１月５日晶午前９時から、参加者の
氏名・電話番号、参加する子どもの
年齢を電話でアンフォーレ課（緯〈７６〉
６１１１）へ

献血にご協力ください！
４００朱献血にご協力ください。
■時１月７日掌午前１０時～午後４時
■場アピタ安城南店（桜井町）
■他血液の在庫状況等により、中止する
場合があります
■問市保健センター（緯〈７６〉１１３３）

■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。
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■場環境学習センターエコきち
■申１月６日松から各開催日の３日前ま
での午前９時～午後９時（昌を除く。
開催３日前が昌の場合はその前日ま
で）に、講座名・住所・氏名・年齢・
電話番号・参加人数を電話かファク
スで環境学習センターエコきち（緯・
胃〈７６〉７１４８）へ
※受付開始日は１家族１講座のみ。
スノードーム作り
節分をテーマとしたスノードームを
作ります。
■時１月２０日松午前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）
■￥４００円
■持あきびん（佃煮、ジャム等）
コマの不思議世界
いろいろな
コマを作って
遊びながら、
不思議な動き
の秘密を探り
ます。
■時１月２１日掌午前１０時～１１時３０分
■講川角正彦氏
■対小学生以上の子と保護者
■定５組（先着順）
■￥子ども１人１００円
生ごみたい肥でプランター栽培
家庭から出る生ごみを土のう袋でた
い肥化し、野菜を育てる方法を学びま
す。
■時１月２７日松午
前１０時～１１時
３０分
■講神谷輝幸氏
（環境カウン
セラー）
■対１８歳以上
■定５人（先着順）
■￥１００円
はぎれでシュシュ作り
はぎれを使
ってかわいい
オリジナルシ
ュシュを作り
ます。
■時１月３０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
■持針、糸、ハサミ（裁縫セット）

エコきちへ行こう

■問堀内公園（緯〈９９〉５９４７）
新春「どでか！かるた大会」
■時１月２０日松・２１日掌午後２時・３時
（雨天中止）
■内堀内公園にちなんだ内容のかるた大
会

■対小学生以下
■定各２０人（当日先着順）
作ってみよう！「折り紙 DE鬼のポ
シェット」
■時１月２７日松・２８日掌午前１０時～午後
３時

■対小学生以下
■定各３０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２月１０日松・２６日捷諮①ノルディッ
クウォーキング獅午前９時３０分～１０
時３０分 ②棒びくす獅午前１１時～正
午

■内①獅ポールの使い方、歩き方 ②獅

肩こり腰痛予防体操
■対①②獅小学生以上
■定①獅各４０人 ②獅各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、持参する人は無料

■持運動しやすい服装、靴、飲み物
■申１月５日晶～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

堀内公園の催し

■時１月１４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

■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

第４回起業セミナー
「契約書作成のポイント」
■時１月２６日晶午後２時～３時
■場コワーキングスペースKEYPORT

キ ー ポ ー ト

(JR安城駅１階)
■内契約書の目的や構造、作成するうえ
での注意するべきポイントを学びま
す

■講中川裕介氏（行政書士法人名南経営）
■対起業を目指している人、起業家、新
規事業立ち上げを考えている人等

■定１０人程度（先着順）
■申１月２５日昭までの午前９時～午後１０
時に、直接か電話・EメールでKEY
PORT（緯〈７７〉６３１３／info@keyport.
jp）へ
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市内小・中学生の実験観察研究の部
の作品や発明工夫の部の作品を展示し
ます。
■時１月１９日晶～２１日掌午前９時～午後
８時３０分（２１日は午後５時まで）

※２０日・２１日の午前１０時・１１時３０分、
午後１時３０分・３時からは、かがく
大賞等優秀作品の説明会を実施。
■場アンフォーレ
■他来場の際は、できるかぎり自家用車
への相乗りや、公共交通機関の利用
をお願いします
■問教育センター（緯〈７５〉１０１０）

第５４回安城市小中学生科学
賞作品展「かがくのひろば」

①・②共通事項
■場市民交流センター
■内講義、ワークショップ
■定３０人程度（定員を超えた場合は抽選）
■他６カ月～６歳までの未就学児の託児
あり（１人１回３００円、要事前申込）
■申１月５日晶～３１日昌午前８時３０分～
午後５時１５分（松掌抄を除く）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
①「男だから」「女だから」と子どもに言
っていませんか？～個性ある子どもに
育てるために～
■時２月１６日晶午前１０
時～正午
■講功刀由紀子氏（愛

くぬぎ

知大学教授、一般
社団法人日本女性
科学者の会会長）
②発見！私を活かす、あなたを活かす
コミュニケーション
アサーション（自己表現）についての
講義とトレーニングを行います。
■時２月２４日松午前１０時～正午
■講水野節子氏（日本福祉大学助教）

男女共同参画セミナー

功功刀由紀子功刀由紀子氏氏
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■時２月２２日昭・２３日晶午前９時４５分～
午後４時（全２回）
■場刈谷市産業振興センター（刈谷市相
生町）
■定１０４人（先着順）
■￥４０００円（当日支払い）
■申１月２２日捷～２６日晶午前８時３０分～
午後５時に、申込書と証明写真（縦
４尺×横３尺で３カ月以内に撮影）
を持ち、安城消防署（緯〈７５〉２４５８）へ
※申込書は同署・衣浦東部広域連合
HPで配布。
※電話・郵送では受付しません。

甲種防火管理新規講習

安城盆栽会（日本盆栽協会安城支部）
の会員が日々丹精込めた名品の数々を
展示します。
■時１月１９日晶～２１日掌午前９時～午後
５時（１９日は午前１０時から、２１日は
午後３時まで）

■￥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）

■場■問歴史博物館（緯〈７７〉６６５５）
三河万歳「新春招福の初舞」

安城の三河万歳保存会が、新春招福
の初舞を披露します。神道三河万歳、
御殿万歳、三曲万歳を演じます。文字
書きからくり人形の書初めも行います。
■時１月７日掌午後２時
博物館ボランティアによる常設展示ガ
イド
■時１月１３日松・２７日松午前１０時～正午、
午後１時～３時

歴博マイスター（ボランティア）養成講座

歴博マイスターの主な役割は、小・
中学生の見学学習等の常設展示ガイド
や、鎧の試着会、安祥文化のさとまつ
り等のイベントのボランティアです。
養成講座では、歴史博物館の常設展示
を元に安城の歴史を学び、鎧の着付け
や火おこし等の実習も行います。
■時２月１日昭・１５日昭、３月１日昭午
前１０時～正午（全３回）
■対３回の日程すべてに参加できる人
■定３０人程度（先着順）
■他講座終了後、希望者はボランティア
登録をします
■申１月９日昇午前９時から（休館日を
除く）電話で歴史博物館へ
安城歴博・中京大学連携講座
■時１月１３日松午後２時～３時３０分
■内テーマ獅第４回「尾張藩の情報収集
活動－殿

でん

中
ちゅう

刃
にん

傷事件をめぐって」
じょう

■講白根孝胤氏（歴史文化学科准教授）
しら ね こう いん

■定８０人程度（当日先着順）

歴史博物館の催し

市制６５周年記念事業として、安城市
と警察のコラボによる、交通安全と防
犯のキャンペーンを行います。楽しく
参加して、交通安全や防犯への意識を
高めましょう。
■時１月７日掌午後１時３０分～４時３０分
■場アンフォーレ
■内下記以外にも防犯かるた・指紋採取
体験・クイズラリー等多数の催しを
予定
■他来場者には啓発品を配布します（数
に限りがあります）
■問市民安全課（緯〈７１〉２２１９）
防犯・交通安全寸劇
■時①午後１時４５分～２時１５分 ②午後
３時４５分～４時１５分
■内防犯や交通安全のポイントをわかり
やすい寸劇で伝えます
■講①獅防犯活動専門チーム「のぞみ」
②獅交通安全教育チーム「あゆみ」
愛知県警察音楽隊演奏
年間２００回の演奏を行う大人気の音

楽隊がアンフォーレで初演奏。勇壮な
マーチや優雅な映画音楽を奏でます。
■時午後３時～３時３０分
１１０番通報体験コーナー
いろいろな場面を想定した１１０番通

報が体験できます。
記念撮影コーナー
ちびっこ警官服を着たり、パトカー
に乗ったりできます。また、マスコッ
トキャラクター（コノハけいぶ・きー
ぼー・サルビー）と一緒に記念写真を
撮ることができます。

■時１月７日掌午前９時３０分
■場安城消防署
■内消防団・消防署による一斉放水や訓
練披露、東山中学校による和太鼓演
技
■他見学者は市役所西駐車場を利用して
ください
■問危機管理課（緯〈７１〉２２２０）

消防出初式

新年の楽しい紙芝居をぜひ見に来て
ください。
■時１月２１日掌午後２時～２時３０分
■場アンフォーレ
■対３歳～小学３年生
■定３０人（当日先着順）
■問アンフォーレ課（緯〈７６〉６１１１）

紙芝居の会 新年お楽しみ会

ハグモミ講座
ハグモミとは「ハグするようにモミ

モミする」をコンセプトにしたタッチ
＆コミュニケーション術。手のひらか
ら始まる子どもとのコミュニケーショ
ンの時間を一緒に楽しみましょう。
■時１月１７日昌午前１０時３０分～１１時３０分
■場アンフォーレ
■講水野和子氏
■対０～２歳の子どもと保護者（女性）
■定１５組（先着順）
■申１月５日晶午前９時から、参加者の
氏名・電話番号、参加する子どもの
年齢を電話でアンフォーレ課（緯〈７６〉
６１１１）へ

献血にご協力ください！
４００朱献血にご協力ください。
■時１月７日掌午前１０時～午後４時
■場アピタ安城南店（桜井町）
■他血液の在庫状況等により、中止する
場合があります
■問市保健センター（緯〈７６〉１１３３）

■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。
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■場環境学習センターエコきち
■申１月６日松から各開催日の３日前ま
での午前９時～午後９時（昌を除く。
開催３日前が昌の場合はその前日ま
で）に、講座名・住所・氏名・年齢・
電話番号・参加人数を電話かファク
スで環境学習センターエコきち（緯・
胃〈７６〉７１４８）へ
※受付開始日は１家族１講座のみ。
スノードーム作り
節分をテーマとしたスノードームを
作ります。
■時１月２０日松午前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）
■￥４００円
■持あきびん（佃煮、ジャム等）
コマの不思議世界
いろいろな
コマを作って
遊びながら、
不思議な動き
の秘密を探り
ます。
■時１月２１日掌午前１０時～１１時３０分
■講川角正彦氏
■対小学生以上の子と保護者
■定５組（先着順）
■￥子ども１人１００円
生ごみたい肥でプランター栽培
家庭から出る生ごみを土のう袋でた
い肥化し、野菜を育てる方法を学びま
す。
■時１月２７日松午
前１０時～１１時
３０分
■講神谷輝幸氏
（環境カウン
セラー）
■対１８歳以上
■定５人（先着順）
■￥１００円
はぎれでシュシュ作り
はぎれを使
ってかわいい
オリジナルシ
ュシュを作り
ます。
■時１月３０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
■持針、糸、ハサミ（裁縫セット）

エコきちへ行こう

■問堀内公園（緯〈９９〉５９４７）
新春「どでか！かるた大会」
■時１月２０日松・２１日掌午後２時・３時
（雨天中止）
■内堀内公園にちなんだ内容のかるた大
会

■対小学生以下
■定各２０人（当日先着順）
作ってみよう！「折り紙 DE鬼のポ
シェット」
■時１月２７日松・２８日掌午前１０時～午後
３時

■対小学生以下
■定各３０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２月１０日松・２６日捷諮①ノルディッ
クウォーキング獅午前９時３０分～１０
時３０分 ②棒びくす獅午前１１時～正
午

■内①獅ポールの使い方、歩き方 ②獅

肩こり腰痛予防体操
■対①②獅小学生以上
■定①獅各４０人 ②獅各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、持参する人は無料

■持運動しやすい服装、靴、飲み物
■申１月５日晶～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

堀内公園の催し

■時１月１４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

■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

第４回起業セミナー
「契約書作成のポイント」
■時１月２６日晶午後２時～３時
■場コワーキングスペースKEYPORT

キ ー ポ ー ト

(JR安城駅１階)
■内契約書の目的や構造、作成するうえ
での注意するべきポイントを学びま
す

■講中川裕介氏（行政書士法人名南経営）
■対起業を目指している人、起業家、新
規事業立ち上げを考えている人等

■定１０人程度（先着順）
■申１月２５日昭までの午前９時～午後１０
時に、直接か電話・EメールでKEY
PORT（緯〈７７〉６３１３／info@keyport.
jp）へ
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市内小・中学生の実験観察研究の部
の作品や発明工夫の部の作品を展示し
ます。
■時１月１９日晶～２１日掌午前９時～午後
８時３０分（２１日は午後５時まで）

※２０日・２１日の午前１０時・１１時３０分、
午後１時３０分・３時からは、かがく
大賞等優秀作品の説明会を実施。
■場アンフォーレ
■他来場の際は、できるかぎり自家用車
への相乗りや、公共交通機関の利用
をお願いします

■問教育センター（緯〈７５〉１０１０）

第５４回安城市小中学生科学
賞作品展「かがくのひろば」

①・②共通事項
■場市民交流センター
■内講義、ワークショップ
■定３０人程度（定員を超えた場合は抽選）
■他６カ月～６歳までの未就学児の託児
あり（１人１回３００円、要事前申込）

■申１月５日晶～３１日昌午前８時３０分～
午後５時１５分（松掌抄を除く）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
①「男だから」「女だから」と子どもに言
っていませんか？～個性ある子どもに
育てるために～
■時２月１６日晶午前１０
時～正午
■講功刀由紀子氏（愛

くぬぎ

知大学教授、一般
社団法人日本女性
科学者の会会長）

②発見！私を活かす、あなたを活かす
コミュニケーション
アサーション（自己表現）についての
講義とトレーニングを行います。
■時２月２４日松午前１０時～正午
■講水野節子氏（日本福祉大学助教）

男女共同参画セミナー

功功刀由紀子功刀由紀子氏氏
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里親体験発表
愛知県には様々な事情で、家庭で暮
らすことのできない子ども達が１０００人
以上います。県ではこうした子ども達
が家庭的な環境の中で愛情に包まれな
がら暮らせるように「里親委託」を推進
しています。
多くの人に「里親養育」について知っ
てもらうために、実際に活動している
里親さんによる体験発表を行います。
■時１月２６日晶午前１０時３０分～正午
■場刈谷市役所（刈谷市東陽町）
■内里親制度の説明、養子縁組型里親・
養育型里親の体験発表
■他事前申込みは不要です
■問刈谷児童相談センター（緯〈２２〉７１１１）、
市子育て支援課（緯〈７１〉２２２９）

マーメイドパレスの催し

■問マーメイドパレス（緯〈９２〉７３５１）
新春運試しイベント
■時１月５日晶

■内券売機で購入した利用券に当たりが
付いていたら、マーメイドパレスオ
リジナルグッズや施設利用券等を進
呈
■対プール・トレーニングルームの利用
券を券売機で購入した人
新春こども無料開放
中学生以下はプールを無料で利用で
きます。
■時１月６日松～８日抄

■対おむつが外れた子～中学生
※小学３年生以下は保護者同伴、保
護者１人につき子ども２人まで。
平日限定「利用料還元フェア」
■時１月９日昇～１２日晶・１６日昇～１９日
晶

■内くじを引き、当たりが出た人に施設
利用券を進呈
■対プール・トレーニングルーム利用者
BINGO大会！
■時１月２１日掌午後２時
■内ビンゴになった人に施設利用券を進
呈
■対プール利用者
■定１００人（先着順）
※午後１時５０分から造波プール前で
ビンゴカードを配布。

親子水泳教室
■時２月１８日掌・２５日掌、３月４日掌・
１１日掌・１８日掌午後１時～１時５０分
（全５回）
■対幼児と保護者
■定２０組（定員を超えた場合は抽選）
■￥３０５０円（傷害保険料含む）
■申１月９日昇～２８日掌午前１０時～午後
７時３０分に直接マーメイドパレスへ
※定員を超えた場合は、初回参加及
び市内在住・在勤者を優先したうえ
で１月３０日昇に公開代理抽選。
※キャンセル待ちは５組抽選し、定
員に満たない場合は追加募集します。
※１月３１日昌～２月１１日抄の期間に
受講料をお支払いください。期間中
に入金がない場合は、参加すること
ができません。
■場■問マーメイドパレス（緯〈９２〉７３５１）

■対安城・碧南・刈谷・知立・高浜市在
住・在勤・在学の人は、どの会場で
も受講できます
※団体での受講を希望する場合は、
各申込先へ問い合わせてください。
■定各２０人（先着順）
■申１月５日晶午前９時から、電話で各
申込先へ

■問衣浦東部広域連合消防課（緯〈６３〉０１３５）
普通救命講習Ⅲ
■時１月２０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
■場■申刈谷消防署救急係（緯〈２３〉１２９９）
普通救命講習Ⅰ
■時１月２１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
■場■申知立消防署救急係（緯〈８１〉４１４４）
実技救命講習
■時１月２８日掌午前９時～１１時
■内■対インターネット上で応急手当WEB
講習若しく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■申安城消防署救急係（緯〈７５〉２４９４）

救命講習会

■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。
広報あんじょう 2018.1.1

■申①②獅各開催日当日の午前９時～正
午に、直接か電話で市スポーツセン
ター（緯〈７５〉３５４５）へ ③④獅１月１１
日昭～各申込締切日の午前９時～午
後８時（休館日を除く）に、直接か電
話で同センターへ

①アクアビクス教室体験
■時１月１１日昭・１８日昭午後１時～２時
※どちらか１日のみ。

■対１８歳以上
■定各５人（先着順）
■持水着、水泳帽子
②大人水泳体験会
■時１月１２日晶・１９日晶午後１時～２時
※どちらか１日のみ。

■対１８歳以上で２５ｍ泳げない人
■定各５人（先着順）
■持水着、水泳帽子、ゴーグル
③ベーシックエアロ
■時２月７日昌～２８日昌の毎週昌午後１
時３０分～２時３０分（全４回）

■内基本のステップから楽しく体を動か
します
■対１８歳以上で運動制限の無いエアロビ
クス初心者

■定２５人（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、飲み物（ペットボトル）
■申申込締切日獅２月６日昇

④トライ１０００Mスイム
■時２月２０日昇～３月２７日昇の毎週昇午
後２時～３時（全６回）

■内１時間で１０００ｍ泳ぐことを目標にし
た教室です。ターンの練習も行いま
す

■対１８歳以上でクロールを２５ｍ泳げる水
泳初心者

■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
■申申込締切日獅１月３１日昌
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県特定最低賃金の改正
県内の特定の産業（６業種）に適用さ
れる特定最低賃金が、平成２９年１２月１６
日から下表のとおり改正されました。

※愛知県最低賃金は時間額８７１円（平成
２９年１０月１日発効）。
■他詳細は愛知労働局HPに掲載
■問刈谷労働基準監督署（緯〈２１〉４８８５）、
市商工課（緯〈７１〉２２３５）

時間額業種
９４１円鉄鋼業
９１１円はん用機械器具製造業
８７５円精密機械器具製造業
８８３円電気機械器具製造業
９１９円輸送用機械器具製造業
９０４円自動車（新車）小売業

西三河都市計画区域区分の変更（予
定）についての説明会を開催します。
■時１月１５日捷午後１時３０分
■場市役所本庁舎
■内開発造成行為や道路整備工事の完了
等にともなう市街化区域境の変更予
定箇所（藤井町地内：２カ所、桜井
町地内：１カ所、小川町地内：１カ
所）について、変更内容の説明を行
います
■問都市計画課（緯〈７１〉２２４３）

西三河都市計画の説明会

４７名から、９８作品の応募がありました。
入賞者は次の皆さんです。 〈敬称略〉
●１位 「暴力を しない させない 地域の輪」 池端晴美（小堤町）

いけ はた

●２位 「暴力に 悩まず恐れず まず相談」 鈴木久美子（安城町）
「地域の輪 勇気と決意で 暴力追放」 梅田壽三夫（市内在勤）

す み お

●３位 「暴力に 決して負けない 地域の和」 小菅芳威（市内在勤）
こ すげ よし たけ

「ちょっとした 勇気がまちの 暴力なくす」 林真央（二本木新町）
「地域の輪 みんなの力で 暴力追放」 木村守男（市内在勤）

■問市民安全課（緯〈７１〉２２１９）

１月１日現在、市内に償却資産を所
有し、事業を営む法人・個人に申告書
を送付しました。新たに事業を始めた
法人・個人で申告書が届かない場合は、
連絡してください。また、平成２９年中
に取得したテント倉庫等については家
屋課税になる可能性があります。詳し
くは問い合わせてください。
■申１月４日昭～３１日昌の午前８時３０分
～午後５時１５分（松掌抄を除く）に、
申告書を持参か郵送で資産税課（〒
４４６－８５０１住所不要）へ
■問資産税課（緯〈７１〉２２１５）
償却資産の申告はインターネットから
地方税ポータルシステムeLTAX（エ
ルタックス）でも申告ができます。

償却資産の申告を忘れずに

市スポーツセンタープール
の休館

■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
広報あんじょう 2018.1.1

昨年６月１日からスタートした本年
度の「あんじょう健康マイレージ事業」
の提出期限が迫っています。
暫BMI値を計算する
暫３０日間毎日体重測定を行う
暫健康目標を自分で立て、３０日間チャ
レンジする

暫健康診断の受診や健康づくりイベン
トに参加する
上記の項目等に取り組んで１００ポイ

ント貯めると、県内の協力店でサービ
スが受けられる「あいち健康づくり応
援カード～まいか～」がもらえる他、
ポイント達成者の中から、抽選で豪華
賞品が当たります！元日から始めれば、
３０日間のチャレンジにまだ間に合いま
すので、ぜひご参加ください。
また、既に提出した人も、提出した
シートの数だけ抽選口数が増え、当選
確率が高まりますので、最後の１カ月、
もう１枚提出してみませんか。
■申１月３１日昌までの午前８時３０分～午
後５時１５分（松掌抄を除く）に、シー
トを持参か郵送（必着）で市保健セン
ター（〒４４６－００４５横山町下毛賀知
１０６－１）へ
■問市保健センター（緯〈７６〉１１３３）

あんじょう健康マイレージ
の提出は１月末まで！

２０１８・２０１９年度に市が発注する①
「建設工事」、②「工事委託」、③「物品購
入」、④「その他委託」の見積及び競争入
札等に参加を希望する場合は、入札参
加資格審査申請が必要です。
■時申請期間獅１月４日昭～２月１５日昭

午前８時～午後８時（松掌抄を除く）
入札参加資格有効期間獅２０１８年４月
１日～２０２０年３月３１日

■他申請の手引き等は、あいち電子調達
共同システムHPに掲載

■問あいち電子調達共同システムヘルプ
デスク諮①②獅CALS/EC（緯０１２０
〈０５９〉３９９） ③④獅物品等（緯０１２０
〈５１１〉２７０）、市契約検査課（緯〈７１〉２２
１１）
※システムの操作に関することはあ
いち電子調達共同システムヘルプデ
スクへ問い合わせてください。

２０１８・２０１９年度入札参加資格
審査申請を受付（定時受付）

設備の安全点検・定期清掃のため、
プールは利用できません。
■時２月１日昭～１４日昌

■他アリーナ・トレーニングルームは通
常営業します
※２月５日捷は全館休館。
■問市スポーツセンター（緯〈７５〉３５４５）
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里親体験発表
愛知県には様々な事情で、家庭で暮
らすことのできない子ども達が１０００人
以上います。県ではこうした子ども達
が家庭的な環境の中で愛情に包まれな
がら暮らせるように「里親委託」を推進
しています。
多くの人に「里親養育」について知っ
てもらうために、実際に活動している
里親さんによる体験発表を行います。
■時１月２６日晶午前１０時３０分～正午
■場刈谷市役所（刈谷市東陽町）
■内里親制度の説明、養子縁組型里親・
養育型里親の体験発表
■他事前申込みは不要です
■問刈谷児童相談センター（緯〈２２〉７１１１）、
市子育て支援課（緯〈７１〉２２２９）

マーメイドパレスの催し

■問マーメイドパレス（緯〈９２〉７３５１）
新春運試しイベント
■時１月５日晶

■内券売機で購入した利用券に当たりが
付いていたら、マーメイドパレスオ
リジナルグッズや施設利用券等を進
呈
■対プール・トレーニングルームの利用
券を券売機で購入した人
新春こども無料開放
中学生以下はプールを無料で利用で
きます。
■時１月６日松～８日抄

■対おむつが外れた子～中学生
※小学３年生以下は保護者同伴、保
護者１人につき子ども２人まで。
平日限定「利用料還元フェア」
■時１月９日昇～１２日晶・１６日昇～１９日
晶

■内くじを引き、当たりが出た人に施設
利用券を進呈
■対プール・トレーニングルーム利用者
BINGO大会！
■時１月２１日掌午後２時
■内ビンゴになった人に施設利用券を進
呈
■対プール利用者
■定１００人（先着順）
※午後１時５０分から造波プール前で
ビンゴカードを配布。

親子水泳教室
■時２月１８日掌・２５日掌、３月４日掌・
１１日掌・１８日掌午後１時～１時５０分
（全５回）
■対幼児と保護者
■定２０組（定員を超えた場合は抽選）
■￥３０５０円（傷害保険料含む）
■申１月９日昇～２８日掌午前１０時～午後
７時３０分に直接マーメイドパレスへ
※定員を超えた場合は、初回参加及
び市内在住・在勤者を優先したうえ
で１月３０日昇に公開代理抽選。
※キャンセル待ちは５組抽選し、定
員に満たない場合は追加募集します。
※１月３１日昌～２月１１日抄の期間に
受講料をお支払いください。期間中
に入金がない場合は、参加すること
ができません。
■場■問マーメイドパレス（緯〈９２〉７３５１）

■対安城・碧南・刈谷・知立・高浜市在
住・在勤・在学の人は、どの会場で
も受講できます
※団体での受講を希望する場合は、
各申込先へ問い合わせてください。
■定各２０人（先着順）
■申１月５日晶午前９時から、電話で各
申込先へ

■問衣浦東部広域連合消防課（緯〈６３〉０１３５）
普通救命講習Ⅲ
■時１月２０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
■場■申刈谷消防署救急係（緯〈２３〉１２９９）
普通救命講習Ⅰ
■時１月２１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
■場■申知立消防署救急係（緯〈８１〉４１４４）
実技救命講習
■時１月２８日掌午前９時～１１時
■内■対インターネット上で応急手当WEB
講習若しく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■申安城消防署救急係（緯〈７５〉２４９４）

救命講習会

■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。
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■申①②獅各開催日当日の午前９時～正
午に、直接か電話で市スポーツセン
ター（緯〈７５〉３５４５）へ ③④獅１月１１
日昭～各申込締切日の午前９時～午
後８時（休館日を除く）に、直接か電
話で同センターへ

①アクアビクス教室体験
■時１月１１日昭・１８日昭午後１時～２時
※どちらか１日のみ。

■対１８歳以上
■定各５人（先着順）
■持水着、水泳帽子
②大人水泳体験会
■時１月１２日晶・１９日晶午後１時～２時
※どちらか１日のみ。

■対１８歳以上で２５ｍ泳げない人
■定各５人（先着順）
■持水着、水泳帽子、ゴーグル
③ベーシックエアロ
■時２月７日昌～２８日昌の毎週昌午後１
時３０分～２時３０分（全４回）

■内基本のステップから楽しく体を動か
します
■対１８歳以上で運動制限の無いエアロビ
クス初心者

■定２５人（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、飲み物（ペットボトル）
■申申込締切日獅２月６日昇

④トライ１０００Mスイム
■時２月２０日昇～３月２７日昇の毎週昇午
後２時～３時（全６回）

■内１時間で１０００ｍ泳ぐことを目標にし
た教室です。ターンの練習も行いま
す

■対１８歳以上でクロールを２５ｍ泳げる水
泳初心者

■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
■申申込締切日獅１月３１日昌
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県特定最低賃金の改正
県内の特定の産業（６業種）に適用さ
れる特定最低賃金が、平成２９年１２月１６
日から下表のとおり改正されました。

※愛知県最低賃金は時間額８７１円（平成
２９年１０月１日発効）。
■他詳細は愛知労働局HPに掲載
■問刈谷労働基準監督署（緯〈２１〉４８８５）、
市商工課（緯〈７１〉２２３５）

時間額業種
９４１円鉄鋼業
９１１円はん用機械器具製造業
８７５円精密機械器具製造業
８８３円電気機械器具製造業
９１９円輸送用機械器具製造業
９０４円自動車（新車）小売業

西三河都市計画区域区分の変更（予
定）についての説明会を開催します。
■時１月１５日捷午後１時３０分
■場市役所本庁舎
■内開発造成行為や道路整備工事の完了
等にともなう市街化区域境の変更予
定箇所（藤井町地内：２カ所、桜井
町地内：１カ所、小川町地内：１カ
所）について、変更内容の説明を行
います
■問都市計画課（緯〈７１〉２２４３）

西三河都市計画の説明会

４７名から、９８作品の応募がありました。
入賞者は次の皆さんです。 〈敬称略〉
●１位 「暴力を しない させない 地域の輪」 池端晴美（小堤町）

いけ はた

●２位 「暴力に 悩まず恐れず まず相談」 鈴木久美子（安城町）
「地域の輪 勇気と決意で 暴力追放」 梅田壽三夫（市内在勤）

す み お

●３位 「暴力に 決して負けない 地域の和」 小菅芳威（市内在勤）
こ すげ よし たけ

「ちょっとした 勇気がまちの 暴力なくす」 林真央（二本木新町）
「地域の輪 みんなの力で 暴力追放」 木村守男（市内在勤）

■問市民安全課（緯〈７１〉２２１９）

１月１日現在、市内に償却資産を所
有し、事業を営む法人・個人に申告書
を送付しました。新たに事業を始めた
法人・個人で申告書が届かない場合は、
連絡してください。また、平成２９年中
に取得したテント倉庫等については家
屋課税になる可能性があります。詳し
くは問い合わせてください。
■申１月４日昭～３１日昌の午前８時３０分
～午後５時１５分（松掌抄を除く）に、
申告書を持参か郵送で資産税課（〒
４４６－８５０１住所不要）へ
■問資産税課（緯〈７１〉２２１５）
償却資産の申告はインターネットから
地方税ポータルシステムeLTAX（エ
ルタックス）でも申告ができます。

償却資産の申告を忘れずに

市スポーツセンタープール
の休館

■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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昨年６月１日からスタートした本年
度の「あんじょう健康マイレージ事業」
の提出期限が迫っています。
暫BMI値を計算する
暫３０日間毎日体重測定を行う
暫健康目標を自分で立て、３０日間チャ
レンジする

暫健康診断の受診や健康づくりイベン
トに参加する
上記の項目等に取り組んで１００ポイ

ント貯めると、県内の協力店でサービ
スが受けられる「あいち健康づくり応
援カード～まいか～」がもらえる他、
ポイント達成者の中から、抽選で豪華
賞品が当たります！元日から始めれば、
３０日間のチャレンジにまだ間に合いま
すので、ぜひご参加ください。
また、既に提出した人も、提出した
シートの数だけ抽選口数が増え、当選
確率が高まりますので、最後の１カ月、
もう１枚提出してみませんか。
■申１月３１日昌までの午前８時３０分～午
後５時１５分（松掌抄を除く）に、シー
トを持参か郵送（必着）で市保健セン
ター（〒４４６－００４５横山町下毛賀知
１０６－１）へ
■問市保健センター（緯〈７６〉１１３３）

あんじょう健康マイレージ
の提出は１月末まで！

２０１８・２０１９年度に市が発注する①
「建設工事」、②「工事委託」、③「物品購
入」、④「その他委託」の見積及び競争入
札等に参加を希望する場合は、入札参
加資格審査申請が必要です。
■時申請期間獅１月４日昭～２月１５日昭

午前８時～午後８時（松掌抄を除く）
入札参加資格有効期間獅２０１８年４月
１日～２０２０年３月３１日

■他申請の手引き等は、あいち電子調達
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〈０５９〉３９９） ③④獅物品等（緯０１２０
〈５１１〉２７０）、市契約検査課（緯〈７１〉２２
１１）
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■他アリーナ・トレーニングルームは通
常営業します
※２月５日捷は全館休館。
■問市スポーツセンター（緯〈７５〉３５４５）



餓

愛知建連技能専門校訓練生
■内訓練期間施５月～平成３１年３月の毎
週松午前９時～午後５時 科目（期
間）施木造建築科（３年）、造園科（３
年）、建築板金科（２年）、左官・タイ
ル施工科（２年）

■対事業所に職業訓練指導員が在籍し、
訓練科に該当する職種に従事してい
る３０歳以下
※対象者が在籍している事業所の事
業主は、愛知建設職業訓練協議会の
会員になる必要があります。
■他費用等詳細は問い合わせてください
■申３月３１日松までに、願書を事業所経
由で愛知建連技能専門校（碧南市も
のづくりセンター内／碧南市汐田町
／緯〈４１〉４５２３）へ
※願書は同校で配布。

■問商工課（緯〈７１〉２２３５）

明るい選挙推進安城市協議
会公募委員

３月にオープンする「子ども用屋内
遊び場」の受付・指導スタッフ（プレイ
リーダー）を募集します。
■内勤務内容獅遊び場での受付（料金の
受取）、遊び方の説明と指導 勤務時
間獅①午前９時３０分～午後５時 ②
午前９時３０分～午後１時４５分 ③午
後０時４５分～５時（季節により夜間
営業あり、休日は応相談） 賃金獅

時給８８０円（松掌抄は１００円増）、通勤
割増１日２００円
■対１８歳以上（保育士・大学生歓迎）
※高校生は不可。
■定①～③各２人
■他面接時に顔写真付の履歴書を持参し
てください
■申１月１２日晶まで（休園日を除く）の午
前９時３０分～午後５時に、電話でデ
ンパーク（緯〈９２〉７１１１）へ
※期限までに申込みが無い場合は１３
日松以降も受け付けますので問い合
わせてください。

※寒風根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、１月１５日捷～１９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

２５,７００～
５０,５００円Ｈ７１０６

（３DＫ）
前山

（堀内町）

２５,７００～
５０,５００円Ｈ７４０４

（３DＫ）
前山

（堀内町）

２６,０００～
５１,１００円Ｈ８１０４

（３DＫ）
吹付

（上条町）

２６,０００～
５１,１００円Ｈ８２０５

（３DＫ）
吹付

（上条町）

２０,１００～
３９,４００円Ｈ１１B-３０２

（２DＫ）
寒風根
さ ぶ ね

（榎前町）

市営住宅入居者（抽選）

デンパーク「子ども用屋内
遊び場」スタッフ

第１０回特別弔慰金の申請は
４月２日まで
■時申請期限獅４月２日捷

■内支給要件獅平成２７年４月１日（基準
日）時点において「恩給法による公務
扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援
護法による遺族年金」等を受ける人
（戦没者等の妻や父母等）がいない場
合、次の順番による先順位の遺族１
人に支給
敢基準日までに戦傷病者戦没者遺族
等援護法による弔慰金の受給権を取
得した人
柑戦没者等の子
桓戦没者等の①父母 ②孫 ③祖父
母 ④兄弟姉妹（戦没者等の死亡当
時、生計関係を有していること等の
要件を満たしているかにより、順番
が入れ替わります）
棺上記敢～桓以外の戦没者等の３親
等内の親族（戦没者等の死亡時まで
引き続き１年以上の生計関係を有し
ていた人に限ります）
支給金額獅記名国債で２５万円（１年
につき５万円×５年）

■場■問受付場所獅社会福祉課（緯〈７１〉２２６２）

■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。
広報あんじょう 2018.1.1

市選挙管理委員
会では、県から委
託される選挙に関
する啓発事業とあ
わせて本市の明る
い選挙運動の円滑
な推進を図るため、明るい選挙推進安
城市協議会委員の公募委員を募集しま
す。
■内任期施４月１日～２０１９年の協議会開
催前日（約１年半） 活動内容施協議
会（年２～３回）、選挙時の街頭啓発
活動（選挙毎に１回）、高校での模擬
投票授業への協力（市内各高校にて
随時実施） 選考施面接（２月中旬予
定） 謝礼施協議会等への参加毎に
サルビア商品券を進呈
■対１８歳以上３０歳未満（２０１８年４月１日
現在、高校生を除く）
■定２人程度
■他選考結果は応募者全員に通知し、委
員の氏名は市HP等で公表します

■申１月４日昭～３１日昌午前９時～午後
５時（松掌抄を除く）に、所定の応募
用紙を持参か郵送（必着）・ファクス・
Ｅメールで選挙管理委員会（行政課
内／〒４４６－８５０１住所不要／胃〈７６〉
１１１２／senkyo@city.anjo.aichi.jp／
緯〈７１〉２２０８）へ
※応募書類は同委員会・市HPで配
布。
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※申込みや問合せは、日本語でお願
いします。

※Inscriçõeseinformaçõessomente
emjaponês

※Applicationsandinquirieswillbein
Japanese.

■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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