
芽広報あんじょう 2018.3.15

安城北部小学校／別所
団地中央公園／西尾若
一王子社（安城町）／東
端町内会事務所／JAあ
いち桜井支店

歩け運動・
ランニング
運動
実施会場

今池小学校／作野小学
校／作野公民館／中部
公民館／大山公園／赤
松子供広場／祥南小学
校／高棚小学校／八斗
蒔ちびっこ広場（和泉
町）／明祥プラザ

歩け運動
実施会場

箕輪神明神社
ランニング
運動
実施会場

■ぬいぐるみおとまり会
お気に入りのぬいぐるみと一緒に
館内をめぐります。夜はぬいぐるみ
だけ図書情報館に泊まり、読み聞か
せを聞いたり、写真を撮ったりしま
す。
■時４月２１日松午後３時３０分～５時、
２２日掌午前１１時～１１時３０分
■対利用者カードを持っている市内在
住の小学生とぬいぐるみ１体
■定１０組（定員を超えた場合は、初め
て参加する人を優先して抽選）
■申３月２４日松～４月６日晶に申込用
紙を持って図書情報館２階受付へ
※申込用紙は同館HPで配布。

アンフォーレ課（緯〈７６〉６１１１）

※対象年齢は目安です。

１日掌・８日掌・
１５日掌・２２日掌・
２９日抄
午後４時

にちようびのおはな
しかい（小学生）

２日捷
午前１０時３０分

絵本好き集まれ！お
すすめ絵本紹介

５日昭
午前１０時３０分

おはなしゆりかご
（０～２歳）

７日松
午後３時

おはなしレストラン
（小学生以上）

８日掌
午前１１時

大人のための絵本朗
読会（一般）

９日捷・２３日捷
午前１０時３０分

えほんとわらべうた
の会（０～２歳）

１４日松
午後２時

おはなしえがお
（３歳～小学３年生）

１５日掌
午後２時

かみしばいの会
（小学生以上）

１６日捷
午前１０時３０分

えほんのとびら
（０～２歳）

１９日昭
午前１０時３０分

いないいないばあ
（１～５歳）

２０日晶
午前１０時３０分

このゆびと～まれ
（０～２歳）

２１日松・２８日松
午後２時

南吉朗読ででむし会
（小学生以上）

２５日昌
午前１０時３０分

おはなしまあだ
（１～５歳）

４月の休館日
３日昇・１０日昇・１７日昇・２４日昇・
２７日晶

お住まいの近くの会場で、１週間に
１回、地域の皆さんと体力づくりをし
ませんか。気軽に参加してください。
■時４月１日掌～１０月２８日掌の毎週日曜
日 歩け運動（約４灼）獅午前６時３０
分スタート ランニング運動（約５
灼）獅午前６時スタート
※スタート時間が異なる会場有。事
前にスポーツ課に問い合わせてくだ
さい。
■場下表のとおり
■申参加希望者は当日会場で指導員に申
し出てください。出席票と参加者バ
ッジを渡します

歩け運動・ランニング運動

ウォーキングイベント年間予定
歩け運動・ランニング運動同様、事
前申込及び参加費不要です。詳細は本
紙にてお知らせします。

■問スポーツ課（緯〈７５〉３５３５）

４月８日掌八ツ面山歩け運動
５月６日掌デンパーク歩け運動
５月２７日掌茶臼山ウォーキング
６月１０日掌しょうぶ歩け運動
９月２３日抄作手ウォーキング
１１月１８日掌秋のウォーキング

陰隠共通事項
■場■問デンパーククラブハウス（緯〈９２〉
７１１２）
■￥入園料別途
■他都合により変更の場合有
■申３月２１日抄から各申込期限までの午
前９時３０分～午後５時に直接か電話
で同クラブハウスへ

陰もったいナイスな料理講座
■時４月２０日晶午
前１０時～午後
０時３０分

■内テーマ獅ハー
ブでリラック
スイタリアン
メニュー獅旬魚のハーブソテー～フ
レッシュトマトソース、ワンポットパ
スタ、オレンジとハーブの葛ゼリー
■講永井恵氏
■定２０人（先着順）
■￥３０００円（材料費込）
■申申込期限獅４月１３日晶

隠ペーパークイリング講座
３勺幅の紙を巻いて可愛い花や動物
を作り、フォトフレーム等を飾ります。
■時４月１１日昌・２５日昌 いずれも午前
１０時～正午
■講磯貝裕子氏
■定各２０人（先着順）
■￥各３５００円（材料費込）
■申申込期限獅各回の１週間前

デンパーククラブハウスの
体験教室

歴史博物館の講座
■申３月２２日昭午前９時から、電話で歴
史博物館（緯〈７７〉６６５５）へ
連続講座「古文書手ほどき」
古文書の初歩的な読み方を学びます。
■時４月１４日松・２８日松、５月１２日松・
２６日松、６月９日松・２３日松、７月
１４日松・２８日松午前１０時～正午（全
８回）

■講本館学芸員
■定１５人（先着順）
■￥１０００円（資料代）
入門講座「古文書からみる村の暮らし」
古文書から江戸時代の村の暮らしを
分かりやすく解説します。
■時４月１４日松、５月１２日松、６月９日
松、７月１４日松、８月１１日抄、９月
８日松午後１時３０分～３時３０分（全
６回）

■講高山忠士氏（本館前館長）
■定３０人（先着順）
■￥５００円（資料代）

４月の移動児童館
■時■場４日昌・１８日昌獅東部公民館 ６
日晶・２０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）

４月のおはなし会

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。
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■場衣浦東部保健所（刈谷市大手町）
こころの健康医師相談（予約制）
■時４月１９日昭午後２時～４時
■内精神科医師による相談
■申衣浦東部保健所健康支援課（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（４月２４日を除
く）
※エイズ検査は４月１６日捷午後６時
～７時も実施。
■申■問骨髄バンクドナー登録は事前に衣
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）

衣浦東部保健所の相談・検査

公益社団法人愛知県不動産鑑定士協
会が無料相談会を開催します。不動産
に関する疑問や相談に応じます。
■時４月７日松午前１０時～午後４時
■場市民会館
■問公益社団法人愛知県不動産鑑定士協
会（緯０５２〈２４１〉６６３６）、市資産税課（緯

〈７１〉２２５６）

不動産鑑定士による不動産
の無料相談会

アグリライフ支援センター
の催し
陰隠共通事項
■場アグリライフ支援センター
■申３月２９日昭までの午前８時３０分～午
後５時１５分（捷抄を除く）に、代表者
の住所・氏名・電話番号、代表者を
含む参加人数（大人・子どもそれぞ
れ）、ミニトマトプランター植付体験
はプランターの要・不要を、電話か
郵送（必着）・ファクス・Ｅメールで
アグリライフ支援センター（緯〈９２〉
６２００／〒４４４－１２０１石井町辻原１３１－
２／胃〈９２〉６１２２／agrilife@city.anjo.
lg.jp）へ
※各QRコードからも申込可。

陰ミニトマトプランター植付体験

プランターに２種類の
ミニトマトを植えます。
（植付後は自宅で管理・
収穫）
■時５月１２日松午前９時３０分～１１時
■対市内在住者（小学生以下は保護者同
伴）

■定２０組（定員を超えた場合は抽選）
■￥１６００円
※４０狩（４０尺×７０尺×深さ２５尺程度）
のプランター持参の場合は９００円。

隠親子さつまいも植付・収穫体験
畑にさつまいもの苗を５株程度植え
付け、秋に収穫します。
■時植付施５月１９日松 収
穫施９月１５日松 いず
れも午前９時３０分～１１
時（全２回）

■対市内在住の小学生以下と保護者
■定２５組（定員を超えた場合は抽選）
■￥５００円

■場■問堀内公園（緯〈９９〉５９４７）
回数券の販売
１０００円分の回数券を購入した人に、
有料遊具利用券を２枚進呈します。
■時４月１日掌～５月６日掌午前９時～
午後４時３０分（休園日を除く）

鯉のぼりにメッセージを書こう！
■時４月１日掌～８日掌午前１０時～午後
３時（鯉のぼりにメッセージを書く
スペースがなくなり次第終了）

春休み企画「しおり作り」
桜の花びらでしおりを作ります。
■時４月２日捷～６日晶午前９時から
※雨天中止。

■対小学生以下
■定各５０人（当日先着順）
春休み企画「じゃんけん大会」
１対１のじゃんけん勝負！勝った人
には有料遊具利用券を進呈します。
■時４月２日捷～６日晶午後３時・３時
３０分
■対小学生以下
■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４月２３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
■内陰ポールの使い方、歩き方 隠肩こ
り腰痛予防体操
■対小学生以上
■定陰４０人 隠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、持参する場合は無料

■持運動しやすい服装・靴、飲み物
■申３月２１日抄～４月２２日掌の午前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

赤ちゃんハイハイレース
■時４月１４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１５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
鯉のぼりを集めています
家庭で不要になった鯉のぼりを無償
でお譲りいただける方は堀内公園へご
連絡ください。
いただいた
鯉のぼりは、
４月中旬～５
月下旬に園内
で掲揚します。

堀内公園の催し

碧海信用金庫本店前会場（御幸本町）
■時３月２４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３月２４日松午前１０時～午後３時
■内子どもの遊び場、地元産野菜・特産
物・ハンドクラフトグッズの販売、
グルメ移動販売車、安城商店街アイ
ドル「看板娘。」ステージ、アイシン・
エィ・ダブリュ女子バスケットボー
ルチーム「Wings」等のホームチーム
応援コーナー等
■問叙安城スタイル（緯〈７３〉９５１１）、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）

今月のホコ天きーぼー市

■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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隠ペーパークイリング講座
３勺幅の紙を巻いて可愛い花や動物
を作り、フォトフレーム等を飾ります。
■時４月１１日昌・２５日昌 いずれも午前
１０時～正午
■講磯貝裕子氏
■定各２０人（先着順）
■￥各３５００円（材料費込）
■申申込期限獅各回の１週間前

デンパーククラブハウスの
体験教室

歴史博物館の講座
■申３月２２日昭午前９時から、電話で歴
史博物館（緯〈７７〉６６５５）へ
連続講座「古文書手ほどき」
古文書の初歩的な読み方を学びます。
■時４月１４日松・２８日松、５月１２日松・
２６日松、６月９日松・２３日松、７月
１４日松・２８日松午前１０時～正午（全
８回）

■講本館学芸員
■定１５人（先着順）
■￥１０００円（資料代）
入門講座「古文書からみる村の暮らし」
古文書から江戸時代の村の暮らしを
分かりやすく解説します。
■時４月１４日松、５月１２日松、６月９日
松、７月１４日松、８月１１日抄、９月
８日松午後１時３０分～３時３０分（全
６回）

■講高山忠士氏（本館前館長）
■定３０人（先着順）
■￥５００円（資料代）

４月の移動児童館
■時■場４日昌・１８日昌獅東部公民館 ６
日晶・２０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）

４月のおはなし会

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。
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■場衣浦東部保健所（刈谷市大手町）
こころの健康医師相談（予約制）
■時４月１９日昭午後２時～４時
■内精神科医師による相談
■申衣浦東部保健所健康支援課（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（４月２４日を除
く）
※エイズ検査は４月１６日捷午後６時
～７時も実施。
■申■問骨髄バンクドナー登録は事前に衣
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）

衣浦東部保健所の相談・検査

公益社団法人愛知県不動産鑑定士協
会が無料相談会を開催します。不動産
に関する疑問や相談に応じます。
■時４月７日松午前１０時～午後４時
■場市民会館
■問公益社団法人愛知県不動産鑑定士協
会（緯０５２〈２４１〉６６３６）、市資産税課（緯

〈７１〉２２５６）

不動産鑑定士による不動産
の無料相談会

アグリライフ支援センター
の催し
陰隠共通事項
■場アグリライフ支援センター
■申３月２９日昭までの午前８時３０分～午
後５時１５分（捷抄を除く）に、代表者
の住所・氏名・電話番号、代表者を
含む参加人数（大人・子どもそれぞ
れ）、ミニトマトプランター植付体験
はプランターの要・不要を、電話か
郵送（必着）・ファクス・Ｅメールで
アグリライフ支援センター（緯〈９２〉
６２００／〒４４４－１２０１石井町辻原１３１－
２／胃〈９２〉６１２２／agrilife@city.anjo.
lg.jp）へ
※各QRコードからも申込可。

陰ミニトマトプランター植付体験

プランターに２種類の
ミニトマトを植えます。
（植付後は自宅で管理・
収穫）
■時５月１２日松午前９時３０分～１１時
■対市内在住者（小学生以下は保護者同
伴）

■定２０組（定員を超えた場合は抽選）
■￥１６００円
※４０狩（４０尺×７０尺×深さ２５尺程度）
のプランター持参の場合は９００円。

隠親子さつまいも植付・収穫体験
畑にさつまいもの苗を５株程度植え
付け、秋に収穫します。
■時植付施５月１９日松 収
穫施９月１５日松 いず
れも午前９時３０分～１１
時（全２回）

■対市内在住の小学生以下と保護者
■定２５組（定員を超えた場合は抽選）
■￥５００円

■場■問堀内公園（緯〈９９〉５９４７）
回数券の販売
１０００円分の回数券を購入した人に、
有料遊具利用券を２枚進呈します。
■時４月１日掌～５月６日掌午前９時～
午後４時３０分（休園日を除く）

鯉のぼりにメッセージを書こう！
■時４月１日掌～８日掌午前１０時～午後
３時（鯉のぼりにメッセージを書く
スペースがなくなり次第終了）

春休み企画「しおり作り」
桜の花びらでしおりを作ります。
■時４月２日捷～６日晶午前９時から
※雨天中止。

■対小学生以下
■定各５０人（当日先着順）
春休み企画「じゃんけん大会」
１対１のじゃんけん勝負！勝った人
には有料遊具利用券を進呈します。
■時４月２日捷～６日晶午後３時・３時
３０分
■対小学生以下
■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４月２３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
■内陰ポールの使い方、歩き方 隠肩こ
り腰痛予防体操
■対小学生以上
■定陰４０人 隠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、持参する場合は無料

■持運動しやすい服装・靴、飲み物
■申３月２１日抄～４月２２日掌の午前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

赤ちゃんハイハイレース
■時４月１４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１５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
鯉のぼりを集めています
家庭で不要になった鯉のぼりを無償
でお譲りいただける方は堀内公園へご
連絡ください。
いただいた
鯉のぼりは、
４月中旬～５
月下旬に園内
で掲揚します。

堀内公園の催し

碧海信用金庫本店前会場（御幸本町）
■時３月２４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３月２４日松午前１０時～午後３時
■内子どもの遊び場、地元産野菜・特産
物・ハンドクラフトグッズの販売、
グルメ移動販売車、安城商店街アイ
ドル「看板娘。」ステージ、アイシン・
エィ・ダブリュ女子バスケットボー
ルチーム「Wings」等のホームチーム
応援コーナー等
■問叙安城スタイル（緯〈７３〉９５１１）、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）

今月のホコ天きーぼー市

■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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スポーツセンタープール
ワンポイントレッスン
水泳基礎及び初心者向け水中ウォー
キングのワンポイントレッスンです。
■時３月２０日昇・２７日昇、４月３日昇・
１０日昇・１７日昇・２４日昇午後３時～
３時５０分（１人あたり１０分間）
※上記日程以降も開講予定。

■対小学生以上（小学３年生以下は１８歳
以上の保護者同伴。保護者１人につ
き２人まで可）
■定各５人（先着順）
■￥施設使用料
■持水着、水泳帽子、ゴーグル（必要な
人）

■申開催日当日の午前９時～午後２時３０
分に、直接か電話でスポーツセンタ
ー（緯〈７５〉３５４５）へ

安城市と砺
波市は、市民
交流協定や災
害時相互応援
協定を結んで
おり、非常に
密接な関係に
あります。
安城市観光
協会と砺波市
観光協会が連
携し、「２０１８となみチューリップフェア
と雪の大谷富山満喫ツアー」を開催。
３００万本の色とりどりのチューリッ
プと様々なイベントが楽しめる「とな
みチューリップフェア」、世界有数の豪
雪地帯である立山室堂

むろ どう

平の高さ２０ｍに
だいら

も迫る巨大な雪の壁「雪の大谷」を見学
します。費用等の詳細は問い合わせて
ください。
■時４月２８日松～２９日抄１泊４食付
■申４月５日昭までに名鉄観光サービス
叙岡崎支店（緯０５６４〈２１〉０７２０）へ
■問安城市観光協会（商工課内／緯〈７１〉２
２３５）

市民交流都市
砺波市体験ツアー

４月の土器づくり教室
■時３日昇～７日松・１０日昇～１４日松・
１７日昇～２０日晶・２４日昇～２８日松・
３０日承午後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）

マーメイド感謝祭
■時３月２５日掌 ■￥施設使用料
■申各イベント・競技の開始時刻までに各プール付近に集まってください。ただし
すべて当日先着順につき、定員に達し次第締め切ります

■問緯〈９２〉７３５１

春休み特別開館
通常は毎週月曜日を休館日としてい
ますが、３月２６日、４月２日は特別に
開館します。春休みを含む５月末まで
の開館時間は次のとおりです。
プール諮平日獅午後１時～８時 松掌

抄獅午前１０時～午後８時 トレーニン
グルーム獅午前１０時～午後９時
※６月～９月はプールの閉館時刻が午
後９時になります。
※両施設とも、閉館時刻の３０分前に入
場を締め切ります。

女性のためのお手軽エクササイズ
椅子に座ったままできるエクササイ
ズを健康運動指導士が指導します。
■時４月６日晶午前１０時３０分～１１時３０分
■対運動を始めたい中高年の女性
■定８人（先着順）
■￥５００円
■申３月２０日昇午前１０時から電話でマー
メイドパレスへ

対象（定員）内容開始時刻イベント名

小学生以下（５０人）プール内のカプセ
ルを見つけよう

午前１０時から
※なくなり次第終了。水中宝探し

小学生以下（２人１組で
各回５組）
※小学３年生以下は保護
者と同乗。

ボートに乗って流
水プールを回りま
す

午前１０時５０分
午前１１時５０分
午後０時５０分
午後１時５０分
午後２時５０分
※各１０分間。

流水プール
で

ボート体験

未就学児と保護者（２人
１組で１６組）
小学校低学年・高学年
（各１０人）

造波プールでチー
ム対抗玉入れ

親子：午前１１時１５分
小学校高学年：午後
０時１５分
小学校低学年：午後
１時１５分
※各１５分間。

水中運動会
玉入れ

未就学児（１５人）
小学校低学年・高学年
（各２０人）

２５杓プールにカル
タを浮かべて行い
ます

幼児：午前１１時４０分
小学校低学年：午後
２時３０分
小学校高学年：午後
３時３０分

水中運動会
水中

カルタ取り

未就学児（２５人）
２５杓プール幼児コ
ースでビート板を
使い１０杓泳ぎます

午後０時１０分水中運動会
バタ足競争

一般（高校生以上）・中学
生・小学校高学年、小
学３・２・１年生（各１２
人）

２５杓プールで２５杓
自由形のタイムを
競います

午後１時
水中運動会
２５杓自由形
タイム
トライアル

１００人
造波プールで開催。
ビンゴになった人
に施設利用券進呈

午後３時
※午後２時５０分から造
波プールにてビンゴカ
ードを配布。

BINGO
大会！

プールサイドYOGA
室温３０寿程度の開放感ある造波プー
ル波打ち際で行うヨガの体験講座。
■時４月１０日昇午前１０時～１１時
■対１８歳以上の女性
■定２０人（先着順）
■￥５００円
■持運動のできる服装（水着可）、ヨガマ
ット又は厚手のバスタオル
■申３月２１日抄午前１０時から電話でマー
メイドパレスへ
女性のためのマットエクササイズ
マットの上で行うストレッチやエク
ササイズを健康運動指導士が指導。
■時４月１３日晶午前１０時３０分～１１時３０分
■対運動を始めたい中高年の女性
■定８人（先着順）
■￥５００円
■持ヨガマット又は厚手のバスタオル
■申３月２０日昇午前１０時から電話でマー
メイドパレスへ

マーメイドパレスの催し

■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。
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■場■問市スポーツセンター（緯〈７５〉３５４５）
施設概要
各種マシン諮有酸素系マシン獅ランニ
ングマシン、エアロバイク、リカンベ
ントバイク等６種３１台 ウェイトマシ
ン獅チェストプレス等１３種 スミスマ
シン獅１台 フリーウェイトダンベ
ル獅1～２０手 高齢者向けマシン獅６
種 その他獅腹筋台・背筋台・懸垂棒
その他設備諮ランニングコース（１周
１５０杓・ペースメーカー有）、健康浴室
（浴槽・寝湯等）
※風呂のみの利用は不可。
トレーニングルーム初回講習
トレーニングルームを初めて利用す
る人は、初回講習の受講が必要です。
■時トレーニングルーム営業日の午前９
時３０分、午後１時３０分・７時（約１
時間）
※イベント開催時等を除く。
■対高校生以上
■定各１０人（先着順）
■￥施設使用料
■持室内用シューズ、運動のできる服装、
タオル
■申休館日を除く午前９時～午後８時に
直接か電話でスポーツセンターへ
トレーニングショートプログラム
トレーニングルーム利用者を対象に、
各種講座を開催しています。
■内■時■定下表のとおり
■対トレーニングルーム初回講習受講済
みの人
■￥施設使用料
■申各プログラム開始３０分前から、トレ
ーニングルーム内で整理券を配布
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充実の設備、トレーニング
ルームをご利用ください

定員開催日時プログラム

各１５人

毎週昇午前１１時～
１１時４５分

ウォーク４５
（基本）

毎週晶午前１１時～
１１時３０分

ウォーク３０
（応用）

５・７・１０・１月
第１～４昌午後３
時３０分～４時２０分

季節限定錘
ザ☆
フォー

２５人毎月第１掌午後３
時３０分～４時３０分

イベント
エアロ

各１５人

毎月第２掌午後３
時３０分～４時２０分

ステップ
エアロ

毎月第３掌午後１
時３０分～２時３０分

ZUMBA
GOLD

毎月第４掌午後３
時３０分～４時２０分

エアロ
Plus
※第５週目、祝日、イベント・教室開
催時、年末年始は開催しません。

陰～吋共通事項
■申３月１９日捷から各講座開催日３日前
までの午前９時～午後９時（昌を除
く、昌の場合はその前日）に、講座名・
住所・氏名・年齢・電話番号を、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

陰かんたん工作
布とどんぐりで

「ムサビー」を作り、
飛ばして遊ぼう。
■時４月１日掌午前
１０時～１１時３０分
■対４歳以上（未就学児は保護者同伴）
■定１０人（先着順）
■￥１００円
隠葉っぱでお絵かき
秋葉公園でいろ
いろな葉っぱを集
めて絵を描こう。
■時４月７日松・８
日掌午前１０時～１１時３０分
■対４歳以上（未就学児は保護者同伴）
■定各１０人（先着順）
■￥１００円（額代含む）
韻こいのぼりスノードーム
鯉のぼり入りのスノードームを制作。

■時４月１４日松午前１０時～１１時３０分
■講本間嘉彰氏
■対４歳以上（未就学児は保護者同伴）
■定１０人（先着順）
■￥４００円
■持空き瓶（ジャム、佃
煮等）

吋おかあさんありがとう～母の日工作
自然素材でお母
さんへのメッセー
ジボードを作ろう。
■時４月１５日掌午前
１０時～１１時３０分
■対４歳以上（未就学児は保護者同伴）
■定１０人（先着順）
■￥１００円

環境学習センターエコきち
の講座

市社会福祉協議会善意銀行
〈１月分／受付順／敬称略〉
鳥居弘美、柴田忠夫、ほほえみダンス、
桜井福祉センター利用者、中村富士子、
さわやかダンス、叙イノアックコーポ
レーション桜井事業所、叙イノアック
労働組合桜井支部、吉田恒行、作野ト
ータル、北部福祉センター利用者、総
合福祉センター利用者、NPO法人あ
んじょう地域ねこの会、東部公民館利
用者、匿名
市役所関係
〈１月分／受付順／敬称略〉
学校法人安城学園愛知学泉大学附属幼
稚園、叙イトーヨーカ堂安城店労働組
合、山下眞志、匿名

福祉への善意・寄付

安城市職員互助会は平成２９年３月か
ら休止していた食堂事業を再開します。
■内営業場所獅市役所食堂棟１階 営業
開始日獅４月２日 営業時間獅午前
１１時～午後２時 事業者獅叙勤労食
■問人事課（緯〈７１〉２２０３）

市役所食堂再開します

市が実施する子宮頸がん検診の受診
期間が、平成３０年４月１日～平成３１年
３月３１日に変更になります。対象は、
職場等で受診する機会のない、本市に
住民登録のある２０歳以上の女性です。
子宮頸がん検診票は、４月から市保健
センターで発行します。他の検診につ
いては本紙５月１日号に掲載予定です。
■問市保健センター（緯〈７６〉１１３３）

「交通事故、詐欺等の犯罪被害にあ
い、警察や検察庁に訴えたが、検察官
が起訴してくれないのは納得できない」
という人は、岡崎検察審査会に相談し
てください。
■問岡崎検察審査会事務局（緯０５６４〈５１〉
５７９３）、市行政課（緯〈７１〉２２０８）

ご存じですか！検察審査会

■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

子宮頸がん検診受診期間の変更
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スポーツセンタープール
ワンポイントレッスン
水泳基礎及び初心者向け水中ウォー
キングのワンポイントレッスンです。
■時３月２０日昇・２７日昇、４月３日昇・
１０日昇・１７日昇・２４日昇午後３時～
３時５０分（１人あたり１０分間）
※上記日程以降も開講予定。

■対小学生以上（小学３年生以下は１８歳
以上の保護者同伴。保護者１人につ
き２人まで可）
■定各５人（先着順）
■￥施設使用料
■持水着、水泳帽子、ゴーグル（必要な
人）

■申開催日当日の午前９時～午後２時３０
分に、直接か電話でスポーツセンタ
ー（緯〈７５〉３５４５）へ

安城市と砺
波市は、市民
交流協定や災
害時相互応援
協定を結んで
おり、非常に
密接な関係に
あります。
安城市観光
協会と砺波市
観光協会が連
携し、「２０１８となみチューリップフェア
と雪の大谷富山満喫ツアー」を開催。
３００万本の色とりどりのチューリッ
プと様々なイベントが楽しめる「とな
みチューリップフェア」、世界有数の豪
雪地帯である立山室堂

むろ どう

平の高さ２０ｍに
だいら

も迫る巨大な雪の壁「雪の大谷」を見学
します。費用等の詳細は問い合わせて
ください。
■時４月２８日松～２９日抄１泊４食付
■申４月５日昭までに名鉄観光サービス
叙岡崎支店（緯０５６４〈２１〉０７２０）へ
■問安城市観光協会（商工課内／緯〈７１〉２
２３５）

市民交流都市
砺波市体験ツアー

４月の土器づくり教室
■時３日昇～７日松・１０日昇～１４日松・
１７日昇～２０日晶・２４日昇～２８日松・
３０日承午後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）

マーメイド感謝祭
■時３月２５日掌 ■￥施設使用料
■申各イベント・競技の開始時刻までに各プール付近に集まってください。ただし
すべて当日先着順につき、定員に達し次第締め切ります

■問緯〈９２〉７３５１

春休み特別開館
通常は毎週月曜日を休館日としてい
ますが、３月２６日、４月２日は特別に
開館します。春休みを含む５月末まで
の開館時間は次のとおりです。
プール諮平日獅午後１時～８時 松掌

抄獅午前１０時～午後８時 トレーニン
グルーム獅午前１０時～午後９時
※６月～９月はプールの閉館時刻が午
後９時になります。
※両施設とも、閉館時刻の３０分前に入
場を締め切ります。

女性のためのお手軽エクササイズ
椅子に座ったままできるエクササイ
ズを健康運動指導士が指導します。
■時４月６日晶午前１０時３０分～１１時３０分
■対運動を始めたい中高年の女性
■定８人（先着順）
■￥５００円
■申３月２０日昇午前１０時から電話でマー
メイドパレスへ

対象（定員）内容開始時刻イベント名

小学生以下（５０人）プール内のカプセ
ルを見つけよう

午前１０時から
※なくなり次第終了。水中宝探し

小学生以下（２人１組で
各回５組）
※小学３年生以下は保護
者と同乗。

ボートに乗って流
水プールを回りま
す

午前１０時５０分
午前１１時５０分
午後０時５０分
午後１時５０分
午後２時５０分
※各１０分間。

流水プール
で

ボート体験

未就学児と保護者（２人
１組で１６組）
小学校低学年・高学年
（各１０人）

造波プールでチー
ム対抗玉入れ

親子：午前１１時１５分
小学校高学年：午後
０時１５分
小学校低学年：午後
１時１５分
※各１５分間。

水中運動会
玉入れ

未就学児（１５人）
小学校低学年・高学年
（各２０人）

２５杓プールにカル
タを浮かべて行い
ます

幼児：午前１１時４０分
小学校低学年：午後
２時３０分
小学校高学年：午後
３時３０分

水中運動会
水中

カルタ取り

未就学児（２５人）
２５杓プール幼児コ
ースでビート板を
使い１０杓泳ぎます

午後０時１０分水中運動会
バタ足競争

一般（高校生以上）・中学
生・小学校高学年、小
学３・２・１年生（各１２
人）

２５杓プールで２５杓
自由形のタイムを
競います

午後１時
水中運動会
２５杓自由形
タイム
トライアル

１００人
造波プールで開催。
ビンゴになった人
に施設利用券進呈

午後３時
※午後２時５０分から造
波プールにてビンゴカ
ードを配布。

BINGO
大会！

プールサイドYOGA
室温３０寿程度の開放感ある造波プー
ル波打ち際で行うヨガの体験講座。
■時４月１０日昇午前１０時～１１時
■対１８歳以上の女性
■定２０人（先着順）
■￥５００円
■持運動のできる服装（水着可）、ヨガマ
ット又は厚手のバスタオル
■申３月２１日抄午前１０時から電話でマー
メイドパレスへ
女性のためのマットエクササイズ
マットの上で行うストレッチやエク
ササイズを健康運動指導士が指導。
■時４月１３日晶午前１０時３０分～１１時３０分
■対運動を始めたい中高年の女性
■定８人（先着順）
■￥５００円
■持ヨガマット又は厚手のバスタオル
■申３月２０日昇午前１０時から電話でマー
メイドパレスへ

マーメイドパレスの催し

■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。

情
報
ボ
ッ
ク
ス
は
左
側
か
ら
お
読
み
く
だ
さ
い

■場■問市スポーツセンター（緯〈７５〉３５４５）
施設概要
各種マシン諮有酸素系マシン獅ランニ
ングマシン、エアロバイク、リカンベ
ントバイク等６種３１台 ウェイトマシ
ン獅チェストプレス等１３種 スミスマ
シン獅１台 フリーウェイトダンベ
ル獅1～２０手 高齢者向けマシン獅６
種 その他獅腹筋台・背筋台・懸垂棒
その他設備諮ランニングコース（１周
１５０杓・ペースメーカー有）、健康浴室
（浴槽・寝湯等）
※風呂のみの利用は不可。
トレーニングルーム初回講習
トレーニングルームを初めて利用す
る人は、初回講習の受講が必要です。
■時トレーニングルーム営業日の午前９
時３０分、午後１時３０分・７時（約１
時間）
※イベント開催時等を除く。
■対高校生以上
■定各１０人（先着順）
■￥施設使用料
■持室内用シューズ、運動のできる服装、
タオル
■申休館日を除く午前９時～午後８時に
直接か電話でスポーツセンターへ
トレーニングショートプログラム
トレーニングルーム利用者を対象に、
各種講座を開催しています。
■内■時■定下表のとおり
■対トレーニングルーム初回講習受講済
みの人
■￥施設使用料
■申各プログラム開始３０分前から、トレ
ーニングルーム内で整理券を配布
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充実の設備、トレーニング
ルームをご利用ください

定員開催日時プログラム

各１５人

毎週昇午前１１時～
１１時４５分

ウォーク４５
（基本）

毎週晶午前１１時～
１１時３０分

ウォーク３０
（応用）

５・７・１０・１月
第１～４昌午後３
時３０分～４時２０分

季節限定錘
ザ☆
フォー

２５人毎月第１掌午後３
時３０分～４時３０分

イベント
エアロ

各１５人

毎月第２掌午後３
時３０分～４時２０分

ステップ
エアロ

毎月第３掌午後１
時３０分～２時３０分

ZUMBA
GOLD

毎月第４掌午後３
時３０分～４時２０分

エアロ
Plus
※第５週目、祝日、イベント・教室開
催時、年末年始は開催しません。

陰～吋共通事項
■申３月１９日捷から各講座開催日３日前
までの午前９時～午後９時（昌を除
く、昌の場合はその前日）に、講座名・
住所・氏名・年齢・電話番号を、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

陰かんたん工作
布とどんぐりで

「ムサビー」を作り、
飛ばして遊ぼう。
■時４月１日掌午前
１０時～１１時３０分
■対４歳以上（未就学児は保護者同伴）
■定１０人（先着順）
■￥１００円
隠葉っぱでお絵かき
秋葉公園でいろ
いろな葉っぱを集
めて絵を描こう。
■時４月７日松・８
日掌午前１０時～１１時３０分
■対４歳以上（未就学児は保護者同伴）
■定各１０人（先着順）
■￥１００円（額代含む）
韻こいのぼりスノードーム
鯉のぼり入りのスノードームを制作。

■時４月１４日松午前１０時～１１時３０分
■講本間嘉彰氏
■対４歳以上（未就学児は保護者同伴）
■定１０人（先着順）
■￥４００円
■持空き瓶（ジャム、佃
煮等）

吋おかあさんありがとう～母の日工作
自然素材でお母
さんへのメッセー
ジボードを作ろう。
■時４月１５日掌午前
１０時～１１時３０分
■対４歳以上（未就学児は保護者同伴）
■定１０人（先着順）
■￥１００円

環境学習センターエコきち
の講座

市社会福祉協議会善意銀行
〈１月分／受付順／敬称略〉
鳥居弘美、柴田忠夫、ほほえみダンス、
桜井福祉センター利用者、中村富士子、
さわやかダンス、叙イノアックコーポ
レーション桜井事業所、叙イノアック
労働組合桜井支部、吉田恒行、作野ト
ータル、北部福祉センター利用者、総
合福祉センター利用者、NPO法人あ
んじょう地域ねこの会、東部公民館利
用者、匿名
市役所関係
〈１月分／受付順／敬称略〉
学校法人安城学園愛知学泉大学附属幼
稚園、叙イトーヨーカ堂安城店労働組
合、山下眞志、匿名

福祉への善意・寄付

安城市職員互助会は平成２９年３月か
ら休止していた食堂事業を再開します。
■内営業場所獅市役所食堂棟１階 営業
開始日獅４月２日 営業時間獅午前
１１時～午後２時 事業者獅叙勤労食
■問人事課（緯〈７１〉２２０３）

市役所食堂 再開します

市が実施する子宮頸がん検診の受診
期間が、平成３０年４月１日～平成３１年
３月３１日に変更になります。対象は、
職場等で受診する機会のない、本市に
住民登録のある２０歳以上の女性です。
子宮頸がん検診票は、４月から市保健
センターで発行します。他の検診につ
いては本紙５月１日号に掲載予定です。
■問市保健センター（緯〈７６〉１１３３）

「交通事故、詐欺等の犯罪被害にあ
い、警察や検察庁に訴えたが、検察官
が起訴してくれないのは納得できない」
という人は、岡崎検察審査会に相談し
てください。
■問岡崎検察審査会事務局（緯０５６４〈５１〉
５７９３）、市行政課（緯〈７１〉２２０８）

ご存じですか！検察審査会

■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

子宮頸がん検診受診期間の変更
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３月３１日松から下記の区域で公共下
水道が使用できるようになります。
橋目町、宇頭茶屋町、東別所町、大岡
町、山崎町、上条町、末広町、花ノ木
町、安城町、箕輪町、福釜町、和泉町、
桜井町、姫小川町の各一部
これにより公共下水道の使える区域
は市全体で２３４８ヘクタールとなります。
■問下水道課（緯〈７１〉２２４８）
新たな使用可能区域の縦覧
■時３月１６日晶～３０日晶午前８時３０分～
午後５時１５分（松掌抄を除く）
■場下水道課
１日も早く下水道に接続を
水質汚濁から自然を守り、清潔で快
適な生活環境をつくるため、１日も早
い下水道への接続をお願いします。下
水道利用の際には、風呂・台所等の雑
排水やし尿は下水道管に、雨水は道路
側溝等に流す必要があります。敷地内
の排水管や排水ますは個人の所有物で
あり、個人の負担での施工が必要です。
工事は市指定「安城市排水設備工事指
定工事店」に直接申し込んでください。
■問使用料獅下水道課経営係（緯〈７１〉２２
４７）、排水設備工事獅同課排水設備係
（緯〈７１〉２２５８）、下水道整備獅同課工
務係（緯〈７１〉２２４８）

公共下水道の使える区域が
広がります

みよし市市民活動センター内の「愛
知県衣浦東部保健所みよし保健分室」
は、４月１日から「愛知県衣浦東部保
健所みよし駐在」に名称変更します。
業務内容はこれまでと変更ありません。
■問衣浦東部保健所（緯〈２１〉４７７８）

みよし保健分室名称変更

■問衣浦東部広域連合総務課（緯〈６３〉０１３１）

■衣浦東部広域連合議会
平成３０年第１回衣浦東部広域連合議会定例会が、２月１４日に広域連合議場（刈谷市役所）にて開催されました。
議会では、一般質問の他、衣浦東部広域連合個人情報保護条例の一部を改正する条例の制定をはじめ２件の条例制定、
平成２９年度一般会計補正予算（第２号）、平成３０年度衣浦東部広域連合一般会計予算を含めた計４件の議案が原案どおり
可決されました。
■平成３０年度衣浦東部広域連合一般会計予算を原案どおり議決
歳入歳出総額は５５億３４００万円で、職員人件費及び消防緊急通信設備保守管理委託料の増額により、前年度比１億６６００
万円、約３．１％の増額となりました。今後も圏域の皆様の安全安心を守るため、消防活動の一層の充実を図ります。
＜歳入＞

内容金額（千円）科目

構成市からの負担金５,４４６,１８６分担金及び
負担金

消防関係許可の手数料等１５,５３８使用料及び
手数料

１国庫支出金
煙火消費許可事務等に係る交付金５８県支出金
財産の貸付収入等６,７０５財産収入

１寄附金
前年度剰余金５０,０００繰越金
派遣職員負担金等１５,５１１諸収入

５,５３４,０００合計

＜歳出＞
内容金額（千円）科目

広域連合の議会運営費用２,３３６議会費

連合事務所の維持管理、人事管
理等の総務関係費用２３２,００９総務費

消防署、消防車両、消防団、消
防水利等の費用５,０６９,７６１消防費

消防施設・設備整備の借入金償
還費用２０９,８９４公債費

２０,０００予備費

５,５３４,０００合計

パブリックコメント制度に
よる意見募集の結果を公表
各計画案への意見を募集したところ、
下表のとおり意見が寄せられました。
意見や意見に対する市の考え方、修
正点は下表の閲覧場所で閲覧できます。
■時閲覧期間獅３月１５日昭～４月１５日掌

（閉庁・休館日を除く）の各施設開館
時間
第４次安城市男女共同参画プラン（案）
意見数獅５１件（２人、２団体）
担当課獅市民協働課（緯〈７１〉２２１８）
閲覧場所獅同課、各地区公民館、アン
フォーレ、市民交流センター
第２次安城市市民協働推進計画（案）
意見数獅１４件（２人）
担当課獅市民協働課（緯〈７１〉２２１８）
閲覧場所獅同課、各地区公民館、アン
フォーレ、市民交流センター、社会
福祉会館、総合福祉センター、各地
区福祉センター
第３次安城市食育推進計画（案）
意見数獅１件（１人）
担当課獅農務課（緯〈７１〉２２３３）
閲覧場所獅同課、各地区公民館、ア
ンフォーレ、市民交流センター、ア
グリライフ支援センター
※いずれも市HPでも閲覧可。

障害福祉に関するサービスや助成制
度等について紹介したガイドブックを
配布しています。
■対障害者手帳所持者
■申捷～晶午前８時３０分～午後５時１５分
（抄を除く）に、障害者手帳を持って
障害福祉課（緯〈７１〉２２２５）へ
※本人が来庁できない場合は代理人
も可（本人の障害者手帳持参のこと）。

平成２９年度福祉ガイドブッ
クを配布
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■問岡崎市観光推進課（緯０５６４〈２３〉６２１６）
桜まつり
１５０店の出店が出る他、舟遊びや夜
桜のライトアップ等、見どころ満載で
す。
■時３月２９日昭～４月１３日晶

※開花状況により期間が変わる場合
があります。
■場岡崎公園周辺（岡崎市康生町）
家康行列
俳優の松平健さんが徳川家康公とし
て出陣！武士団や姫列が岡崎市内中心
部を練り歩きます。
■時４月８日掌

桜まつり・家康行列 岡
崎

■内職務内容獅植物の管理等 勤務日時
獅松掌抄を含む陰午前８時～正午
隠午後１時～５時 休日獅応相談
賃金獅時給８８０円（松掌抄は１００円増）、
通勤割増１日２００円
■定各２人
■他面接時に顔写真付の履歴書を持参
■申３月２５日掌までの午前９時３０分～午
後５時（休園日を除く）に、電話でデ
ンパーク（緯〈９２〉７１１１）へ
※申込みが無い場合は２６日捷以降も
受け付けます。

デンパークの植栽スタッフ

年３回の会議に出席し、図書館運営
等に関して意見を提案してもらいます。
■内任期獅２０２０年４月末まで（２年間）
謝礼施会議１回出席ごとに７５００円
人数獅２人 選考方法獅書類審査、
面接（４月２０日晶）

■対下記のすべてに該当する人
平成１１年４月１日以前生まれ／年３
回平日昼間開催の会議に出席できる
／本市の図書情報館を利用し図書館・
生涯学習に関心有／応募日時点で本
市の他の審議会等の公募委員でない
■申３月２２日昭～４月１３日晶の図書情報
館開館時間中（平日は午前９時～午
後８時、松掌抄は午前９時～午後６
時）に、申込書と８００字程度の小論文
「わたしの理想とする公共図書館。
安城市の図書館はこうなればもっと
良くなる。」を持参か郵送（必着）・
ファクス・Ｅメールで図書情報館
（〒４４６－００３２御幸本町１２－１／胃〈７７〉
６０６６／tosyo@city.anjo.lg.jp／緯

〈７６〉６１１１）へ
※応募用紙は同館・同館HPで配布。

図書館協議会の委員

■内職務内容獅図書情報館での窓口・書
架整理・展示や行事運営等
雇用期間獅４月１日～９月３０日（１０
月以降も更新の場合有）
勤務日時獅

陰松掌抄を含む週５日午前８時３０分
～午後５時（平日は毎週１回程度
午前１１時３０分～午後８時、松掌抄

は隔週１回程度午前９時３０分～午
後６時の夜間当番有）

隠週２～３日及び週２０時間未満で平
日午後５時～８時・松掌抄午前１０
時～午後６時
賃金獅時給９７０円（図書館司書有資格
者は９８０円）、通勤割増１日２００円
選考方法獅書類審査、面接（３月２６
日捷）（応募者多数の場合は書類審査
を一次選考とします）
■対普通自動車免許を有し、簡単なパソ
コン操作ができる健康な人
※図書館司書有資格者、図書館勤務
経験者を優遇。
※学生は普通自動車免許無しでも可。
■定陰３人 隠５人程度
■申３月２１日抄までの午前９時～午後８
時（２０日昇は休館、松掌抄は午後
６時まで）に必要書類を持参し図書
情報館（緯〈７６〉６１１１）へ
※必要書類は同館・同館HPで配布。

図書情報館臨時職員

会社の育児・介護制度を整えて「愛
知県ファミリーフレンドリー企業」に
登録すると、専用サイトで事業所の取
組みが紹介される他、学生や転職希望
者のためのリクルートページで自社情
報を発信し、人材確保に役立てること
ができます。その他、本市では総合評
価競争入札の際に加点されるメリット
があります。イメージアップにもつな
がります。ぜひ登録してください。
■問愛知県西三河県民事務所（緯０５６４〈２７〉
２７８２）、入札に関すること獅市契約検
査課（緯〈７１〉２２１１）

ファミリーフレンドリー企業

■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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３月３１日松から下記の区域で公共下
水道が使用できるようになります。
橋目町、宇頭茶屋町、東別所町、大岡
町、山崎町、上条町、末広町、花ノ木
町、安城町、箕輪町、福釜町、和泉町、
桜井町、姫小川町の各一部
これにより公共下水道の使える区域
は市全体で２３４８ヘクタールとなります。
■問下水道課（緯〈７１〉２２４８）
新たな使用可能区域の縦覧
■時３月１６日晶～３０日晶午前８時３０分～
午後５時１５分（松掌抄を除く）
■場下水道課
１日も早く下水道に接続を
水質汚濁から自然を守り、清潔で快
適な生活環境をつくるため、１日も早
い下水道への接続をお願いします。下
水道利用の際には、風呂・台所等の雑
排水やし尿は下水道管に、雨水は道路
側溝等に流す必要があります。敷地内
の排水管や排水ますは個人の所有物で
あり、個人の負担での施工が必要です。
工事は市指定「安城市排水設備工事指
定工事店」に直接申し込んでください。
■問使用料獅下水道課経営係（緯〈７１〉２２
４７）、排水設備工事獅同課排水設備係
（緯〈７１〉２２５８）、下水道整備獅同課工
務係（緯〈７１〉２２４８）

公共下水道の使える区域が
広がります

みよし市市民活動センター内の「愛
知県衣浦東部保健所みよし保健分室」
は、４月１日から「愛知県衣浦東部保
健所みよし駐在」に名称変更します。
業務内容はこれまでと変更ありません。
■問衣浦東部保健所（緯〈２１〉４７７８）

みよし保健分室名称変更

■問衣浦東部広域連合総務課（緯〈６３〉０１３１）

■衣浦東部広域連合議会
平成３０年第１回衣浦東部広域連合議会定例会が、２月１４日に広域連合議場（刈谷市役所）にて開催されました。
議会では、一般質問の他、衣浦東部広域連合個人情報保護条例の一部を改正する条例の制定をはじめ２件の条例制定、
平成２９年度一般会計補正予算（第２号）、平成３０年度衣浦東部広域連合一般会計予算を含めた計４件の議案が原案どおり
可決されました。
■平成３０年度衣浦東部広域連合一般会計予算を原案どおり議決
歳入歳出総額は５５億３４００万円で、職員人件費及び消防緊急通信設備保守管理委託料の増額により、前年度比１億６６００
万円、約３．１％の増額となりました。今後も圏域の皆様の安全安心を守るため、消防活動の一層の充実を図ります。
＜歳入＞

内容金額（千円）科目

構成市からの負担金５,４４６,１８６分担金及び
負担金

消防関係許可の手数料等１５,５３８使用料及び
手数料

１国庫支出金
煙火消費許可事務等に係る交付金５８県支出金
財産の貸付収入等６,７０５財産収入

１寄附金
前年度剰余金５０,０００繰越金
派遣職員負担金等１５,５１１諸収入

５,５３４,０００合計

＜歳出＞
内容金額（千円）科目

広域連合の議会運営費用２,３３６議会費

連合事務所の維持管理、人事管
理等の総務関係費用２３２,００９総務費

消防署、消防車両、消防団、消
防水利等の費用５,０６９,７６１消防費

消防施設・設備整備の借入金償
還費用２０９,８９４公債費

２０,０００予備費

５,５３４,０００合計

パブリックコメント制度に
よる意見募集の結果を公表
各計画案への意見を募集したところ、
下表のとおり意見が寄せられました。
意見や意見に対する市の考え方、修
正点は下表の閲覧場所で閲覧できます。
■時閲覧期間獅３月１５日昭～４月１５日掌

（閉庁・休館日を除く）の各施設開館
時間
第４次安城市男女共同参画プラン（案）
意見数獅５１件（２人、２団体）
担当課獅市民協働課（緯〈７１〉２２１８）
閲覧場所獅同課、各地区公民館、アン
フォーレ、市民交流センター
第２次安城市市民協働推進計画（案）
意見数獅１４件（２人）
担当課獅市民協働課（緯〈７１〉２２１８）
閲覧場所獅同課、各地区公民館、アン
フォーレ、市民交流センター、社会
福祉会館、総合福祉センター、各地
区福祉センター
第３次安城市食育推進計画（案）
意見数獅１件（１人）
担当課獅農務課（緯〈７１〉２２３３）
閲覧場所獅同課、各地区公民館、ア
ンフォーレ、市民交流センター、ア
グリライフ支援センター
※いずれも市HPでも閲覧可。

障害福祉に関するサービスや助成制
度等について紹介したガイドブックを
配布しています。
■対障害者手帳所持者
■申捷～晶午前８時３０分～午後５時１５分
（抄を除く）に、障害者手帳を持って
障害福祉課（緯〈７１〉２２２５）へ
※本人が来庁できない場合は代理人
も可（本人の障害者手帳持参のこと）。

平成２９年度福祉ガイドブッ
クを配布
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■問岡崎市観光推進課（緯０５６４〈２３〉６２１６）
桜まつり
１５０店の出店が出る他、舟遊びや夜
桜のライトアップ等、見どころ満載で
す。
■時３月２９日昭～４月１３日晶

※開花状況により期間が変わる場合
があります。
■場岡崎公園周辺（岡崎市康生町）
家康行列
俳優の松平健さんが徳川家康公とし
て出陣！武士団や姫列が岡崎市内中心
部を練り歩きます。
■時４月８日掌

桜まつり・家康行列 岡
崎

■内職務内容獅植物の管理等 勤務日時
獅松掌抄を含む陰午前８時～正午
隠午後１時～５時 休日獅応相談
賃金獅時給８８０円（松掌抄は１００円増）、
通勤割増１日２００円
■定各２人
■他面接時に顔写真付の履歴書を持参
■申３月２５日掌までの午前９時３０分～午
後５時（休園日を除く）に、電話でデ
ンパーク（緯〈９２〉７１１１）へ
※申込みが無い場合は２６日捷以降も
受け付けます。

デンパークの植栽スタッフ

年３回の会議に出席し、図書館運営
等に関して意見を提案してもらいます。
■内任期獅２０２０年４月末まで（２年間）
謝礼施会議１回出席ごとに７５００円
人数獅２人 選考方法獅書類審査、
面接（４月２０日晶）

■対下記のすべてに該当する人
平成１１年４月１日以前生まれ／年３
回平日昼間開催の会議に出席できる
／本市の図書情報館を利用し図書館・
生涯学習に関心有／応募日時点で本
市の他の審議会等の公募委員でない
■申３月２２日昭～４月１３日晶の図書情報
館開館時間中（平日は午前９時～午
後８時、松掌抄は午前９時～午後６
時）に、申込書と８００字程度の小論文
「わたしの理想とする公共図書館。
安城市の図書館はこうなればもっと
良くなる。」を持参か郵送（必着）・
ファクス・Ｅメールで図書情報館
（〒４４６－００３２御幸本町１２－１／胃〈７７〉
６０６６／tosyo@city.anjo.lg.jp／緯

〈７６〉６１１１）へ
※応募用紙は同館・同館HPで配布。

図書館協議会の委員

■内職務内容獅図書情報館での窓口・書
架整理・展示や行事運営等
雇用期間獅４月１日～９月３０日（１０
月以降も更新の場合有）
勤務日時獅

陰松掌抄を含む週５日午前８時３０分
～午後５時（平日は毎週１回程度
午前１１時３０分～午後８時、松掌抄

は隔週１回程度午前９時３０分～午
後６時の夜間当番有）

隠週２～３日及び週２０時間未満で平
日午後５時～８時・松掌抄午前１０
時～午後６時
賃金獅時給９７０円（図書館司書有資格
者は９８０円）、通勤割増１日２００円
選考方法獅書類審査、面接（３月２６
日捷）（応募者多数の場合は書類審査
を一次選考とします）
■対普通自動車免許を有し、簡単なパソ
コン操作ができる健康な人
※図書館司書有資格者、図書館勤務
経験者を優遇。
※学生は普通自動車免許無しでも可。
■定陰３人 隠５人程度
■申３月２１日抄までの午前９時～午後８
時（２０日昇は休館、松掌抄は午後
６時まで）に必要書類を持参し図書
情報館（緯〈７６〉６１１１）へ
※必要書類は同館・同館HPで配布。

図書情報館臨時職員

会社の育児・介護制度を整えて「愛
知県ファミリーフレンドリー企業」に
登録すると、専用サイトで事業所の取
組みが紹介される他、学生や転職希望
者のためのリクルートページで自社情
報を発信し、人材確保に役立てること
ができます。その他、本市では総合評
価競争入札の際に加点されるメリット
があります。イメージアップにもつな
がります。ぜひ登録してください。
■問愛知県西三河県民事務所（緯０５６４〈２７〉
２７８２）、入札に関すること獅市契約検
査課（緯〈７１〉２２１１）

ファミリーフレンドリー企業

■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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