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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。

市スポーツセンターの催し・
講座
①～③共通事項
■申４月５日昭～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
①ノルディックウォーキング基本教室
総合運動公園を歩きます。
■時５月１０日昭・１７日昭午前１０時３０分～
１１時３０分（全２回）
※雨天中止（小雨決行）。
■講梛野久美子氏（日本ノルディック

なぎ の

フィットネス協会）
■対１８歳以上で運動制限のない初心者
■定１０人（先着順）
■持運動できる服装、運動シューズ、帽
子、タオル、飲み物（ペットボトル）、
ポール（無料貸出有。希望する人は
申込時に申し出てください）
■申申込期限獅５月９日昌

②ダンスエクササイズ
■時５月１２日松・１９日松・２６日松午後５
時３０分～６時３０分（全３回）

■講 MARI氏（国際パルスリズムトレー
ナー）
■対高校生以上の初心者
■定１５人程度（先着順）
■￥施設使用料
■持運動できる服装、室内用シューズ、
タオル、飲み物（ペットボトル）
■申申込期限獅５月１１日晶

③体力測定会（一般向け）
■時５月１３日掌午前１０時～正午
■内６種目を測定し、体力年齢を算出。
体組成計による測定もできます
■対１８～６４歳
■定２０人（先着順）
■持運動できる服装、室内用シューズ、
タオル、飲み物（ペットボトル）
■申申込期限獅５月１２日松

■時４月２１日松午後２時～３時
■内演奏獅山地梨保（ハープ）、石本卓斗
（チェロ）

■￥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）

丈山苑「さくらコンサート」

植樹祭 in根羽村
地球環境に大きな役割を果たしてい
る森林。その森林を守る大切さを体感
する機会として、長野県根羽村の村民
植樹祭に参加してみませんか。
■時５月１２日松午前７時１５分～午後５時
（雨天決行）
■場ネバーランド（長野県根羽村） 集合・
解散獅市役所西駐車場
※市のバスで移動。

■対小学生以上（小・中学生は保護者同
伴）
■定２０組（定員を超えた場合は抽選）
※２人1組。

■持昼食、軍手、タオル、長靴（必要な
人）、雨合羽（雨天時）

■申４月２日捷～１３日晶午前８時３０分～
午後５時１５分（松掌を除く）に、電話
で財政課（緯〈７１〉２２１０）へ

■時５月１３日掌・２０日掌・２７日掌、６月
３日掌午後１時～１時５０分（全４回）

■場マーメイドパレス
■対幼児と保護者
■定２０組
※定員を超えた場合は、４月２４日昇

に公開代理抽選（未受講者、市内在
住・在勤者優先）。キャンセル待ちは
抽選順で５組まで。定員に満たない
場合は追加募集します。
■￥２４５０円（傷害保険料含む）
■他４月２５日昌～５月２日昌に、直接マ
ーメイドパレスで受講料を納めてく
ださい。期間中に入金がない場合は
参加できません
■申４月１０日昇～２２日掌午前１０時～午後
７時３０分（休館日を除く）に、直接マ
ーメイドパレス（緯〈９２〉７３５１）へ

親子水泳教室

環境サロン
■時４月１６日捷午後１時３０分～３時
■内自然農法についての勉強会
■対１８歳以上
■定１０人（先着順）
■￥２００円（飲み物代含む）
おかあさんありがとう～母の日工作
■時４月２１日松・２８日松午前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）
■￥２００円
親子でエコクッキング「野草でたこ
焼きをつくろう」

■時４月２２日掌午前１０時～１１時３０分
■講古居敬子氏
■対４歳以上の子と保護者
■定１０人（先着順）
■￥１人２００円
■持エプロン、三角巾、マスク、ふき
ん、皿、箸

季節の寄せ植え
■時４月２９日抄

午前１０時～
１１時３０分
■内季節の花苗
や「つる」を
使って寄せ
植えを体験
■講大橋輝美子
氏
■対１８歳以上
■定１０人（先着順）
■￥２５００円（材料費込）
親子でエコクッキング「きなこおや
つをつくろう」

■時４月３０日承午前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２００円
■持エプロン、三角巾、マスク、ふき
ん、皿、箸

■場環境学習センターエコきち
■申４月５日昭から各開催日の３日前までの午前９時～午後９時（昌を除く）に、
講座名・住所・氏名・年齢・電話番号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
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アンフォーレ願いごと広場から、自
転車道を通って豊田市水源公園までサ
イクリング。途中、スポーツセンター・
明治川神社・三連水車に立ち寄ります。
■時４月２２日掌午前８時３０分～正午
■場集合獅アンフォーレ
■対小学生以上（小学生は保護者同伴）
■定３０人（当日先着順）
■￥５００円（保険料）
■持飲み物、昼食
■申当日午前８時からアンフォーレ願い
ごと広場で参加受付
■問イワカガミ代表・鬼頭茂雄さん（緯

０９０〈４０８３〉６８７４／greengrass@
katch.ne.jp）、都市計画課（緯〈７１〉２２
４３）

エコサイクルシティ安城を
めざし、自転車道を走ろう

■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

江戸時代初期の文人として名高い石
川丈山ゆかりの地を散策。丈山が京都
に建てた詩仙堂を彷彿とさせる丈山苑

ほう ふつ

や、普段は公開されていない丈山文庫
等を解説つきで巡ります。
■時４月２０日晶午前９時～午後３時
■場集合場所獅丈山苑駐車場
■講天野暢保氏（安城市文化財保護委員

のぶ やす

会委員長）
■定２０人（先着順）
■￥１２００円（弁当代込み）
■持動きやすい服装
■申４月５日昭午前９時から電話で歴史
博物館（緯〈７７〉６６５５）へ

石川丈山の風雅にふれる～丈
山苑・丈山文庫の周辺散策～

■時４月１４日松・２８日松午前１０時～正午、
午後１時～３時

■場■問歴史博物館（緯〈７７〉６６５５）

①～③共通事項
■対市内在住者
■場■申４月１０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
※１家族１人１講習まで。

①親子遊び講習会
■時４月２４日昇午前１０時～１１時３０分
■内親子で遊びトレーニング～心と体の
強い子に！！～
■講神谷京子氏（キッズコーチング講師）
■対１歳～未就園の子と保護者
■定３０組（先着順）
②子育て何でも相談広場「Let'sトイレ
トレーニング」
■時５月８日昇午前１０時～１１時３０分
■講市保健師
■対これから始める子と保護者
■定２０組（先着順）
③育児講習会
■時５月２９日昇午前１０時～１１時３０分
■内演題獅子どもの授乳・卒乳＆産後の
お母さんのケア

■講鈴木久美子氏（助産師）
■対１歳６カ月未満の子の保護者
■定３０人（先着順）
■他子ども同伴での参加もできます

わんマル安
城とは、犬と
パパママのた
めのマルシェ
です。愛犬用
のごはんやお
やつ、洋服等の店が勢ぞろいし、買い
物だけでなく、犬好き同士でコミュニ
ケーションを深める絶好の機会です。
犬同伴でアンフォーレ願いごと広場に
お越しください。
■時４月８日掌午前１０時～午後４時
■場アンフォーレ
■他犬同伴でアンフォーレ館内には入れ
ません
■問安城プロモーションズ（アンフォー
レ総合案内／緯〈７６〉１４００）

■時４月２９日抄午後１時～２時
■場本證寺本堂（野寺町）
※同日午前９時から開催の本證寺フェスティバル内の催しのひとつです。
■内演題獅「城郭としての本證寺」
■講千田嘉博氏（奈良大学文学部教授、城郭考古学者）

せん だ よし ひろ

■定１５０人（当日先着順）
■他アイシン・エィ・ダブリュ叙の第１４社員駐車場が利用できます。駐車場か
ら本證寺までは徒歩１０分程度で、シャトルバスも運行します
■問文化振興課（緯〈７７〉４４７７）

わんマル安城 inアンフォーレ

千田嘉博氏
１９６３年愛知県生ま
れ。現在は奈良大
学文学部文化財学
科教授で前学長。
専門は城郭考古学。
この分野での第一人者で、城めぐ
り等に関する著書多数。また、テ
レビ等への出演も多い。一昨年の
NHK大河ドラマ『真田丸』では、
撮影セットとして造られた「真田
丸」（大坂冬の陣における大坂城の
曲輪）についての時代考証（城郭考
く る わ

証）を務めた。

諮

駐車場位置図

子育て支援センターの講習会 博物館ボランティアによる
常設展示ガイド
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のぶ やす

会委員長）
■定２０人（先着順）
■￥１２００円（弁当代込み）
■持動きやすい服装
■申４月５日昭午前９時から電話で歴史
博物館（緯〈７７〉６６５５）へ

石川丈山の風雅にふれる～丈
山苑・丈山文庫の周辺散策～

■時４月１４日松・２８日松午前１０時～正午、
午後１時～３時

■場■問歴史博物館（緯〈７７〉６６５５）

①～③共通事項
■対市内在住者
■場■申４月１０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
※１家族１人１講習まで。

①親子遊び講習会
■時４月２４日昇午前１０時～１１時３０分
■内親子で遊びトレーニング～心と体の
強い子に！！～

■講神谷京子氏（キッズコーチング講師）
■対１歳～未就園の子と保護者
■定３０組（先着順）
②子育て何でも相談広場「Let'sトイレ
トレーニング」
■時５月８日昇午前１０時～１１時３０分
■講市保健師
■対これから始める子と保護者
■定２０組（先着順）
③育児講習会
■時５月２９日昇午前１０時～１１時３０分
■内演題獅子どもの授乳・卒乳＆産後の
お母さんのケア

■講鈴木久美子氏（助産師）
■対１歳６カ月未満の子の保護者
■定３０人（先着順）
■他子ども同伴での参加もできます

わんマル安
城とは、犬と
パパママのた
めのマルシェ
です。愛犬用
のごはんやお
やつ、洋服等の店が勢ぞろいし、買い
物だけでなく、犬好き同士でコミュニ
ケーションを深める絶好の機会です。
犬同伴でアンフォーレ願いごと広場に
お越しください。
■時４月８日掌午前１０時～午後４時
■場アンフォーレ
■他犬同伴でアンフォーレ館内には入れ
ません
■問安城プロモーションズ（アンフォー
レ総合案内／緯〈７６〉１４００）

■時４月２９日抄午後１時～２時
■場本證寺本堂（野寺町）
※同日午前９時から開催の本證寺フェスティバル内の催しのひとつです。

■内演題獅「城郭としての本證寺」
■講千田嘉博氏（奈良大学文学部教授、城郭考古学者）

せん だ よし ひろ

■定１５０人（当日先着順）
■他アイシン・エィ・ダブリュ叙の第１４社員駐車場が利用できます。駐車場か
ら本證寺までは徒歩１０分程度で、シャトルバスも運行します

■問文化振興課（緯〈７７〉４４７７）

わんマル安城 inアンフォーレ

千田嘉博氏
１９６３年愛知県生ま
れ。現在は奈良大
学文学部文化財学
科教授で前学長。
専門は城郭考古学。
この分野での第一人者で、城めぐ
り等に関する著書多数。また、テ
レビ等への出演も多い。一昨年の
NHK大河ドラマ『真田丸』では、
撮影セットとして造られた「真田
丸」（大坂冬の陣における大坂城の
曲輪）についての時代考証（城郭考
く る わ

証）を務めた。

諮

駐車場位置図

子育て支援センターの講習会 博物館ボランティアによる
常設展示ガイド
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■時４月８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

■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。

②～④共通事項
■申各申込開始日の午前１０時から電話で
マーメイドパレス（緯〈９２〉７３５１）へ
①ジャンケン大会
■時４月１５日掌午後２時
■内勝った人にプール利用券を進呈
■対プール利用者
■定１００人（当日先着順）
■￥施設使用料
②ベビーマッサージ
■時４月１８日昌午前１０時３０分～正午
■内肌のふれあいによって、悩みを解消
するベビーマッサージの体験講座
■講竹本まどか氏（ロイヤルセラピスト
協会認定講師）
■対２カ月～１歳の子と保護者
■定８組（先着順）
■￥１５００円（施設使用料込、保護者が２
人の場合は２０００円）
■持大きめのバスタオル、子どもの水分
補給用飲料等
■申申込開始日獅４月６日晶

③目指せ美☆ボディ！骨盤エクササイズ
■時①中級編獅４月１９日昭 ②初級編獅

４月２７日晶 いずれも午前１０時３０分
～正午

■内左右の骨盤の歪みを整えてスタイル
ゆが

や姿勢を改善する骨盤体操
■講岩瀬裕子氏
■対①獅初級編に参加したことのある人
②獅１８歳以上の女性
■定各８人（先着順）
■￥各５００円（施設使用料込）
■持運動できる服装、タオル、飲み物
（ペットボトル）、ヨガマット又はバ
スタオル
■申申込開始日諮①獅４月１０日昇 ②獅

４月１１日昌

④日々の疲労をためないための健康お灸
■時４月２６日昭午前１０時３０分～正午
■内お灸の安全な使い方、体を温めるツ
ボ等、初歩的なお灸を体験
■講高橋裕子氏（鍼灸マッサージ師）
■対１８歳以上の女性
■定５人（先着順）
■￥１５００円（材料費・施設使用料込）
■持肘、膝を出せる服装（スカート不可）
■申申込開始日獅４月６日晶

マーメイドパレスの催し・
講座

救命講習会
■定各２０人（先着順）
■対安城・碧南・刈谷・知立・高浜市在
住・在勤・在学の人
※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。
■申４月５日昭午前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〉０１
３５）
普通救命講習Ⅰ
■時４月１５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■申知立消防署救急係（緯〈８１〉４１４４）
普通救命講習Ⅲ
■時４月２１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■申安城消防署救急係（緯〈７５〉２４９４）

レシピブラッシュアップ
LABO②
繁盛店を目指す飲食店経営者に向け
た、新メニュー開発や既存メニュー見
直しのための特別企画。参加者がアン
フォーレ内のキッチンで作った料理を、
著名料理研究家が実食した上で指導し
ます。
■時４月１９日昭午前１０時～午後５時
※各者準備１時間、面談１時間程度。
時間帯は安城ビジネスコンシェルジ
ュ（ABC）が指定。
■場アンフォーレ
■講長田絢氏（ABC所属専門家、叙

おさ だ あや

JapanFoodExpert代表取締役）
■対飲食店経営者
でメニュー・
レシピの見直
しをしたい人。
専門家の意見
を聞いて、さ
らに店を繁盛
させたい人
■定５者（先着順）
■￥使用する食材
費は参加者負担
■申申込書をファクスでABC（胃〈９３〉３３
４２）へ
※申込書はABC・市商工課、ABC
のHPで配布。
※ABCのHPからも申し込めます。
■問安城ビジネスコンシェルジュ（緯〈９３〉
３３４１）

■時４月２２日掌午前９時３０分
■場えのき保育園と長田川の間のれんげ
畑・ひまわり広場（榎前町宮下地内）
■内産直農産品青空市、輪投げコーナー、
ペットボトルロケット飛ばし大会、
グラウンドゴルフ大会等
■問榎前町内会（緯〈９２〉００７１）、清掃事業
所（緯〈７６〉３０５３）

榎前町せせらぎ・れんげま
つり

絵が初めての人
も歓迎！楽しく似
顔絵を描きましょ
う。特徴の捉え方、

とら

ポイント等につい
て丁寧な指導が受
けられます。中級
編では体の描き方
にもチャレンジ！ぜひご参加ください。
■時４月２８日松午前１０時～正午
■講小川嘉也氏（日本画家）

よし や

■対小学３年生以上
■定１０人（定員を超えた場合は抽選）
■￥１０００円
■申４月１５日掌までに講座名、代表者の
住所・電話番号、参加人数、参加者
全員の氏名と年齢をはがき（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人分まで申込可。
※同HPからも申込可。

■場■問市民ギャラリー（緯〈７７〉６８５３）

似顔絵イラスト体験講座
（中級編）

毎回テーマに基づいたまち歩きをし
ながら、外国人と日本人が一緒に体験・
交流をし、だれもが住みやすいまちに
ついて考える多文化共生ワークショッ
プ。３回目は「アンフォーレ（図書情報
館）を探検しよう！」。
■時５月１２日松午後１時３０分～３時３０分
■場集合場所獅市民会館
■対市内在住・在勤あるいは市内で活動
している日本人と外国人
■定３０人（先着順）
■他やさしい日本語で行い、通訳はあり
ません。平成３０年度末までに全４回
開催予定。参加者は毎回募集します
■申５月２日昌までの午前８時３０分～午
後５時１５分（松掌承を除く）に、直接
か電話で市民協働課（緯〈７１〉２２１８）へ

第３回多文化共生×安城ま
ちあるき探検隊

情
報
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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

安城市の犯罪発生件数は、ピークだ
った平成１５年以降減少傾向にあります
が、空き巣、振り込め詐欺、わいせつ
事案等の生活に身近な犯罪が、平成２９
年は１４７７件も発生しています。自分で
できる、被害に遭わないための方法・
手段を考え、近所でも声を掛け合い、
みんなで対策を実践しましょう。

■時運動期間獅４月１日～１０日
■内運動の重点諮住宅を対象とした侵入
盗の防止獅カギのかけ忘れに注意す
る。センサーライトや補助錠等を活
用する 振り込め詐欺等の特殊詐欺
の被害防止獅すぐに振り込まない、
知らない人に手渡さない、郵送しな
い 子どもと女性の犯罪被害防止獅

一人にならないように注意する。明
るい道を通る 自動車盗の防止獅ド
アロックを徹底する
■他下記キャンペーンにおいて、啓発品
を配布し、防犯を呼びかけます
■問市民安全課（緯〈７１〉２２１９）
侵入盗被害防止キャンペーン
■時４月４日昌午前１０時～１０時３０分
■場安城公園
ロックの日・自転車防犯診断
■時４月６日晶午後２時～３時
■場 JR三河安城駅、ピアゴ ラ フーズ
コア三河安城店（三河安城南町）

侵入盗被害防止キャンペーン
■時４月１０日昇午前１０時～１０時３０分
■場ピアゴ福釜店（福釜町）
犯罪被害防止キャンペーン
■時４月１０日昇午後４時～５時
■場 JR安城駅
※駅前デッキにて、安城学園高等学
校吹奏楽部による演奏有。

①～⑤共通事項
■他特に記載のないものは入園料が別途
必要。各講座の内容等は都合により
変更する場合有。詳細は問い合わせ
てください
■申４月５日昭～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

①お散歩フォト
■時５月９日昌・２３日昌午前１０時３０分～
正午（全２回）

■講岡本由樹子氏
■定２０人（先着順）
■￥２３００円（２回目はドリンク付）
■申申込期限施５月２日昌

②押し花講座
■時５月１０日昭・１７日昭、６月７日昭・
２１日昭、７月５日昭・１９日昭午前１０
時～正午（全６回）
■内押し花の作り方を学び、押し花を使
った額物作りに挑戦

■講長谷川はる子氏
■定３０人（先着順）
■￥６０００円（材料費別途、受講日の入園
券付）

■申申込期限施５月２日昌

③フラワーアレンジメント講座
■時５月１０日昭・１７日昭、６月７日昭・
２１日昭、７月５日昭・１９日昭午後１
時３０分～３時３０分（全６回）

■講山口秋子氏
■定３０人（先着順）
■￥６０００円（各回２０００円程度の材料費別
途、受講日の入園券付）

■申申込期限施５月２日昌

④寄せ植え講座「春の花を使ったブー
ケ風ハンギングバスケット」
■時５月１１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、エプロン（ガーデ
ニング用）
■申申込期限施４月２７日晶

⑤花と自然の写真講座
■時５月１１日晶・２５日晶、６月８日晶・
２２日晶午前１０時～正午（全４回）
■内園内での花や野鳥の撮影を通して、
撮影のポイントを学びます

■講岡田巳吉氏
み よし

■定２０人（先着順）
■￥４０００円
■申申込期限施５月２日昌

デンパーククラブハウスの
催し・講座

堀内公園の催し
■場■問堀内公園（緯〈９９〉５９４７）
鯉のぼりの展示

■時４月１８日昌～５月３１日昭

■内やすらぎの池の上空を、たくさんの
鯉のぼりが泳ぎます

春まつり
■時４月２１日松・２２日掌午前１０時～午後
３時
■内輪投げ等の模擬店（有料）を開催
■他景品が無くなり次第終了します
母の日記念 作ってプレゼント！「折り
紙カーネーション作り」
折り紙でカーネーションを作って、
お母さんにプレゼントしよう！
■時４月２８日松～３０日承午前１０時～午後
３時
■定各５０人（当日先着順）

愛知県緑化センターの教室
■場■問愛知県緑化センター（豊田市西中
山町／緯０５６５〈７６〉２１０９）

野外教室「森のクラフト」
■時５月４日抄①午前１０時３０分～正午
②午後１時３０分～３時
■内小枝や木の実を使って工作します
■講緑化センター職員
■定各４０人（先着順）
■他当日午前８時の時点で豊田市に暴風
警報が発令されている場合は中止

■申４月４日昌午前９時から（捷を除く）
電話で同センターへ
※同センターHPからも申込可。

怪怪しいと感じたら１１０怪しいと感じたら１１０番番

春の安全なまちづくり市民運動
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■時４月８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

■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。

②～④共通事項
■申各申込開始日の午前１０時から電話で
マーメイドパレス（緯〈９２〉７３５１）へ
①ジャンケン大会
■時４月１５日掌午後２時
■内勝った人にプール利用券を進呈
■対プール利用者
■定１００人（当日先着順）
■￥施設使用料
②ベビーマッサージ
■時４月１８日昌午前１０時３０分～正午
■内肌のふれあいによって、悩みを解消
するベビーマッサージの体験講座
■講竹本まどか氏（ロイヤルセラピスト
協会認定講師）
■対２カ月～１歳の子と保護者
■定８組（先着順）
■￥１５００円（施設使用料込、保護者が２
人の場合は２０００円）
■持大きめのバスタオル、子どもの水分
補給用飲料等
■申申込開始日獅４月６日晶

③目指せ美☆ボディ！骨盤エクササイズ
■時①中級編獅４月１９日昭 ②初級編獅

４月２７日晶 いずれも午前１０時３０分
～正午

■内左右の骨盤の歪みを整えてスタイル
ゆが

や姿勢を改善する骨盤体操
■講岩瀬裕子氏
■対①獅初級編に参加したことのある人
②獅１８歳以上の女性
■定各８人（先着順）
■￥各５００円（施設使用料込）
■持運動できる服装、タオル、飲み物
（ペットボトル）、ヨガマット又はバ
スタオル
■申申込開始日諮①獅４月１０日昇 ②獅

４月１１日昌

④日々の疲労をためないための健康お灸
■時４月２６日昭午前１０時３０分～正午
■内お灸の安全な使い方、体を温めるツ
ボ等、初歩的なお灸を体験
■講高橋裕子氏（鍼灸マッサージ師）
■対１８歳以上の女性
■定５人（先着順）
■￥１５００円（材料費・施設使用料込）
■持肘、膝を出せる服装（スカート不可）
■申申込開始日獅４月６日晶

マーメイドパレスの催し・
講座

救命講習会
■定各２０人（先着順）
■対安城・碧南・刈谷・知立・高浜市在
住・在勤・在学の人
※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。
■申４月５日昭午前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〉０１
３５）
普通救命講習Ⅰ
■時４月１５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■申知立消防署救急係（緯〈８１〉４１４４）
普通救命講習Ⅲ
■時４月２１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■申安城消防署救急係（緯〈７５〉２４９４）

レシピブラッシュアップ
LABO②
繁盛店を目指す飲食店経営者に向け
た、新メニュー開発や既存メニュー見
直しのための特別企画。参加者がアン
フォーレ内のキッチンで作った料理を、
著名料理研究家が実食した上で指導し
ます。
■時４月１９日昭午前１０時～午後５時
※各者準備１時間、面談１時間程度。
時間帯は安城ビジネスコンシェルジ
ュ（ABC）が指定。
■場アンフォーレ
■講長田絢氏（ABC所属専門家、叙

おさ だ あや

JapanFoodExpert代表取締役）
■対飲食店経営者
でメニュー・
レシピの見直
しをしたい人。
専門家の意見
を聞いて、さ
らに店を繁盛
させたい人
■定５者（先着順）
■￥使用する食材
費は参加者負担
■申申込書をファクスでABC（胃〈９３〉３３
４２）へ
※申込書はABC・市商工課、ABC
のHPで配布。
※ABCのHPからも申し込めます。
■問安城ビジネスコンシェルジュ（緯〈９３〉
３３４１）

■時４月２２日掌午前９時３０分
■場えのき保育園と長田川の間のれんげ
畑・ひまわり広場（榎前町宮下地内）
■内産直農産品青空市、輪投げコーナー、
ペットボトルロケット飛ばし大会、
グラウンドゴルフ大会等
■問榎前町内会（緯〈９２〉００７１）、清掃事業
所（緯〈７６〉３０５３）

榎前町せせらぎ・れんげま
つり

絵が初めての人
も歓迎！楽しく似
顔絵を描きましょ
う。特徴の捉え方、

とら

ポイント等につい
て丁寧な指導が受
けられます。中級
編では体の描き方
にもチャレンジ！ぜひご参加ください。
■時４月２８日松午前１０時～正午
■講小川嘉也氏（日本画家）

よし や

■対小学３年生以上
■定１０人（定員を超えた場合は抽選）
■￥１０００円
■申４月１５日掌までに講座名、代表者の
住所・電話番号、参加人数、参加者
全員の氏名と年齢をはがき（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人分まで申込可。
※同HPからも申込可。

■場■問市民ギャラリー（緯〈７７〉６８５３）

似顔絵イラスト体験講座
（中級編）

毎回テーマに基づいたまち歩きをし
ながら、外国人と日本人が一緒に体験・
交流をし、だれもが住みやすいまちに
ついて考える多文化共生ワークショッ
プ。３回目は「アンフォーレ（図書情報
館）を探検しよう！」。
■時５月１２日松午後１時３０分～３時３０分
■場集合場所獅市民会館
■対市内在住・在勤あるいは市内で活動
している日本人と外国人
■定３０人（先着順）
■他やさしい日本語で行い、通訳はあり
ません。平成３０年度末までに全４回
開催予定。参加者は毎回募集します
■申５月２日昌までの午前８時３０分～午
後５時１５分（松掌承を除く）に、直接
か電話で市民協働課（緯〈７１〉２２１８）へ

第３回多文化共生×安城ま
ちあるき探検隊

情
報
ボ
ッ
ク
ス
は
左
側
か
ら
お
読
み
く
だ
さ
い
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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

安城市の犯罪発生件数は、ピークだ
った平成１５年以降減少傾向にあります
が、空き巣、振り込め詐欺、わいせつ
事案等の生活に身近な犯罪が、平成２９
年は１４７７件も発生しています。自分で
できる、被害に遭わないための方法・
手段を考え、近所でも声を掛け合い、
みんなで対策を実践しましょう。

■時運動期間獅４月１日～１０日
■内運動の重点諮住宅を対象とした侵入
盗の防止獅カギのかけ忘れに注意す
る。センサーライトや補助錠等を活
用する 振り込め詐欺等の特殊詐欺
の被害防止獅すぐに振り込まない、
知らない人に手渡さない、郵送しな
い 子どもと女性の犯罪被害防止獅

一人にならないように注意する。明
るい道を通る 自動車盗の防止獅ド
アロックを徹底する
■他下記キャンペーンにおいて、啓発品
を配布し、防犯を呼びかけます
■問市民安全課（緯〈７１〉２２１９）
侵入盗被害防止キャンペーン
■時４月４日昌午前１０時～１０時３０分
■場安城公園
ロックの日・自転車防犯診断
■時４月６日晶午後２時～３時
■場 JR三河安城駅、ピアゴ ラ フーズ
コア三河安城店（三河安城南町）

侵入盗被害防止キャンペーン
■時４月１０日昇午前１０時～１０時３０分
■場ピアゴ福釜店（福釜町）
犯罪被害防止キャンペーン
■時４月１０日昇午後４時～５時
■場 JR安城駅
※駅前デッキにて、安城学園高等学
校吹奏楽部による演奏有。

①～⑤共通事項
■他特に記載のないものは入園料が別途
必要。各講座の内容等は都合により
変更する場合有。詳細は問い合わせ
てください
■申４月５日昭～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

①お散歩フォト
■時５月９日昌・２３日昌午前１０時３０分～
正午（全２回）

■講岡本由樹子氏
■定２０人（先着順）
■￥２３００円（２回目はドリンク付）
■申申込期限施５月２日昌

②押し花講座
■時５月１０日昭・１７日昭、６月７日昭・
２１日昭、７月５日昭・１９日昭午前１０
時～正午（全６回）
■内押し花の作り方を学び、押し花を使
った額物作りに挑戦

■講長谷川はる子氏
■定３０人（先着順）
■￥６０００円（材料費別途、受講日の入園
券付）

■申申込期限施５月２日昌

③フラワーアレンジメント講座
■時５月１０日昭・１７日昭、６月７日昭・
２１日昭、７月５日昭・１９日昭午後１
時３０分～３時３０分（全６回）

■講山口秋子氏
■定３０人（先着順）
■￥６０００円（各回２０００円程度の材料費別
途、受講日の入園券付）

■申申込期限施５月２日昌

④寄せ植え講座「春の花を使ったブー
ケ風ハンギングバスケット」
■時５月１１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、エプロン（ガーデ
ニング用）
■申申込期限施４月２７日晶

⑤花と自然の写真講座
■時５月１１日晶・２５日晶、６月８日晶・
２２日晶午前１０時～正午（全４回）
■内園内での花や野鳥の撮影を通して、
撮影のポイントを学びます

■講岡田巳吉氏
み よし

■定２０人（先着順）
■￥４０００円
■申申込期限施５月２日昌

デンパーククラブハウスの
催し・講座

堀内公園の催し
■場■問堀内公園（緯〈９９〉５９４７）
鯉のぼりの展示

■時４月１８日昌～５月３１日昭

■内やすらぎの池の上空を、たくさんの
鯉のぼりが泳ぎます

春まつり
■時４月２１日松・２２日掌午前１０時～午後
３時
■内輪投げ等の模擬店（有料）を開催
■他景品が無くなり次第終了します
母の日記念 作ってプレゼント！「折り
紙カーネーション作り」
折り紙でカーネーションを作って、
お母さんにプレゼントしよう！
■時４月２８日松～３０日承午前１０時～午後
３時
■定各５０人（当日先着順）

愛知県緑化センターの教室
■場■問愛知県緑化センター（豊田市西中
山町／緯０５６５〈７６〉２１０９）

野外教室「森のクラフト」
■時５月４日抄①午前１０時３０分～正午
②午後１時３０分～３時
■内小枝や木の実を使って工作します
■講緑化センター職員
■定各４０人（先着順）
■他当日午前８時の時点で豊田市に暴風
警報が発令されている場合は中止

■申４月４日昌午前９時から（捷を除く）
電話で同センターへ
※同センターHPからも申込可。

怪怪しいと感じたら１１０怪しいと感じたら１１０番番

春の安全なまちづくり市民運動
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安城歴史研究
■問歴史博物館（緯〈７７〉６６５５）
安城歴史研究第４３号の販売
■場販売場所獅歴史博物館
■内今号は新指定文化財（名称変更）「桜

さくら

皮巻き小形壺形土器」、新登録有形文
かわ ま こ がた つぼ がた

化財「安城農林高等学校正門門柱」の
紹介、「江戸時代後期の田畑の売買価

でん ばた

格」「明治用水生み
の親 岡本兵

ひょう

松」
まつ

「都築三郎兵
ひょう

衛の
え

銘酒 瀧
たき

泉」の３編
いずみ

と「国、県、市指定
文化財リスト」が
収められています
■￥１２００円
安城歴史研究第４４号の原稿を募集
市内在住・在勤者による、安城の郷
土に関する未発表の研究成果を募集。
■内文章は２０００～８０００字、ワード又はテ
キスト形式で作成してください。写
真は５枚程度。論述の根拠となる資
料名を明示し、未公開資料の場合は、
資料所有者の許可を文書で得て応募
原稿に添付してください
■申１０月２６日晶までの午前９時～午後５
時（休館日を除く）に、紙原稿とデー
タを記録したＵＳＢメモリー・ＣＤーＲ
等を持って歴史博物館へ

■時４月１６日捷～２７日晶午前８時３０分～
午後５時１５分（松掌を除く）
■内４月１５日に公告する農地の「貸し手」
と「借り手」の賃貸借の申出をとりま
とめたもの

■場■問農務課（緯〈７１〉２２３４）

農用地利用集積計画の縦覧

■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。

ふれあい補償制度を利用し
ましょう
市内に活動の拠点を置く３人以上の
団体（NPO法人も対象となる場合有）
の活動時のケガや事故を補償します。
■内賠償責任保険施団体が法律上の賠償
責任を問われた場合、事故１件につ
き最高５億円（免責１件につき１０００
円） 傷害保険施指導者や参加者が
傷害（脳・心臓疾患等を除く。熱中
症は対象）を受けた場合、死亡３００万
円、入院１日２０００円、通院１日１０００
円（請求の際は入院・通院した日が
わかる書類が必要）
■対対象活動施団体の公益的な活動、防
災訓練・運動会等の町内会活動、子
ども会等の青少年健全育成活動、社
会福祉・環境美化等のボランティア
活動、市主催の行事・公民館講座等
■問市民協働課（緯〈７１〉２２１８）

安城理容組合に加盟している理容店
が、対象者の自宅にて、理髪（洗髪を
除く）及びひげそりを実施します。
■対①在宅ねたきり高齢者等介護人手当
受給者が介護するねたきり高齢者
②肢体不自由者で、下肢または体幹
の程度が１級である身体障害者手帳
所持者
■申①に該当する場合は認印を持ち高齢
福祉課、②に該当する場合は身体障
害者手帳と認印を持ち障害福祉課へ
■問高齢福祉課（緯〈７１〉２２２３）、障害福祉
課（緯〈７１〉２２２５）

平成３０年度訪問理容料金
助成利用券を交付

４月１日から始まる「違反対象物の公表制度」は、建物の利用者自らが建物の火
災危険性に関する情報を入手し、その建物の利用について判断できるよう、消防
が立入検査で確認した重大な消防法令違反を衣浦東部広域連合消防局HPで公表
する制度です。

公表の対象となる建物獅飲食店・物品販売店・ホテル等の不特定多数の人が利用
する建物や、病院・社会福祉施設等の一人では避難することが難しい人が利用す
る施設
公表の対象となる違反獅設置が義務付けられた消防用設備等のうち、「屋内消火栓
設備」「スプリンクラー設備」「自動火災報知設備」が設置されていない
公表する内容獅建物の「名称」「所在地」「法令違反の内容」
建物を所有・管理している人へ
所有・管理している建物が下記の変更等を行う場合、消防用設備等が必要とな
る場合があります。最寄りの消防署へ相談してください。
暫飲食店、物品販売店、病院、社会福祉施設等へ用途変更する
暫増築や改築、隣接建物と接続する
暫看板・陳列棚等の設置により、窓をふさぐ
■問衣浦東部広域連合予防課（緯〈６３〉０１３６）

後期高齢者医療制度のお知
らせ
■問国保年金課（緯〈７１〉２２３２）
保険料仮徴収（年金天引き）の開始
新規対象者へ４月中旬に通知します。
納付を口座振替に変更する人は、振替
口座の通帳・金融機関の届出印・健康
保険証を持ち国保年金課へ
※変更は申請から３～４カ月後です。
平成３０年度の保険料
後期高齢者医療保険料は２年ごとに
見直されます。平成３０・３１年度の保険
料率等は下表のとおりです。

※均等割額の５割軽減、２割軽減の対
象を拡大しました。また、所得割額
の軽減がなくなり、職場の健康保険
等の被扶養者だった人の均等割額の
軽減割合が７割から５割に変更され
ます。
保養所の利用助成
■内平成３１年３月３１日までの下表での宿
泊に対し１泊１０００円（上限４泊）助成
■対後期高齢者医療制度被保険者
■申各保養所へ同制度被保険者であるこ
とを伝え、宿泊時に保養所窓口で健
康保険証と利用カード（初回利用時に
各保養所で交付）を提示してください

８.７６％所得割率
４５,３７９円均等割額
６２０,０００円賦課限度額

「違反対象物の公表制度」が始まります

電話番号対象保養所
緯０５６５〈６２〉０１００百年草（豊田市）

緯０５９４〈４２〉３３３０
名古屋市休養温泉
ホーム松ケ島
（三重県桑名市）

緯０５６２〈８２〉０２１１あいち健康の森プラ
ザホテル（東浦町）

緯０５３１〈３５〉１１５１シーサイド伊良湖
（田原市）

緯０５３３〈６８〉４６９６サンヒルズ三河湾
（蒲郡市）
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回 広報あんじょう 2018.4.1

■時運動期間獅４月６日～１５日
■内運動重点獅歩行中の子供・高齢者・
高齢ドライバーの交通事故防止、歩
行中・自転車乗車中の交通事故防止、
後部座席を含めた全ての座席でシー
トベルトとチャイルドシートの正し
い着用を徹底、飲酒運転の根絶
■他下記キャンペーンにおいて、啓発品
を配布し、交通安全について呼びか
けます
■問市民安全課（緯〈７１〉２２１９）
思いやり運転実施キャンペーン
■時４月６日晶午後４時～４時３０分
■場アピタ安城南店（桜井町）
自転車安全利用キャンペーン
■時４月１０日昇午後３時～３時３０分
■場 JR安城駅
反射材普及キャンペーン
■時４月１１日昌午後３時～３時３０分
■場イトーヨーカドー安城店（住吉町）

春の交通安全市民運動

■問都市計画課（緯〈７１〉２２４３）
自転車購入費補助
■対幼児２人同乗用自転車を「まちの自転
車屋さん」登録店で購入し、６歳未満の
子を２人以上扶養している市内在住者
■内補助金額施車両購入費・登録経費の
３分の１（子ども用ヘルメット２つ
分までと子ども用座席の購入費を含
む） 上限施２万円
■他申請者は必ず自転車安全利用講習会
（下記参照）を受講してください
■申自転車購入と講習会受講後、午前８
時３０分～午後５時１５分（松掌抄を除
く）に、申請書兼実績報告書・印鑑・
必要書類を持ち都市計画課へ
※申請書は同課・市HPで配布。
※「まちの自転車屋さん」登録店、必
要書類等詳細は同課へ問い合わせる
か、市HPで確認してください。
自転車安全利用講習会
■時４月１７日昇、５月１５日昇 いずれも
午前１０時～１１時３０分
■場市役所本庁舎
■他６月以降も月１回程度開催予定
■申各開催日３日前までの午前８時３０分
～午後５時１５分（松掌抄承を除く）に、
電話で都市計画課へ
自転車安全整備補助
市内の「まちの自転車屋さん」登録店

で自転車安全整備を受けると、１年間
の損害賠償保険・傷害保険（TSマーク
付帯保険）に加入できます。
■内補助金額施５００円
■他未成年者が使用する自転車は、保護
者が申請してください
■申午前８時３０分～午後５時１５分（松掌

抄を除く）に、申請書兼実績報告書・
印鑑・TSマーク付帯保険加入書・
領収書を持ち都市計画課へ
※申請書は同課・市HPで配布。

自転車の購入・整備に対す
る補助制度

■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

西三河都市計画事業安城南明治第一
土地区画整理審議会委員選挙の選挙人
名簿を縦覧します。
■時４月１３日晶～２６日昭午前８時３０分～
午後５時１５分

■場捷～晶獅南明治整備課 松掌獅市役
所本庁舎１階第１会議室
■他選挙人名簿の記載事項に異議がある
人は、縦覧期間中に市へ申出書を提
出できます
■問南明治整備課（緯〈７１〉３７５１）

南明治第一土地区画整理審議
会委員選挙選挙人名簿の縦覧

パブリックコメント制度に
よる意見募集の結果を公表
①・②共通事項
寄せられた意見の内訳や、意見に対
する市の考え方は、次のとおり閲覧で
きます。なお、意見による計画の変更
はありません。
※市HPでも閲覧できます。
①安城市新水道ビジョン（案）
２件（２人）の意見が寄せられました。
意見の内訳は次のとおりです。
暫水源及び水質の安全性確保に関する
意見施２件

■時４月１日掌～３０日承（閉庁・休館日
を除く）の各施設開館時間

■場閲覧場所施水道工務課、浄水管理事
務所、各地区公民館、アンフォーレ、
市民交流センター
■問水道工務課（緯〈７１〉２２５０）
②安城市空家等対策計画（案）
１件（１人）の意見が寄せられました。
意見の内訳は次のとおりです。
暫空き家の利活用に関する意見施１件
■時４月１日掌～３０日承（閉庁・休館日
を除く）の各施設開館時間
■場閲覧場所施建築課、各地区公民館、
アンフォーレ、市民交流センター
■問建築課（緯〈７１〉２２４１）
③安城市一般廃棄物（ごみ）処理基本計
画（案）及び安城市災害廃棄物処理計画
（案）
意見は寄せられませんでした。
■問ごみゼロ推進課（緯〈７６〉３０５３）

４月下旬に、現在の受給者へ変更後
の金額が表示された証書を送付します。
■内支給額（月額）は次のとおり（単位：円）

■問子育て支援課（緯〈７１〉２２２９）

４月から児童扶養手当の月
額が変更されます

変更後変更前
第１子支給額

４２,５００４２,２９０全部支給
１０,０３０～４２,４９０９,９８０～４２,２８０一部支給

第２子加算額
１０,０４０９,９９０全部支給

５,０２０～１０,０３０５,０００～９,９８０一部支給
第３子以降加算額

６,０２０５,９９０全部支給
３,０１０～６,０１０３,０００～５,９８０一部支給

「西三河都市計画区域の整備、開発
及び保全の方針」及び「西三河都市計画
区域区分」の変更について、公聴会が
開催されます。
■問県都市計画課（緯０５２〈９５４〉６５１５）、市
都市計画課（緯〈７１〉２２４３）
原案の閲覧
■時閲覧期間獅４月１０日昇～２４日昇（松

掌を除く）
■場県都市計画課、市都市計画課
※県HPでも閲覧可。
公聴会
■時５月１３日掌午後２時
■場岡崎市福祉会館（岡崎市朝日町）
■申公述希望者獅公述申立書を原案の閲
覧期間内に郵送（必着）で県都市計画
課（〒４６０－８５０１住所不要）へ 傍聴
希望者獅当日会場へ来てください
■他公述申立てがなかった場合、公聴会は
行いません（県HPでお知らせします）
意見募集
「西三河都市計画区域の整備、開発
及び保全の方針」については、公聴会
の開催に加えて、皆さんからの意見を
募集します。詳細は県HPで確認して
ください。

都市計画に関する公聴会の
開催について
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安城歴史研究
■問歴史博物館（緯〈７７〉６６５５）
安城歴史研究第４３号の販売
■場販売場所獅歴史博物館
■内今号は新指定文化財（名称変更）「桜

さくら

皮巻き小形壺形土器」、新登録有形文
かわ ま こ がた つぼ がた

化財「安城農林高等学校正門門柱」の
紹介、「江戸時代後期の田畑の売買価

でん ばた

格」「明治用水生み
の親 岡本兵

ひょう

松」
まつ

「都築三郎兵
ひょう

衛の
え

銘酒 瀧
たき

泉」の３編
いずみ

と「国、県、市指定
文化財リスト」が
収められています
■￥１２００円
安城歴史研究第４４号の原稿を募集
市内在住・在勤者による、安城の郷
土に関する未発表の研究成果を募集。
■内文章は２０００～８０００字、ワード又はテ
キスト形式で作成してください。写
真は５枚程度。論述の根拠となる資
料名を明示し、未公開資料の場合は、
資料所有者の許可を文書で得て応募
原稿に添付してください
■申１０月２６日晶までの午前９時～午後５
時（休館日を除く）に、紙原稿とデー
タを記録したＵＳＢメモリー・ＣＤーＲ
等を持って歴史博物館へ

■時４月１６日捷～２７日晶午前８時３０分～
午後５時１５分（松掌を除く）
■内４月１５日に公告する農地の「貸し手」
と「借り手」の賃貸借の申出をとりま
とめたもの

■場■問農務課（緯〈７１〉２２３４）

農用地利用集積計画の縦覧

■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。

ふれあい補償制度を利用し
ましょう
市内に活動の拠点を置く３人以上の
団体（NPO法人も対象となる場合有）
の活動時のケガや事故を補償します。
■内賠償責任保険施団体が法律上の賠償
責任を問われた場合、事故１件につ
き最高５億円（免責１件につき１０００
円） 傷害保険施指導者や参加者が
傷害（脳・心臓疾患等を除く。熱中
症は対象）を受けた場合、死亡３００万
円、入院１日２０００円、通院１日１０００
円（請求の際は入院・通院した日が
わかる書類が必要）
■対対象活動施団体の公益的な活動、防
災訓練・運動会等の町内会活動、子
ども会等の青少年健全育成活動、社
会福祉・環境美化等のボランティア
活動、市主催の行事・公民館講座等
■問市民協働課（緯〈７１〉２２１８）

安城理容組合に加盟している理容店
が、対象者の自宅にて、理髪（洗髪を
除く）及びひげそりを実施します。
■対①在宅ねたきり高齢者等介護人手当
受給者が介護するねたきり高齢者
②肢体不自由者で、下肢または体幹
の程度が１級である身体障害者手帳
所持者
■申①に該当する場合は認印を持ち高齢
福祉課、②に該当する場合は身体障
害者手帳と認印を持ち障害福祉課へ
■問高齢福祉課（緯〈７１〉２２２３）、障害福祉
課（緯〈７１〉２２２５）

平成３０年度訪問理容料金
助成利用券を交付

４月１日から始まる「違反対象物の公表制度」は、建物の利用者自らが建物の火
災危険性に関する情報を入手し、その建物の利用について判断できるよう、消防
が立入検査で確認した重大な消防法令違反を衣浦東部広域連合消防局HPで公表
する制度です。

公表の対象となる建物獅飲食店・物品販売店・ホテル等の不特定多数の人が利用
する建物や、病院・社会福祉施設等の一人では避難することが難しい人が利用す
る施設
公表の対象となる違反獅設置が義務付けられた消防用設備等のうち、「屋内消火栓
設備」「スプリンクラー設備」「自動火災報知設備」が設置されていない
公表する内容獅建物の「名称」「所在地」「法令違反の内容」
建物を所有・管理している人へ
所有・管理している建物が下記の変更等を行う場合、消防用設備等が必要とな
る場合があります。最寄りの消防署へ相談してください。
暫飲食店、物品販売店、病院、社会福祉施設等へ用途変更する
暫増築や改築、隣接建物と接続する
暫看板・陳列棚等の設置により、窓をふさぐ
■問衣浦東部広域連合予防課（緯〈６３〉０１３６）

後期高齢者医療制度のお知
らせ
■問国保年金課（緯〈７１〉２２３２）
保険料仮徴収（年金天引き）の開始
新規対象者へ４月中旬に通知します。
納付を口座振替に変更する人は、振替
口座の通帳・金融機関の届出印・健康
保険証を持ち国保年金課へ
※変更は申請から３～４カ月後です。
平成３０年度の保険料
後期高齢者医療保険料は２年ごとに
見直されます。平成３０・３１年度の保険
料率等は下表のとおりです。

※均等割額の５割軽減、２割軽減の対
象を拡大しました。また、所得割額
の軽減がなくなり、職場の健康保険
等の被扶養者だった人の均等割額の
軽減割合が７割から５割に変更され
ます。
保養所の利用助成
■内平成３１年３月３１日までの下表での宿
泊に対し１泊１０００円（上限４泊）助成
■対後期高齢者医療制度被保険者
■申各保養所へ同制度被保険者であるこ
とを伝え、宿泊時に保養所窓口で健
康保険証と利用カード（初回利用時に
各保養所で交付）を提示してください

８.７６％所得割率
４５,３７９円均等割額
６２０,０００円賦課限度額

「違反対象物の公表制度」が始まります

電話番号対象保養所
緯０５６５〈６２〉０１００百年草（豊田市）

緯０５９４〈４２〉３３３０
名古屋市休養温泉
ホーム松ケ島
（三重県桑名市）

緯０５６２〈８２〉０２１１あいち健康の森プラ
ザホテル（東浦町）

緯０５３１〈３５〉１１５１シーサイド伊良湖
（田原市）

緯０５３３〈６８〉４６９６サンヒルズ三河湾
（蒲郡市）
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■時運動期間獅４月６日～１５日
■内運動重点獅歩行中の子供・高齢者・
高齢ドライバーの交通事故防止、歩
行中・自転車乗車中の交通事故防止、
後部座席を含めた全ての座席でシー
トベルトとチャイルドシートの正し
い着用を徹底、飲酒運転の根絶
■他下記キャンペーンにおいて、啓発品
を配布し、交通安全について呼びか
けます
■問市民安全課（緯〈７１〉２２１９）
思いやり運転実施キャンペーン
■時４月６日晶午後４時～４時３０分
■場アピタ安城南店（桜井町）
自転車安全利用キャンペーン
■時４月１０日昇午後３時～３時３０分
■場 JR安城駅
反射材普及キャンペーン
■時４月１１日昌午後３時～３時３０分
■場イトーヨーカドー安城店（住吉町）

春の交通安全市民運動

■問都市計画課（緯〈７１〉２２４３）
自転車購入費補助
■対幼児２人同乗用自転車を「まちの自転
車屋さん」登録店で購入し、６歳未満の
子を２人以上扶養している市内在住者
■内補助金額施車両購入費・登録経費の
３分の１（子ども用ヘルメット２つ
分までと子ども用座席の購入費を含
む） 上限施２万円
■他申請者は必ず自転車安全利用講習会
（下記参照）を受講してください
■申自転車購入と講習会受講後、午前８
時３０分～午後５時１５分（松掌抄を除
く）に、申請書兼実績報告書・印鑑・
必要書類を持ち都市計画課へ
※申請書は同課・市HPで配布。
※「まちの自転車屋さん」登録店、必
要書類等詳細は同課へ問い合わせる
か、市HPで確認してください。
自転車安全利用講習会
■時４月１７日昇、５月１５日昇 いずれも
午前１０時～１１時３０分
■場市役所本庁舎
■他６月以降も月１回程度開催予定
■申各開催日３日前までの午前８時３０分
～午後５時１５分（松掌抄承を除く）に、
電話で都市計画課へ
自転車安全整備補助
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自転車の購入・整備に対す
る補助制度

■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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江戸時代から続く「知立まつり」。今
年は、ユネスコ無形文化遺産「山・鉾・

ほこ

屋台行事」の１つとして「知立の山車文
だ し

楽とからくり」が登録されてから、初
めての本祭りが行われます。
山車の台上で奉納上演される人形浄
瑠璃芝居の「山車文楽」と「からくり」は、
ともに江戸時代から伝承されている情
趣豊かな郷土芸能の粋です。また、高
さ７ｍ、重さ５ｔにもなる山車の梶棒

かじ ぼう

を担ぎ宮入りする場景は圧巻です。
■時５月２日昌・３日抄

■場知立神社（名鉄知立駅下車徒歩１５分）
及び周辺道路
■問知立市観光協会（知立市役所経済課
内／緯〈８３〉１１１１）

知立まつり 知
立

塊広報あんじょう 2018.4.1

シルバー人材センターでは、６０歳以
上の健康で働く意欲のある人を募集し
ています。様々な仕事の中から、あな
たに合った仕事を見つけ、生涯現役を
目指しましょう。
入会説明会
■時毎月第２水曜日午前１０時～１１時
■場シルバー人材センター
■問シルバー人材センター（緯〈７６〉１４１５）、
市高齢福祉課（緯〈７１〉２２２３）

シルバー会員

■内募集科獅物流機械運転科 訓練期間
獅７月４日～１２月２１日 訓練場所獅

ポリテクセンター名古屋港（名古屋
市港区潮凪町） 選考獅筆記試験、
面接（６月１４日昭）
■対就職を強く希望してハローワークに
求職申込みをしており、義務教育を
修了した１８歳以上で普通自動車免許
を持っている人
■定２０人
■￥教科書、作業服代等
■他５月１０日昭・１７日昭に説明会有
■申５月１日昇～２３日昌に入所願書（ハ
ローワークで配布）を持ち刈谷公共
職業安定所へ
■問ポリテクセンター名古屋港（緯０５２
〈３８１〉２７７５）

ポリテクセンター名古屋港
受講生

■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。

デンパークガーデニングコ
ンテスト出展作品
①・②共通事項
提出された作品は、５月２３日昌～６

月３日掌に園内のハンギングバスケッ
トコーナーに展示します。
■他暫いずれの部門も作品の高さに制限
はありませんが、風等で倒れないよ
うにしてください
暫両部門への出品も可。ただし、各
部門１人１点までとします
暫ビギナーの部はガーデニング歴が
概ね１年未満で、他のコンテストで
の受賞経験がない人が対象。使用で
きる植物は５品種までに限定
■申４月９日捷までに、住所・氏名・電
話番号・ファクス番号、希望する部
門と部、マスター資格の有無を郵送
（必着）かファクスでデンパーク（〒
４４６－００４６赤松町梶１／胃〈９２〉７１１８）へ
※作品は５月２２日昇にデンパークへ
搬入。２３日昌に審査を行い、各賞を
決定します（賞金又は副賞あり）。

■問デンパーク（緯〈９２〉７１１１）
①ハンギングバスケット部門
■内部・規格獅マスター・一般・ビギナ
ーの３部で募集。いずれも壁掛け式
で、壁面装飾を含め７０尺×７０尺以内
②コンテナガーデン部門
■内部・規格諮一般の部獅８０尺×８０尺の
中でコンテナを中心とした展示 ビ
ギナーの部獅６０尺×４０尺以内のコン
テナ作品 ファミリーの部獅８０尺×
８０尺の中に２鉢以上のコンテナを使
用し、小学生以下の子と保護者で制
作したもの

■内職務内容獅管理事務所での事務 勤
務日時獅昌晶松掌のうち３日間程度
で午前１０時～午後６時 賃金獅時給
８８０円（松掌抄は１００円増）、通勤割増
１日２００円 休日獅応相談
■対パソコンの基本操作ができる人
■定１人
■他面接時に顔写真付履歴書を持参
■申４月１３日晶までの午前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
※期限内に申込みがない場合は、期
限後も受け付けます。

デンパークスタッフ

■内職種獅看護師 勤務場所獅休日夜間
急病診療所（市保健センター併設）
職務内容獅診察介助等 雇用期間獅

５月１日から（応相談、研修期間有）
勤務日数獅月５～１０日程度 勤務日
時諮捷～晶獅午後８時～１０時、松獅

午後５時～９時３０分、掌抄・年末年
始獅午前８時３０分～午後５時（休憩
１時間）又は午後５時３０分～９時３０
分 賃金獅時給１８１３円より（勤務日・
時間帯により設定）、通勤割増１日
２００円 選考獅面接（４月１７日昇）
■定若干名
■申４月２日捷～１３日晶午前８時３０分～
午後５時１５分（松掌を除く）に、看護
師免許証原本と顔写真付履歴書を持
ち市保健センター（緯〈７６〉１１３３）へ

臨時看護師

情
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壊 広報あんじょう 2018.4.1

INFORMAÇÕESÚTEIS
SEF INFORMATION

Português

Englis
外国語の
情報ボックス

※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



江戸時代から続く「知立まつり」。今
年は、ユネスコ無形文化遺産「山・鉾・

ほこ

屋台行事」の１つとして「知立の山車文
だ し

楽とからくり」が登録されてから、初
めての本祭りが行われます。
山車の台上で奉納上演される人形浄
瑠璃芝居の「山車文楽」と「からくり」は、
ともに江戸時代から伝承されている情
趣豊かな郷土芸能の粋です。また、高
さ７ｍ、重さ５ｔにもなる山車の梶棒

かじ ぼう

を担ぎ宮入りする場景は圧巻です。
■時５月２日昌・３日抄

■場知立神社（名鉄知立駅下車徒歩１５分）
及び周辺道路
■問知立市観光協会（知立市役所経済課
内／緯〈８３〉１１１１）

知立まつり 知
立

塊広報あんじょう 2018.4.1

シルバー人材センターでは、６０歳以
上の健康で働く意欲のある人を募集し
ています。様々な仕事の中から、あな
たに合った仕事を見つけ、生涯現役を
目指しましょう。
入会説明会
■時毎月第２水曜日午前１０時～１１時
■場シルバー人材センター
■問シルバー人材センター（緯〈７６〉１４１５）、
市高齢福祉課（緯〈７１〉２２２３）

シルバー会員

■内募集科獅物流機械運転科 訓練期間
獅７月４日～１２月２１日 訓練場所獅

ポリテクセンター名古屋港（名古屋
市港区潮凪町） 選考獅筆記試験、
面接（６月１４日昭）
■対就職を強く希望してハローワークに
求職申込みをしており、義務教育を
修了した１８歳以上で普通自動車免許
を持っている人
■定２０人
■￥教科書、作業服代等
■他５月１０日昭・１７日昭に説明会有
■申５月１日昇～２３日昌に入所願書（ハ
ローワークで配布）を持ち刈谷公共
職業安定所へ
■問ポリテクセンター名古屋港（緯０５２
〈３８１〉２７７５）

ポリテクセンター名古屋港
受講生

■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。

デンパークガーデニングコ
ンテスト出展作品
①・②共通事項
提出された作品は、５月２３日昌～６

月３日掌に園内のハンギングバスケッ
トコーナーに展示します。
■他暫いずれの部門も作品の高さに制限
はありませんが、風等で倒れないよ
うにしてください
暫両部門への出品も可。ただし、各
部門１人１点までとします
暫ビギナーの部はガーデニング歴が
概ね１年未満で、他のコンテストで
の受賞経験がない人が対象。使用で
きる植物は５品種までに限定
■申４月９日捷までに、住所・氏名・電
話番号・ファクス番号、希望する部
門と部、マスター資格の有無を郵送
（必着）かファクスでデンパーク（〒
４４６－００４６赤松町梶１／胃〈９２〉７１１８）へ
※作品は５月２２日昇にデンパークへ
搬入。２３日昌に審査を行い、各賞を
決定します（賞金又は副賞あり）。

■問デンパーク（緯〈９２〉７１１１）
①ハンギングバスケット部門
■内部・規格獅マスター・一般・ビギナ
ーの３部で募集。いずれも壁掛け式
で、壁面装飾を含め７０尺×７０尺以内
②コンテナガーデン部門
■内部・規格諮一般の部獅８０尺×８０尺の
中でコンテナを中心とした展示 ビ
ギナーの部獅６０尺×４０尺以内のコン
テナ作品 ファミリーの部獅８０尺×
８０尺の中に２鉢以上のコンテナを使
用し、小学生以下の子と保護者で制
作したもの

■内職務内容獅管理事務所での事務 勤
務日時獅昌晶松掌のうち３日間程度
で午前１０時～午後６時 賃金獅時給
８８０円（松掌抄は１００円増）、通勤割増
１日２００円 休日獅応相談
■対パソコンの基本操作ができる人
■定１人
■他面接時に顔写真付履歴書を持参
■申４月１３日晶までの午前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
※期限内に申込みがない場合は、期
限後も受け付けます。

デンパークスタッフ

■内職種獅看護師 勤務場所獅休日夜間
急病診療所（市保健センター併設）
職務内容獅診察介助等 雇用期間獅

５月１日から（応相談、研修期間有）
勤務日数獅月５～１０日程度 勤務日
時諮捷～晶獅午後８時～１０時、松獅

午後５時～９時３０分、掌抄・年末年
始獅午前８時３０分～午後５時（休憩
１時間）又は午後５時３０分～９時３０
分 賃金獅時給１８１３円より（勤務日・
時間帯により設定）、通勤割増１日
２００円 選考獅面接（４月１７日昇）
■定若干名
■申４月２日捷～１３日晶午前８時３０分～
午後５時１５分（松掌を除く）に、看護
師免許証原本と顔写真付履歴書を持
ち市保健センター（緯〈７６〉１１３３）へ

臨時看護師

情
報
ボ
ッ
ク
ス
は
左
側
か
ら
お
読
み
く
だ
さ
い

壊 広報あんじょう 2018.4.1

INFORMAÇÕESÚTEIS
SEF INFORMATION

Português

Englis
外国語の
情報ボックス

※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


	p18
	p19
	p20
	p21
	p22
	p23
	p24
	p25



