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■自著を語る講演会
島岡由美子氏『アフリカの民話
集しあわせのなる木』
著者が、作品の裏話や執筆秘話を
語ります。
■時５月１２日松午後２時～４時
■対小学生以上
■定８０人（先着順）
■申５月１０日昭までの午前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

■大人のための絵本朗読会 atエ
ントランス

■時５月９日昌午後７時～７時４０分
■対中学生以上

アンフォーレ課（緯〈７６〉６１１１）

※対象年齢は目安です。

３日抄
午前１０時３０分

おはなしゆりかご
（０～２歳）

５日抄
午後３時

おはなしレストラン
（小学生以上）

６日掌・１３日掌・
２０日掌・２７日掌・
午後４時

にちようびのおはな
しかい（小学生）

７日捷
午前１０時３０分

絵本好き集まれ！お
すすめ絵本紹介

１２日松
午後２時

おはなしどんどん
（３歳～小学３年生）

１３日掌
午前１１時

大人のための絵本朗
読会（一般）

１４日捷・２８日捷
午前１０時３０分

えほんとわらべうた
の会（０～２歳）

１７日昭
午前１０時３０分

いないいないばあ
（１～５歳）

１９日松・２６日松
午後２時

南吉朗読ででむし会
（小学生以上）

２０日掌
午後２時

かみしばいの会
（３歳～小学生）

２１日捷
午前１０時３０分

えほんのとびら
（０～２歳）

２３日昌
午前１０時３０分

おはなしまあだ
（１～５歳）

３１日昭
午前１０時３０分

おはなしの森
（１～５歳）

５月の休館日
１日昇・８日昇・１５日昇・２２日昇・
２５日晶・２９日昇

５月のおはなし会

催 し

■問堀内公園（緯〈９９〉５９４７）
作ってみよう！折り紙DE兜づくり
折り紙で、人がかぶれるサイズの兜
を作ります。
■時５月３日抄～５日抄午前１０時～午後
３時

■定材料が無くなり次第終了
こどもの日記念遊具こども無料開放
サイクルモノレール・メリーゴーラ
ンド・メルヘン号・観覧車を無料開放
します。
■時５月５日抄午前９時～午後４時３０分
■対小学生以下（未就学児は１８歳以上の
保護者同伴）
ノルディックウォーキング＆棒びくす
体験会
■時５月１２日松・２８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
※いずれも雨天中止。

■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４月２０日晶から各回前日までの午前
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５月１９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２０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

堀内公園の催し

碧海信用金庫本店前会場（御幸本町）
■時４月２８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４月２８日松午前１０時～午後３時
■内子どもの遊び場（昔懐かしい手作り
おもちゃが登場）、グルメ移動販売車、
商店街アイドル「看板娘。」ステージ、
きーぼーお楽しみ抽選会、地元産野
菜・特産品・ハンドクラフトグッズ
の販売等

■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

いちご大福づくり

■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。

安城で採れたいちごで、甘酸っぱく
て美味しいいちご大福を作ります。
■時５月１２日松午前９時３０分～正午
■場でんまぁと安城西部（福釜町）
■講米太郎（女性農業委員４名で構成す

こめ た ろう

るグループ）
■対４歳以上の子と保護者
■定１０組（定員を超えた場合は抽選）
■￥１組５００円
■持エプロン、三角巾、ふきん２枚、持
ち帰り用容器
■他５月５日抄までに参加者に通知（通
知が届かない場合は落選）
■申４月２７日晶までの午前８時３０分～午
後５時１５分（松掌を除く）に直接か電
話、又は件名に「いちご大福づくり」
と明記し、代表者の住所・氏名・電
話番号、参加人数（大人・子どもそ
れぞれの人数）を、郵送（必着）かファ
クス・Ｅメールで農務課（緯〈７１〉２２３３
／〒４４６－８５０１住所不要／胃〈７６〉１１１２
／nomu@city.anjo.
lg.jp）へ。右QRコー
ドからも申込可
■問米太郎・加藤さん
（緯０８０〈３０７４〉２８１４）
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マーメイドパレスの催し
陰～右共通事項
■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
陰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全身
運動等を健康運動指導士が指導します。
■時５月１１日晶午前１０時３０分～正午
■対運動を始めたい中高年の女性
■定８人（先着順）
■￥５００円（施設使用料込）
■持運動のできる服装、タオル、ヨガマ
ットか厚手のバスタオル、飲み物
（ペットボトル）
■申申込開始日獅４月２４日昇

隠プールサイド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です。
■時５月１５日昇午前１０時～１１時
■講近藤恭子氏（日本総合ヨガ普及協会
ヨガインストラクター）
■対１８歳以上の女性
■定２０人（先着順）
■￥５００円（施設使用料込）
■持運動のできる服装（水着可）、ヨガマ
ットか厚手のバスタオル、飲み物
■申申込開始日獅４月２０日晶

韻ベビーマッサージ
赤ちゃんとママが肌と肌を触れ合わ
せるベビーマッサージの体験講座です。
■時５月１６日昌午前１０時３０分～正午
■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（保護者が２人の場合２０００円。
施設使用料込）
■持大きめのバスタオル、子どもの水分
補給用の飲み物
■申申込開始日獅４月２４日昇

吋目指せ美☆ボディ骨盤エクササイズ
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を行います。
■時中級獅５月１７日昭 初級獅５月２５日
晶 いずれも午前１０時３０分～正午

■講岩瀬裕子氏
■対中級獅初級編を受講した人 初級獅

１８歳以上の女性
■定各８人（先着順）
■￥５００円（施設使用料込）
■持運動のできる服装、タオル、ヨガマ
ットか厚手のバスタオル、飲み物
（ペットボトル）
■申申込開始日諮中級獅４月２５日昌 初
級獅４月２６日昭

右日々の疲労をためない為の健康お灸
お灸の安全な使い方、冷えを取り去
り、カラダを温めるツボ等、初歩的な
お灸の仕方を体験します。
■時５月２４日昭午前１０時３０分～正午
■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（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２７日晶

ゴールデンウィークの催し
■対小学生以下（「こども無料開放」のみ中学生以下）
※小学３年生以下は、保護者の付添い（保護者１人につき２人まで）が必要。
※オムツを着用している場合は入場不可。
■￥施設使用料

定員内容開始時刻イベント名

先着５０人つかんだ分のお菓子をプレゼン
ト４月２８日松午前１０時お菓子の

つかみどり

先着５０人お菓子の詰め合わせ等が当たり
ます４月２９日抄午前１０時ちびっこ

抽選会

先着５０人プールに隠されたカプセルを見
つけて景品をもらおう４月３０日承午前１０時水中宝探し

先着５０人プールに隠された文字でキーワー
ドを完成させお菓子をもらおう

５月３日抄・４日抄

午前１０時
文字探し
ラリー

－プール無料５月３日抄～６日掌
こども
無料開放

■￥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）
新緑茶会
■時５月１３日掌午前１０時～午後３時
※苑庭での野点もあり（雨天中止）。

の だて

紫陽花落語会
■時６月９日松午後６時～７時２０分
■内出演獅桂米紫

べい し

■定１３０人（先着順）
■申４月２５日昌からの午
前９時～午後５時（休
苑日を除く）に、電
話で丈山苑へ

丈山苑の催し

■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）
■時陰５月１５日昇午後２時～４時 隠５
月２３日昌午後１時～３時
※隠は安城保健分室（横山町）で実施。

■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（５月１日を
除く）
※エイズ検査は５月７日捷・２１日捷

午後６時～７時も実施。
■申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

■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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るグループ）
■対４歳以上の子と保護者
■定１０組（定員を超えた場合は抽選）
■￥１組５００円
■持エプロン、三角巾、ふきん２枚、持
ち帰り用容器
■他５月５日抄までに参加者に通知（通
知が届かない場合は落選）
■申４月２７日晶までの午前８時３０分～午
後５時１５分（松掌を除く）に直接か電
話、又は件名に「いちご大福づくり」
と明記し、代表者の住所・氏名・電
話番号、参加人数（大人・子どもそ
れぞれの人数）を、郵送（必着）かファ
クス・Ｅメールで農務課（緯〈７１〉２２３３
／〒４４６－８５０１住所不要／胃〈７６〉１１１２
／nomu@city.anjo.
lg.jp）へ。右QRコー
ドからも申込可
■問米太郎・加藤さん
（緯０８０〈３０７４〉２８１４）
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マーメイドパレスの催し
陰～右共通事項
■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
陰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全身
運動等を健康運動指導士が指導します。
■時５月１１日晶午前１０時３０分～正午
■対運動を始めたい中高年の女性
■定８人（先着順）
■￥５００円（施設使用料込）
■持運動のできる服装、タオル、ヨガマ
ットか厚手のバスタオル、飲み物
（ペットボトル）
■申申込開始日獅４月２４日昇

隠プールサイド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です。
■時５月１５日昇午前１０時～１１時
■講近藤恭子氏（日本総合ヨガ普及協会
ヨガインストラクター）
■対１８歳以上の女性
■定２０人（先着順）
■￥５００円（施設使用料込）
■持運動のできる服装（水着可）、ヨガマ
ットか厚手のバスタオル、飲み物

■申申込開始日獅４月２０日晶

韻ベビーマッサージ
赤ちゃんとママが肌と肌を触れ合わ
せるベビーマッサージの体験講座です。
■時５月１６日昌午前１０時３０分～正午
■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（保護者が２人の場合２０００円。
施設使用料込）
■持大きめのバスタオル、子どもの水分
補給用の飲み物

■申申込開始日獅４月２４日昇

吋目指せ美☆ボディ骨盤エクササイズ
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を行います。
■時中級獅５月１７日昭 初級獅５月２５日
晶 いずれも午前１０時３０分～正午

■講岩瀬裕子氏
■対中級獅初級編を受講した人 初級獅

１８歳以上の女性
■定各８人（先着順）
■￥５００円（施設使用料込）
■持運動のできる服装、タオル、ヨガマ
ットか厚手のバスタオル、飲み物
（ペットボトル）
■申申込開始日諮中級獅４月２５日昌 初
級獅４月２６日昭

右日々の疲労をためない為の健康お灸
お灸の安全な使い方、冷えを取り去
り、カラダを温めるツボ等、初歩的な
お灸の仕方を体験します。
■時５月２４日昭午前１０時３０分～正午
■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（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２７日晶

ゴールデンウィークの催し
■対小学生以下（「こども無料開放」のみ中学生以下）
※小学３年生以下は、保護者の付添い（保護者１人につき２人まで）が必要。
※オムツを着用している場合は入場不可。
■￥施設使用料

定員内容開始時刻イベント名

先着５０人つかんだ分のお菓子をプレゼン
ト４月２８日松午前１０時お菓子の

つかみどり

先着５０人お菓子の詰め合わせ等が当たり
ます４月２９日抄午前１０時ちびっこ

抽選会

先着５０人プールに隠されたカプセルを見
つけて景品をもらおう４月３０日承午前１０時水中宝探し

先着５０人プールに隠された文字でキーワー
ドを完成させお菓子をもらおう

５月３日抄・４日抄

午前１０時
文字探し
ラリー

－プール無料５月３日抄～６日掌
こども
無料開放

■￥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）
新緑茶会
■時５月１３日掌午前１０時～午後３時
※苑庭での野点もあり（雨天中止）。

の だて

紫陽花落語会
■時６月９日松午後６時～７時２０分
■内出演獅桂米紫

べい し

■定１３０人（先着順）
■申４月２５日昌からの午
前９時～午後５時（休
苑日を除く）に、電
話で丈山苑へ

丈山苑の催し

■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）
■時陰５月１５日昇午後２時～４時 隠５
月２３日昌午後１時～３時
※隠は安城保健分室（横山町）で実施。

■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（５月１日を
除く）
※エイズ検査は５月７日捷・２１日捷

午後６時～７時も実施。
■申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

■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



陰ペーパークイリング
■時５月１６日昌・３０日昌 いずれも午前
１０時～正午（１回のみの受講可）
■講磯貝裕子氏
■定各１０人（先着順）
■￥各３５００円（材料費込）
■申申込期限獅各回の１週間前
隠パステルシャインアート講座
見て癒される、描いて癒される不思
議なアートを一から学びます。
■時５月１６日昌・３０日昌、６月６日昌・
２０日昌、７月４日昌午後１時３０分～
３時３０分（全５回）

■講佐藤由紀氏
■定１０人（先着順）
■￥１００００円（材料費込）
■申申込期限獅５月９日昌

韻もったいナイスな料理教室
■時５月１８日晶午前１０時～午後０時３０分
■内テーマ獅美
肌美腸イタ
リアン メ
ニュー獅チ
ョップドサ
ラダ、和風
リゾット、
爽やかトマ
トスープ、
ソイヨーグルトムース
■講永井恵氏（Mottainice☆cooking
schoolそら）
■定２０人（先着順）
■￥３０００円（材料費込）
■持エプロン、手拭き用タオル、箸
■申申込期限獅５月１１日晶

我広報あんじょう 2018.4.15

デンパーククラブハウスの講座
陰～宇共通事項
■場環境学習センターエコきち
■申４月１９日昭～各講座開催日３日前
（昌の場合はその前日）までの午前９
時～午後９時に、講座名・住所・氏
名・年齢・電話番号・参加人数を、
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
①木登り体験
■時５月３日抄午前９時３０分～１１時３０分
■講鬼頭茂雄氏
■対小学生（保護者同伴）
■定１０人（先着順）
■￥３００円
■持長袖、長ズボン、軍手又は手袋
隠親子でエコクッキング１
蒸し菓子を作ろう。
■時５月４日抄午前１０時～１１時３０分
■講杉浦ひろ子氏
■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

韻親子でエコクッキング２
よもぎだんごを作ろう。
■時５月５日抄午前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

吋親子で科学あそび～シリーズ１
どこまで飛ぶか紙トンボ！
■時５月６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）
■￥１組１００円
右カゴを編んでみよう
オリジナルのトレーを編もう。
■時５月１２日松午前９時３０分～正午
■対１８歳以上
■定５人（先着順）
■￥１２００円
■持洗濯ばさみ１０個、３０尺ものさし（持
っている人）

宇多肉植物を育てよう
ペットボトルで多肉植物を育てよう。
■時５月１３日掌午前１０時～１１時３０分
■講大橋輝美子氏
■対４歳以上（未就学児は保護者同伴）
■定１０人（先着順）
■￥１人３００円

エコきちの講座

５月の移動児童館
■時■場１１日晶・２５日晶獅高棚町公民館
１６日昌・３０日昌獅東部公民館 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）

陰～宇共通事項
■場デンパーククラブハウス（緯〈９２〉７１１２）
■他入園料別途。各講座の内容等は都合により変更する場合有
■申４月２０日晶から各申込期限までに直接か電話でデンパーククラブハウスへ

吋アロマテラピー講座
アロマテラピーの基礎知識を身につ
けて健康増進や美容に役立てましょう。
■時５月１８日晶、６月１日晶・１５日晶・
２９日晶午前１０時～正午（全４回）
■講今川香

きょう

子氏
こ

■定１０人（先着順）
■￥４０００円（別途材料費各回１０００円前後）
■申申込期限獅５月１１日晶

右陶芸講座
食卓を彩る、使い勝手の良い小鉢を
手びねりで作りましょう。
■時５月１８日晶午後１時３０分～３時３０分
■講毛利記代子氏
■定２０人（先着順）
■￥４０００円（材料費込）
■申申込期限獅５月１１日晶

宇エンジョイ写真講座
■時５月２４日昭・３１日昭、６月１４日昭・
２８日昭午前１０時～正午（全４回）
■講細井哲雄氏
■定２０人（先着順）
■￥４５００円
■申申込期限獅５月１７日昭

５月の土器づくり教室
■時１日昇～４日抄・８日昇～１２日松・
１５日昇～１８日晶・２２日昇～２６日松・
２９日昇～３１日昭午後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）

■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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■問歴史博物館（緯〈７７〉６６５５）
体験講座「安城の巨樹名木をめぐる～
安城北部編～」
東海道松並木を中心に、明治川神社、
不乗森神社、永安寺の雲竜の松等、安
のらずのもり

城北部地域の巨樹名木を解説付きでバ
スと徒歩で巡ります。
■時５月３日抄午前９時３０分～午後３時
■場集合・帰着獅歴史博物館
■講稲垣英夫氏（市博物館協議会副会長）
■定１８人（先着順）
■￥１０００円（弁当代込）
■申４月２０日晶午前９時から電話で歴史
博物館へ

昭和の名作シネマ「嵐を呼ぶ男」
■時４月２２日掌午前１０時
■定８０人（当日先着順）
体験講座「鎧の試着会」
甲冑をまとい刀を持って、気分は戦
国武将！写真撮影もできます。
■時５月５日抄午前１０時～午後３時（午
前９時３０分から受付）

歴史博物館の催し・講座

資
永
安
寺
の
雲
竜
の
松

ビジネスに即実践、売上アップ！
Googleマップを活用し、Facebook
やInstagram、LINE＠等との連携も
含めた店舗集客・求人セミナーです。
■時５月２１日捷午後２時～４時
■場アンフォーレ
■講高橋浩史氏（ビ
ジョンデザイン
代表／安城ビジ
ネスコンシェル
ジュ所属専門家）
■対ソーシャルメディアやインターネッ
トを積極的に活用して集客や求人を
行いたい人。広報や集客方法、求人
方法を知りたい人 等

■定２０人（応募者多数の場合は、市内事
業者優先）
■申５月１９日松午後５時までに、申込書
をファクスで安城ビジネスコンシェ
ルジュ（胃〈９３〉３３４２）へ
※安城ビジネスコンシェルジュHP
からも申込可。
※申込書は安城ビジネスコンシェル
ジュ（アンフォーレ内）・同HP・商工
課窓口で配布。

■問安城ビジネスコンシェルジュ（緯〈９３〉
３３４１）

Googleマップ活用
集客・求人セミナー

今年に入り、住宅を狙った侵入盗が
増加しています。補助錠や防犯用ガラ
ス破り防止シート等の設置により、侵
入盗が未遂で済んだ例もあります。今
一度、侵入盗対策を見直しましょう。
■対策
暫出掛ける前に施錠を確認する
暫玄関や窓に補助錠、窓ガラスに防犯
用ガラス破り防止シートを付ける

暫門灯やセンサーライトで家の周りを
明るくする

暫多額の現金を手元に置かない
暫隣近所に声がけをする
暫旅行期間等は新聞を止める
※侵入盗と鉢合わせになった場合は大
変危険です。侵入者がいると感じた
ら、まずその場を離れて、警察に通
報しましょう。

■問市民安全課（緯〈７１〉２２１９）、安城警察署
（緯〈７６〉０１１０）

侵入盗多発中
～防犯対策の見直しを～

景観の魅力発見バスツアー
季節の花を楽しみませんか。
■時５月１５日昇午前８時１５分～午後４時
（小雨決行）
■内集合・解散場所獅市役所西駐車場
行き先獅なばなの里（三重県桑名市）、
木曽三川公園（岐阜県海津市）

■対２０歳以上の市内在住・在勤・在学者
■定３９人（先着順）
■￥３３００円（なばなの里入場料を含む）
■持弁当、飲み物、筆記用具、雨具
※施設内に飲食店有。
■申４月２５日昌までに郵便番号・住所・
氏名・生年月日・電話番号・ファク
ス番号をファクスかEメールでNP
O法人エコネットあんじょう（胃〈５５〉
１３１５／info@econetanjo.org）へ
■問NPO法人エコネットあんじょう（緯

〈５５〉１３１５）、環境都市推進課（緯〈７１〉２２
０６）

補補助補助錠錠
（ホームセンター等で購入できます（ホームセンター等で購入できます））

■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



陰ペーパークイリング
■時５月１６日昌・３０日昌 いずれも午前
１０時～正午（１回のみの受講可）
■講磯貝裕子氏
■定各１０人（先着順）
■￥各３５００円（材料費込）
■申申込期限獅各回の１週間前
隠パステルシャインアート講座
見て癒される、描いて癒される不思
議なアートを一から学びます。
■時５月１６日昌・３０日昌、６月６日昌・
２０日昌、７月４日昌午後１時３０分～
３時３０分（全５回）

■講佐藤由紀氏
■定１０人（先着順）
■￥１００００円（材料費込）
■申申込期限獅５月９日昌

韻もったいナイスな料理教室
■時５月１８日晶午前１０時～午後０時３０分
■内テーマ獅美
肌美腸イタ
リアン メ
ニュー獅チ
ョップドサ
ラダ、和風
リゾット、
爽やかトマ
トスープ、
ソイヨーグルトムース
■講永井恵氏（Mottainice☆cooking
schoolそら）
■定２０人（先着順）
■￥３０００円（材料費込）
■持エプロン、手拭き用タオル、箸
■申申込期限獅５月１１日晶
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デンパーククラブハウスの講座
陰～宇共通事項
■場環境学習センターエコきち
■申４月１９日昭～各講座開催日３日前
（昌の場合はその前日）までの午前９
時～午後９時に、講座名・住所・氏
名・年齢・電話番号・参加人数を、
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
①木登り体験
■時５月３日抄午前９時３０分～１１時３０分
■講鬼頭茂雄氏
■対小学生（保護者同伴）
■定１０人（先着順）
■￥３００円
■持長袖、長ズボン、軍手又は手袋
隠親子でエコクッキング１
蒸し菓子を作ろう。
■時５月４日抄午前１０時～１１時３０分
■講杉浦ひろ子氏
■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

韻親子でエコクッキング２
よもぎだんごを作ろう。
■時５月５日抄午前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

吋親子で科学あそび～シリーズ１
どこまで飛ぶか紙トンボ！
■時５月６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）
■￥１組１００円
右カゴを編んでみよう
オリジナルのトレーを編もう。
■時５月１２日松午前９時３０分～正午
■対１８歳以上
■定５人（先着順）
■￥１２００円
■持洗濯ばさみ１０個、３０尺ものさし（持
っている人）

宇多肉植物を育てよう
ペットボトルで多肉植物を育てよう。
■時５月１３日掌午前１０時～１１時３０分
■講大橋輝美子氏
■対４歳以上（未就学児は保護者同伴）
■定１０人（先着順）
■￥１人３００円

エコきちの講座

５月の移動児童館
■時■場１１日晶・２５日晶獅高棚町公民館
１６日昌・３０日昌獅東部公民館 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）

陰～宇共通事項
■場デンパーククラブハウス（緯〈９２〉７１１２）
■他入園料別途。各講座の内容等は都合により変更する場合有
■申４月２０日晶から各申込期限までに直接か電話でデンパーククラブハウスへ

吋アロマテラピー講座
アロマテラピーの基礎知識を身につ
けて健康増進や美容に役立てましょう。
■時５月１８日晶、６月１日晶・１５日晶・
２９日晶午前１０時～正午（全４回）
■講今川香

きょう

子氏
こ

■定１０人（先着順）
■￥４０００円（別途材料費各回１０００円前後）
■申申込期限獅５月１１日晶

右陶芸講座
食卓を彩る、使い勝手の良い小鉢を
手びねりで作りましょう。
■時５月１８日晶午後１時３０分～３時３０分
■講毛利記代子氏
■定２０人（先着順）
■￥４０００円（材料費込）
■申申込期限獅５月１１日晶

宇エンジョイ写真講座
■時５月２４日昭・３１日昭、６月１４日昭・
２８日昭午前１０時～正午（全４回）
■講細井哲雄氏
■定２０人（先着順）
■￥４５００円
■申申込期限獅５月１７日昭

５月の土器づくり教室
■時１日昇～４日抄・８日昇～１２日松・
１５日昇～１８日晶・２２日昇～２６日松・
２９日昇～３１日昭午後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）

■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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■問歴史博物館（緯〈７７〉６６５５）
体験講座「安城の巨樹名木をめぐる～
安城北部編～」
東海道松並木を中心に、明治川神社、
不乗森神社、永安寺の雲竜の松等、安
のらずのもり

城北部地域の巨樹名木を解説付きでバ
スと徒歩で巡ります。
■時５月３日抄午前９時３０分～午後３時
■場集合・帰着獅歴史博物館
■講稲垣英夫氏（市博物館協議会副会長）
■定１８人（先着順）
■￥１０００円（弁当代込）
■申４月２０日晶午前９時から電話で歴史
博物館へ

昭和の名作シネマ「嵐を呼ぶ男」
■時４月２２日掌午前１０時
■定８０人（当日先着順）
体験講座「鎧の試着会」
甲冑をまとい刀を持って、気分は戦
国武将！写真撮影もできます。
■時５月５日抄午前１０時～午後３時（午
前９時３０分から受付）

歴史博物館の催し・講座

資
永
安
寺
の
雲
竜
の
松

ビジネスに即実践、売上アップ！
Googleマップを活用し、Facebook
やInstagram、LINE＠等との連携も
含めた店舗集客・求人セミナーです。
■時５月２１日捷午後２時～４時
■場アンフォーレ
■講高橋浩史氏（ビ
ジョンデザイン
代表／安城ビジ
ネスコンシェル
ジュ所属専門家）
■対ソーシャルメディアやインターネッ
トを積極的に活用して集客や求人を
行いたい人。広報や集客方法、求人
方法を知りたい人 等

■定２０人（応募者多数の場合は、市内事
業者優先）
■申５月１９日松午後５時までに、申込書
をファクスで安城ビジネスコンシェ
ルジュ（胃〈９３〉３３４２）へ
※安城ビジネスコンシェルジュHP
からも申込可。
※申込書は安城ビジネスコンシェル
ジュ（アンフォーレ内）・同HP・商工
課窓口で配布。

■問安城ビジネスコンシェルジュ（緯〈９３〉
３３４１）

Googleマップ活用
集客・求人セミナー

今年に入り、住宅を狙った侵入盗が
増加しています。補助錠や防犯用ガラ
ス破り防止シート等の設置により、侵
入盗が未遂で済んだ例もあります。今
一度、侵入盗対策を見直しましょう。
■対策
暫出掛ける前に施錠を確認する
暫玄関や窓に補助錠、窓ガラスに防犯
用ガラス破り防止シートを付ける

暫門灯やセンサーライトで家の周りを
明るくする

暫多額の現金を手元に置かない
暫隣近所に声がけをする
暫旅行期間等は新聞を止める
※侵入盗と鉢合わせになった場合は大
変危険です。侵入者がいると感じた
ら、まずその場を離れて、警察に通
報しましょう。

■問市民安全課（緯〈７１〉２２１９）、安城警察署
（緯〈７６〉０１１０）

侵入盗多発中
～防犯対策の見直しを～

景観の魅力発見バスツアー
季節の花を楽しみませんか。
■時５月１５日昇午前８時１５分～午後４時
（小雨決行）
■内集合・解散場所獅市役所西駐車場
行き先獅なばなの里（三重県桑名市）、
木曽三川公園（岐阜県海津市）

■対２０歳以上の市内在住・在勤・在学者
■定３９人（先着順）
■￥３３００円（なばなの里入場料を含む）
■持弁当、飲み物、筆記用具、雨具
※施設内に飲食店有。
■申４月２５日昌までに郵便番号・住所・
氏名・生年月日・電話番号・ファク
ス番号をファクスかEメールでNP
O法人エコネットあんじょう（胃〈５５〉
１３１５／info@econetanjo.org）へ
■問NPO法人エコネットあんじょう（緯

〈５５〉１３１５）、環境都市推進課（緯〈７１〉２２
０６）

補補助補助錠錠
（ホームセンター等で購入できます（ホームセンター等で購入できます））

■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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福祉への善意・寄付ありが
とうございます
２月分／受付順／敬称略
市社会福祉協議会善意銀行
福山ゆり、横山眞司、太田勉、ふれあ
いダンス、芳墨會、中村富士子、岡田
二三夫、あいち中央農業協同組合いち
ご部会、ほほえみダンス、鳥居弘美、
日本モウルド工業叙、匿名
市役所関係
杉浦正行、戸田しげ子、細内千裕、あ
いち中央農業協同組合、医療法人愛生
館

チャレンジ精神旺盛な高校生等の国
際交流を支援。活動費を補助します。
■内対象活動獅次のすべてに該当する活動
暫出国日が７月１日以降で、来年２
月２８日までに帰国する

暫出国日より６０日以内に帰国する
暫滞在国の学校等での研修が４日以
上あり、滞在国での滞在日数の半
数以上である

暫滞在国でのホームステイ又は寮で
の宿泊日数が５日以上あり、滞在
国の滞在日数の半数以上である

補助額獅次の対象経費の２分の１
（上限５０万円） 滞在国での語学研修・
体験活動の参加費、宿泊費、１往復
分国際航空運賃、パスポート取得費、
海外傷害保険料等
選考獅書類審査、面接（６月１０日掌）

■対次のすべてに該当する人
暫高等学校等に在籍し、英語での簡
単な日常会話ができる

暫本人及び保護者等のうちの１人以
上が本市に１年以上住所があり、
引き続き市内に居住している

暫本人及び保護者等のいる世帯に市
税の滞納がなく、保護者等の所得
が市が定める限度額以下である

暫過去に本市の姉妹都市交換学生事
業に参加していない

暫他の行政機関から類似する補助金
の交付、又は過去に本補助金の交
付を受けていない

■定５人程度
■申４月１６日捷～６月６日昌午前８時３０
分～午後５時１５分（松掌抄を除く）に、
申請書を持参か郵送（必着）で市民協
働課（〒４４６－８５０１住所不要）へ
※募集要項・申請書は同課・市HP
で配布。

■問市民協働課（緯〈７１〉２２１８）

高校生の海外での国際交流
活動を支援します

教育長に杉山氏
３月３１日で解職となった杉山春記氏（里町／６４歳）が、引き続き選
任されました。
監査委員に中村氏
５月１１日で任期満了となる中村誠一氏（新田町／６４歳）が、引き続

き選任されました。
■問人事課（緯〈７１〉２２０３）

本紙１月１５日号でお知らせした変更
案を４月１日付けで決定告示しました。
内容獅大東町地区における用途地域、
準防火地域の変更
面積獅約７．２２ha
■問都市計画課（緯〈７１〉２２４３）

西三河都市計画（用途地域・
準防火地域）の変更

デザインが一新され、管内の災害情
報や気象観測データ等が見られるよう
になりました。衣浦東部広域連合の魅
力や取組み、消防職員の１日を紹介す
るページが新たに設けられました。
URL獅http://www.kinutoh.jp
■問衣浦東部広域連合（緯〈６３〉０１３１）

老朽化が進み、アンフォーレをはじ
め近隣に貸館を伴う施設が整う中、平
成２８年度に市の事業を総合的に見直す
「事務事業総点検」及び市民からの評価
を受ける「公開行政レビュー」を実施し
た結果、平成３１年３月末で勤労福祉会
館を閉館することとなりました。閉館
後はアンフォーレや文化センター、市
民会館等周辺の公共施設を利用してく
ださい。
■問商工課（緯〈７１〉２２３５）

勤労福祉会館を閉館

４月１日付で野村裕子氏（再任）・板
本宗一氏（再任）・柴田早智子氏（再任）
が委嘱されました。任期は３年です。

■問市民課（緯〈７１〉２２２２）

市民活動団体「さん
かく２１・安城」と市
民協働課が協働で、
男女共同参画を広く
知ってもらう情報誌
を作成しました。
今号は、男性の幼
稚園の先生や女性町
内会長のインタビュー、安城市議会議
員と語る会について掲載。現在、市民
協働課、市民交流センター、各地区公
民館等で配布している他、市HPでも
閲覧できます（トップページで「男女共
同参画情報誌」と検索）。
■問市民協働課（緯〈７１〉２２１８）

安城市男女共同参画情報誌
２６号を発刊

人権擁護委員が決定

野村氏

板本氏

柴田氏

■内計画獅安城市地域公共交通網形成計
画（案） 意見数獅２９件（３人） 閲覧
期間獅４月１６日捷～５月１６日昌午前
８時３０分～午後５時１５分（閉庁・休
館日を除く） 閲覧場所獅都市計画
課、市民交流センター、各地区公民
館、アンフォーレ、社会福祉会館
※市HPでも閲覧可。
■問都市計画課（緯〈７１〉２２４３）

パブリックコメント制度に
よる意見募集の結果

衣浦東部広域連合消防局の
HPがリニューアル

■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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平成３１年３月３１日時点で８０歳以上で、
過去に当健診を受けていない人を対象
に、無料歯科健康診査を実施します。
今年度新たに対象となる昭和１３年４月
１日～昭和１４年３月３１日生まれの人に
は個別通知します。４月１５日掌～５月
３１日昭に、通知書に記載されている市
内実施医療機関を受診してください。
また、８０歳以上で自分の歯を２０本以
上持つ人は、安城市歯科医師会より表
彰があります（既表彰者を除く）。
■問保健センター（緯〈７６〉１１３３）

８０２０歯科健康診査

愛知県内で、車両電気配線装置製造
業に従事する家内労働者に適用される
最低工賃が、３月２５日から下表のとお
りに改正されました。
委託者（県内外を問わない）は、下表
の最低工賃の金額以上の工賃を支払わ
なければなりません。

引上額
金額
（１本
あたり）

規格業務

４銭４０銭２０尺以下

電
線

カ
プ
ラ
ー
差
し

６銭４９銭２０尺超え
５０尺以下

８銭５８銭５０尺超え
２杓以下

９銭６６銭２杓超え

４銭３０銭１５尺以下
チ
ュ
ー
ブ

チ
ュ
ー
ブ
通
し

８銭５９銭１５尺超え
５０尺以下

１０銭７１銭５０尺超え
１杓以下

７銭４８銭－
防
水
栓

通
し

愛知県車両電気配線装置製
造業最低工賃改正障害者等の支援体制に関する課題を

共有し、関係機関と連携をとり、地域
の実情に応じた体制整備について協議
します。
■内任期獅６月１日～２０２１年５月３１日（３
年間） 報酬獅会議（平日昼間に年３
回程度開催）１回につき７５００円 募
集人数獅２人程度 選考獅書類審査、
面接（５月１５日昇を予定）

■対市内在住・在勤・在学、市内で活動
する１８歳以上（６月１日時点。高校
生を除く）で、下記のいずれかに該
当する人
陰精神・療育・身体障害者手帳を所
持している

隠特定疾病医療受給者証を所持して
いる

韻障害福祉サービスの支給決定を受
けている
※６月１日時点で本市の審議会等の
委員を３つ以上兼務していないこと。
■申４月１６日捷～５月１日昇午前８時３０
分～午後５時１５分（松掌抄を除く）
に、応募用紙を持参か郵送（必着）・
ファクス・Ｅメールで障害福祉課（〒
４４６－８５０１住所不要／胃〈７４〉６７８９／
shofuku@city.anjo.lg.jp）へ
※応募用紙は同課・市HPで配布。
※選考結果は応募者全員に通知。
※選出された委員の氏名は市HP等
で公表します。
■問障害福祉課〈緯〈７１〉２２５９）

市自立支援協議会委員

自宅のガーデニングやグリーンカー
テン、オープンガーデンを撮影しコン
テストに応募しませんか。部門ごとに
優秀作品を表彰し、応募作品は１１月下
旬～１２月下旬に堀内公園で展示します。
■内被写体／提出枚数諮ガーデニング獅

自宅の花壇・プランター・鉢植え等
を撮影したもの／１枚 グリーンカ
ーテン獅自宅の家屋等の壁面に這わ
せた植物によるみどりのカーテン／
１枚 オープンガーデン獅自宅で管
理している見学可能な庭／２～４枚

■申９月２５日昇までに、住所・氏名・電
話番号と、プリント写真又は写真デ
ータを郵送（必着）かＥメールでNPO
法人エコネットあんじょう（〒４４６－
００４６赤松町梶６３－１／info@econet
anjo.org）へ

■問NPO法人エコネットあんじょう（緯〈５５〉
１３１５）、環境都市推進課（緯〈７１〉２２０６）

食育推進計画の進捗状況等に関する
審議や、食育を推進するために必要な
取組みの検討等をします。
■内任期獅６月１日～２０２０年５月３１日（２
年間） 報償獅会議（平日昼間に年１
回程度開催）１回につき７５００円 募
集人数獅２人 選考獅書類審査、必
要に応じ面接
■対市内在住・在勤・在学、市内で活動
する２０歳以上（６月１日時点）で、食
育に興味・関心がある人

■申５月１日昇までの午前８時３０分～午
後５時１５分（松掌抄を除く）に、応募
用紙を持参か郵送（必着）・ファクス・
Ｅメールで農務課（〒４４６－８５０１住所
不要／胃〈７６〉１１１２／nomu@city.anjo.
lg.jp）へ
※応募用紙は同課・市HPで配布。
※選出された委員の氏名は市HP等
で公表します。

■問農務課〈緯〈７１〉２２３３）

市食育推進会議委員

市職員が業務に使用するパソコン（約１０００台）の起動時に毎回画面上に掲載する、
有料広告を募集します。
■内掲載期間獅７月～１２月 募集枠獅１カ月３枠（１枠単位販売） 広告規格獅縦６００
ピクセル×横８００ピクセル、１０秒間表示 掲載料（最低提示額）獅１枠月額１００００
円（消費税等含。募集枠数を超えた場合、提示額の高い者を選定）

■対市税等の滞納がない事業者・広告代理店
■申４月１６日捷～５月１８日晶午前８時３０分～午後５時１５分（松掌抄を除く）に、申込
書・会社概要と、事業者はjpeg形式で１００KB以下の広告原稿データを入れた
CDかDVDを、持参か郵送（消印有効）でICT推進室（〒４４６－８５０１住所不要）へ
※募集要項・申込書は同推進室・市HPで配布。

市職員用パソコンへの広告掲載者 ■問企画情報課ICT推進室〈緯〈７１〉２２０７）

■問愛知労働局労働基準部賃金課（緯０５２
〈９７２〉０２５８）、刈谷労働基準監督署
（緯〈２１〉４８８５）

写真コンテスト応募作品

■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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福祉への善意・寄付ありが
とうございます
２月分／受付順／敬称略
市社会福祉協議会善意銀行
福山ゆり、横山眞司、太田勉、ふれあ
いダンス、芳墨會、中村富士子、岡田
二三夫、あいち中央農業協同組合いち
ご部会、ほほえみダンス、鳥居弘美、
日本モウルド工業叙、匿名
市役所関係
杉浦正行、戸田しげ子、細内千裕、あ
いち中央農業協同組合、医療法人愛生
館

チャレンジ精神旺盛な高校生等の国
際交流を支援。活動費を補助します。
■内対象活動獅次のすべてに該当する活動
暫出国日が７月１日以降で、来年２
月２８日までに帰国する

暫出国日より６０日以内に帰国する
暫滞在国の学校等での研修が４日以
上あり、滞在国での滞在日数の半
数以上である

暫滞在国でのホームステイ又は寮で
の宿泊日数が５日以上あり、滞在
国の滞在日数の半数以上である

補助額獅次の対象経費の２分の１
（上限５０万円） 滞在国での語学研修・
体験活動の参加費、宿泊費、１往復
分国際航空運賃、パスポート取得費、
海外傷害保険料等
選考獅書類審査、面接（６月１０日掌）

■対次のすべてに該当する人
暫高等学校等に在籍し、英語での簡
単な日常会話ができる

暫本人及び保護者等のうちの１人以
上が本市に１年以上住所があり、
引き続き市内に居住している

暫本人及び保護者等のいる世帯に市
税の滞納がなく、保護者等の所得
が市が定める限度額以下である

暫過去に本市の姉妹都市交換学生事
業に参加していない

暫他の行政機関から類似する補助金
の交付、又は過去に本補助金の交
付を受けていない

■定５人程度
■申４月１６日捷～６月６日昌午前８時３０
分～午後５時１５分（松掌抄を除く）に、
申請書を持参か郵送（必着）で市民協
働課（〒４４６－８５０１住所不要）へ
※募集要項・申請書は同課・市HP
で配布。

■問市民協働課（緯〈７１〉２２１８）

高校生の海外での国際交流
活動を支援します

教育長に杉山氏
３月３１日で解職となった杉山春記氏（里町／６４歳）が、引き続き選
任されました。
監査委員に中村氏
５月１１日で任期満了となる中村誠一氏（新田町／６４歳）が、引き続

き選任されました。
■問人事課（緯〈７１〉２２０３）

本紙１月１５日号でお知らせした変更
案を４月１日付けで決定告示しました。
内容獅大東町地区における用途地域、
準防火地域の変更
面積獅約７．２２ha
■問都市計画課（緯〈７１〉２２４３）

西三河都市計画（用途地域・
準防火地域）の変更

デザインが一新され、管内の災害情
報や気象観測データ等が見られるよう
になりました。衣浦東部広域連合の魅
力や取組み、消防職員の１日を紹介す
るページが新たに設けられました。
URL獅http://www.kinutoh.jp
■問衣浦東部広域連合（緯〈６３〉０１３１）

老朽化が進み、アンフォーレをはじ
め近隣に貸館を伴う施設が整う中、平
成２８年度に市の事業を総合的に見直す
「事務事業総点検」及び市民からの評価
を受ける「公開行政レビュー」を実施し
た結果、平成３１年３月末で勤労福祉会
館を閉館することとなりました。閉館
後はアンフォーレや文化センター、市
民会館等周辺の公共施設を利用してく
ださい。
■問商工課（緯〈７１〉２２３５）

勤労福祉会館を閉館

４月１日付で野村裕子氏（再任）・板
本宗一氏（再任）・柴田早智子氏（再任）
が委嘱されました。任期は３年です。

■問市民課（緯〈７１〉２２２２）

市民活動団体「さん
かく２１・安城」と市
民協働課が協働で、
男女共同参画を広く
知ってもらう情報誌
を作成しました。
今号は、男性の幼
稚園の先生や女性町
内会長のインタビュー、安城市議会議
員と語る会について掲載。現在、市民
協働課、市民交流センター、各地区公
民館等で配布している他、市HPでも
閲覧できます（トップページで「男女共
同参画情報誌」と検索）。
■問市民協働課（緯〈７１〉２２１８）

安城市男女共同参画情報誌
２６号を発刊

人権擁護委員が決定

野村氏

板本氏

柴田氏

■内計画獅安城市地域公共交通網形成計
画（案） 意見数獅２９件（３人） 閲覧
期間獅４月１６日捷～５月１６日昌午前
８時３０分～午後５時１５分（閉庁・休
館日を除く） 閲覧場所獅都市計画
課、市民交流センター、各地区公民
館、アンフォーレ、社会福祉会館
※市HPでも閲覧可。
■問都市計画課（緯〈７１〉２２４３）

パブリックコメント制度に
よる意見募集の結果

衣浦東部広域連合消防局の
HPがリニューアル

■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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平成３１年３月３１日時点で８０歳以上で、
過去に当健診を受けていない人を対象
に、無料歯科健康診査を実施します。
今年度新たに対象となる昭和１３年４月
１日～昭和１４年３月３１日生まれの人に
は個別通知します。４月１５日掌～５月
３１日昭に、通知書に記載されている市
内実施医療機関を受診してください。
また、８０歳以上で自分の歯を２０本以
上持つ人は、安城市歯科医師会より表
彰があります（既表彰者を除く）。
■問保健センター（緯〈７６〉１１３３）

８０２０歯科健康診査

愛知県内で、車両電気配線装置製造
業に従事する家内労働者に適用される
最低工賃が、３月２５日から下表のとお
りに改正されました。
委託者（県内外を問わない）は、下表
の最低工賃の金額以上の工賃を支払わ
なければなりません。

引上額
金額
（１本
あたり）

規格業務

４銭４０銭２０尺以下

電
線

カ
プ
ラ
ー
差
し

６銭４９銭２０尺超え
５０尺以下

８銭５８銭５０尺超え
２杓以下

９銭６６銭２杓超え

４銭３０銭１５尺以下
チ
ュ
ー
ブ

チ
ュ
ー
ブ
通
し

８銭５９銭１５尺超え
５０尺以下

１０銭７１銭５０尺超え
１杓以下

７銭４８銭－
防
水
栓

通
し

愛知県車両電気配線装置製
造業最低工賃改正障害者等の支援体制に関する課題を

共有し、関係機関と連携をとり、地域
の実情に応じた体制整備について協議
します。
■内任期獅６月１日～２０２１年５月３１日（３
年間） 報酬獅会議（平日昼間に年３
回程度開催）１回につき７５００円 募
集人数獅２人程度 選考獅書類審査、
面接（５月１５日昇を予定）

■対市内在住・在勤・在学、市内で活動
する１８歳以上（６月１日時点。高校
生を除く）で、下記のいずれかに該
当する人
陰精神・療育・身体障害者手帳を所
持している

隠特定疾病医療受給者証を所持して
いる

韻障害福祉サービスの支給決定を受
けている
※６月１日時点で本市の審議会等の
委員を３つ以上兼務していないこと。
■申４月１６日捷～５月１日昇午前８時３０
分～午後５時１５分（松掌抄を除く）
に、応募用紙を持参か郵送（必着）・
ファクス・Ｅメールで障害福祉課（〒
４４６－８５０１住所不要／胃〈７４〉６７８９／
shofuku@city.anjo.lg.jp）へ
※応募用紙は同課・市HPで配布。
※選考結果は応募者全員に通知。
※選出された委員の氏名は市HP等
で公表します。
■問障害福祉課〈緯〈７１〉２２５９）

市自立支援協議会委員

自宅のガーデニングやグリーンカー
テン、オープンガーデンを撮影しコン
テストに応募しませんか。部門ごとに
優秀作品を表彰し、応募作品は１１月下
旬～１２月下旬に堀内公園で展示します。
■内被写体／提出枚数諮ガーデニング獅

自宅の花壇・プランター・鉢植え等
を撮影したもの／１枚 グリーンカ
ーテン獅自宅の家屋等の壁面に這わ
せた植物によるみどりのカーテン／
１枚 オープンガーデン獅自宅で管
理している見学可能な庭／２～４枚

■申９月２５日昇までに、住所・氏名・電
話番号と、プリント写真又は写真デ
ータを郵送（必着）かＥメールでNPO
法人エコネットあんじょう（〒４４６－
００４６赤松町梶６３－１／info@econet
anjo.org）へ

■問NPO法人エコネットあんじょう（緯〈５５〉
１３１５）、環境都市推進課（緯〈７１〉２２０６）

食育推進計画の進捗状況等に関する
審議や、食育を推進するために必要な
取組みの検討等をします。
■内任期獅６月１日～２０２０年５月３１日（２
年間） 報償獅会議（平日昼間に年１
回程度開催）１回につき７５００円 募
集人数獅２人 選考獅書類審査、必
要に応じ面接
■対市内在住・在勤・在学、市内で活動
する２０歳以上（６月１日時点）で、食
育に興味・関心がある人

■申５月１日昇までの午前８時３０分～午
後５時１５分（松掌抄を除く）に、応募
用紙を持参か郵送（必着）・ファクス・
Ｅメールで農務課（〒４４６－８５０１住所
不要／胃〈７６〉１１１２／nomu@city.anjo.
lg.jp）へ
※応募用紙は同課・市HPで配布。
※選出された委員の氏名は市HP等
で公表します。

■問農務課〈緯〈７１〉２２３３）

市食育推進会議委員

市職員が業務に使用するパソコン（約１０００台）の起動時に毎回画面上に掲載する、
有料広告を募集します。
■内掲載期間獅７月～１２月 募集枠獅１カ月３枠（１枠単位販売） 広告規格獅縦６００
ピクセル×横８００ピクセル、１０秒間表示 掲載料（最低提示額）獅１枠月額１００００
円（消費税等含。募集枠数を超えた場合、提示額の高い者を選定）

■対市税等の滞納がない事業者・広告代理店
■申４月１６日捷～５月１８日晶午前８時３０分～午後５時１５分（松掌抄を除く）に、申込
書・会社概要と、事業者はjpeg形式で１００KB以下の広告原稿データを入れた
CDかDVDを、持参か郵送（消印有効）でICT推進室（〒４４６－８５０１住所不要）へ
※募集要項・申込書は同推進室・市HPで配布。

市職員用パソコンへの広告掲載者 ■問企画情報課ICT推進室〈緯〈７１〉２２０７）

■問愛知労働局労働基準部賃金課（緯０５２
〈９７２〉０２５８）、刈谷労働基準監督署
（緯〈２１〉４８８５）

写真コンテスト応募作品

■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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