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県営油ヶ淵水辺公園が４月２９日に一
部開園しました。その公園で、田植え
を行います。
■時５月２０日掌午前１０時～正午（午前９
時４５分から受付。雨天中止）
■場県営油ヶ淵水辺公園（東端町）
※申込をした人に地図を送付。

■内油ヶ淵周辺の農業を知る田植え、生
物観察
■定５０人（先着順）
■持汚れてもいい服装・靴、帽子、飲み
物
■申５月１日昇～１４日捷午前９時～午後
５時に、電話で油ヶ淵水辺公園管理
事務所（緯〈４１〉１５１５）へ

田植えを体験しよう

陰～韻共通事項
■￥施設利用料
■問マーメイドパレス（緯〈９２〉７３５１）
陰母の日カーネーションプレゼント
■時５月１３日掌午前１０時から
■内■対プール又はトレーニングルームを
利用した１８歳以上の女性にカーネー
ションを進呈

■定１００人（当日先着順）
隠ライフジャケットを着てプールに行
こう！
■時５月１９日松午前１０時～午後５時
■内ライフジャケット着用者の写真を撮
影し、１日のライフジャケット着用
人数世界記録にチャレンジします
■対プール利用者
■持清潔なライフジャケット
※数量限定で貸出あり。

韻BINGO大会！
■時５月２０日掌午後２時
※ビンゴカードは午後１時５０分から造
波プール前で配布。

■内ビンゴになった人に施設利用券を進呈
■定１００人（当日先着順）

マーメイドパレスの催し
陰～韻共通事項
■場■問環境学習センターエコきち
■申５月７日捷から各開催日の３日前ま
での午前９時～午後９時（昌を除く・
昌の場合はその前日）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（緯・胃〈７６〉
７１４８）へ

陰忍者であそぼう

忍者講座入門編。親子で楽しく遊ん
で学ぼう。
■時５月１９日松午前１０時～１１時３０分
※雨天中止。

■講服部真史氏
■対４歳以上の子と保護者
■定１０組（先着順）
■￥１００円
■持子・保護者ともに動きやすい服装と
靴、タオル

隠ネイチャーゲーム
フィールド
ビンゴや、葉
っぱ・木の実
を使ったお絵
かきをします。
■時５月２０日掌午前１０時～１１時３０分
■講古居敬子氏（環境アドバイザー）
■対４歳以上（未就学児は保護者同伴）
■定１０人（先着順）
■￥１００円
韻オリジナルしおりつくり
秋葉公園で葉っぱや花を見つけてし
おりを作ります。
■時５月２６日松午前１０時～１１時
■対どなたでも（未就学児は保護者同伴）
■定１０人（先着順）
■￥１００円

エコきちの講座

５月２７日掌まで「フラワーフェスティ
バル」開催中！
■￥入園料
■問デンパーク（緯〈９２〉７１１１）
HUGっと！プリキュアショー
■時５月５日抄午前１０時３０分、午後２時
３０分
快盗戦隊ルパンレンジャーVS警察戦
隊パトレンジャーショー
■時５月６日掌午前１０時３０分、午後２時
３０分

デンパークの催し

陰隠共通事項
■￥入園料別途
■他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５月７日捷～各申込期限までの午前
９時３０分～午後５時（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
①ペーパークイリング講座
■時６月６日昌・２０日昌午前１０時～正午
■講磯貝裕子氏
■定各１６人（先着順）
■￥各３５００円
■申申込期限獅各回の１週間前
②寄せ植え講座「観葉植物 室内のトロ
ピカルガーデン」
■時６月８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）
■￥４５００円
■持薄手袋、はさみ、エプロン（ガーデ
ニング用）
■申申込期限獅５月２５日晶

デンパークの体験教室

■時６月３０日松午前１０時～１１時３０分
■内パパと元気体操
■講高橋千恵子氏（健康運動指導士、ス
タジオDo代表）
■対市内在住の乳幼児と父親
■定３０組（先着順）
■場■申５月２２日昇午前９時（松掌を除く）
から電話で子育て支援センター（あ
んぱ～く内／緯〈７２〉２３１７）へ

第１回パパ講座

絶滅危惧種であるニホンメダカの種
の保存とメダカを活用した環境教育を
目的として、安城メダカ（ニホンメダ
カ）を飼育繁殖させる里親プロジェク
トを行っています。この機会にメダカ
を飼育してみませんか？
■時５月２７日掌午後１時３０分～３時
■場環境学習センターエコきち
■内飼育講習会、メダカの譲渡
※夏休みの自由研究として取り組ん
だ実績も展示予定。
■講岩松鷹司氏（愛知教育大学名誉教授）
■対小学４年生以上
■定３０人（先着順）
■持筆記用具、メダカの持ち帰り用の容
器（飼育ケース等）
■申５月７日捷～２４日昭午前９時～午後
９時（昌を除く）に、「安城メダカ里親
プロジェクト」と記載し、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（緯・胃〈７６〉７１４８）へ

安城メダカ里親プロジェクト
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■時６月３０日松午前９時～午後４時
■場市民会館
■内陰建築士による木造住宅の耐震改修
相談 隠建築士、司法書士、行政書
士、土地家屋調査士による建築一般
相談及び空き家相談（空き家の所有
者及び将来空き家の所有者になる可
能性がある人を対象にした個別相談）

■定陰獅３０人 隠獅１０人
※いずれも定員を超えた場合は抽選。

■他５月中に耐震診断を申し込むと、診
断数値をもとにした相談ができます。
建築課まで問い合わせてください

■申６月１日晶までに申込書を持参か郵
送（必着）、ファクスで建築課（〒４４６
－８５０１住所不要／胃〈７７〉００1０）へ
※申込書は同課・市HPで配布。
■問建築課（緯〈７１〉２２４１）

木造住宅耐震改修相談会・
建築一般及び空き家相談会

水が育む「生
物共生田んぼの
学校」を開校し
ます。今回は始
業式と田植えを
行います。年間を通して生き物観察会、
稲刈り、収穫祭等を実施する予定です。
■時５月２６日松午前９時３０分～正午
※小雨決行。
■場デンパーク北の田んぼ（赤松町）
■対市内在住者（小学３年生以下は保護
者同伴）
■定２００人（先着順）
■持水筒、帽子、汚れてもよい服装、着
替え
■申５月３日抄～１６日昌に、郵便番号・
住所・氏名・生年月日・年齢・電話
番号・ファクス番号をファクスかE
メールでNPO法人エコネットあん
じょう（胃〈５５〉１３１５／info@econet
anjo.org）へ
■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）

生物共生田んぼの学校
型染めのすべ
ての工程を体験
し、手ぬぐいを
染めていきます。
型染めの技法を
楽しみながら学べます。
■時５月２０日掌・２７日掌、６月３日掌午
後１時～４時（全３回）

■講加藤伴子氏（染色家、日展会友）
とも こ

■対高校生以上
■定１０人（定員を超えた場合は抽選）
■￥１５００円
■申５月８日昇までに講座名・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からも申込できます。

■場■問市民ギャラリー（緯〈７７〉６８５３）

型紙作りから染色まで
～型染めの技を学ぶ～

安城市歯科医師会が２歳児を対象に
無料で行います。
■時６月３日掌

■場保健センター
■対下表のとおり

※昨年１０月に実施している子を除く。
■持母子健康手帳
■他平成２８年５月～１０月生まれの子は１０
月に実施予定
■問保健センター（緯〈７６〉１１３３）

２歳児の歯科健診とフッ化
物（フッ素）塗布

対象受付時間
平成２７年１１・
１２月生まれ午前９時～９時４５分

平成２８年１・
２月生まれ午前９時４５分～１０時３０分

平成２８年３・
４月生まれ午前１０時３０分～１１時１５分

平成２７年５～
１０月生まれ（※）午前１１時１５分～１１時３０分

県内最高峰茶臼山周辺のウォーキン
グで楽しいひとときを過ごしませんか。
■時５月２７日掌午前７時～午後６時３０分
（集合は午前６時４５分、雨天中止）
■内集合・解散場所獅総合運動公園第３
駐車場 目的地獅市茶臼山高原野外
センター（市のバスで移動）
■対市内在住・在勤・在学者
■定４０人
■持昼食、水筒、帽子、携帯雨具、敷物、
携帯電話、現金等
■申５月１３日掌午前９時４５分～１０時に申
込書を持参し市体育館へ。１０時時点
で定員を超えた場合は即時公開抽選
※申込書は市体育館、市HPで配布。
※定員に達しなかった場合は２０日掌

まで市体育館にて受付。
■問市体育館（緯〈７５〉３５３５）

茶臼山ウォーキング

■時５月１３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６月１６日松午前１０時～正午
■場丈山苑
■定３０人（先着順）
■￥入苑料獅１００円（中学生以下無料）
呈茶料獅３００円
■申５月１６日昌午前９時から電話で丈山
苑（緯〈９２〉７７８０）へ

煎茶のおいしい飲み方体験

コリング音楽学校演奏会
友好・姉妹都市提携２０周年を記念し
て、デンマーク・コリング市から音楽
学校の生徒が来安し演奏会を行います。
■問市国際交流協会（緯〈７１〉２２６０）
アンフォーレ
■時５月１９日松午前１１時
■内演奏獅コリング音楽学校、安城学園
高等学校吹奏楽部
■定２５０人（当日先着順）
デンパーク
■時５月２０日掌午前１０時３０分
■内演奏獅コリング音楽学校と昨年度コ
リング市へ派遣された和楽器演奏者
（琴・三味線）との合同演奏
■￥入園料

蒸気機関車写生大会
■時５月１３日掌午前９時～午後３時
※雨天の場合は２０日掌に延期。

■場総合運動公園
■対小学生以下（保護者同伴）
■持画板、絵の具、クレヨン等
■他優秀作品に賞状と賞品、応募者全員
に参加賞あり

■問公園緑地課（緯〈７１〉２２４４）
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んぱ～く内／緯〈７２〉２３１７）へ

第１回パパ講座

絶滅危惧種であるニホンメダカの種
の保存とメダカを活用した環境教育を
目的として、安城メダカ（ニホンメダ
カ）を飼育繁殖させる里親プロジェク
トを行っています。この機会にメダカ
を飼育してみませんか？
■時５月２７日掌午後１時３０分～３時
■場環境学習センターエコきち
■内飼育講習会、メダカの譲渡
※夏休みの自由研究として取り組ん
だ実績も展示予定。
■講岩松鷹司氏（愛知教育大学名誉教授）
■対小学４年生以上
■定３０人（先着順）
■持筆記用具、メダカの持ち帰り用の容
器（飼育ケース等）
■申５月７日捷～２４日昭午前９時～午後
９時（昌を除く）に、「安城メダカ里親
プロジェクト」と記載し、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（緯・胃〈７６〉７１４８）へ

安城メダカ里親プロジェクト
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■時６月３０日松午前９時～午後４時
■場市民会館
■内陰建築士による木造住宅の耐震改修
相談 隠建築士、司法書士、行政書
士、土地家屋調査士による建築一般
相談及び空き家相談（空き家の所有
者及び将来空き家の所有者になる可
能性がある人を対象にした個別相談）

■定陰獅３０人 隠獅１０人
※いずれも定員を超えた場合は抽選。

■他５月中に耐震診断を申し込むと、診
断数値をもとにした相談ができます。
建築課まで問い合わせてください

■申６月１日晶までに申込書を持参か郵
送（必着）、ファクスで建築課（〒４４６
－８５０１住所不要／胃〈７７〉００1０）へ
※申込書は同課・市HPで配布。
■問建築課（緯〈７１〉２２４１）

木造住宅耐震改修相談会・
建築一般及び空き家相談会

水が育む「生
物共生田んぼの
学校」を開校し
ます。今回は始
業式と田植えを
行います。年間を通して生き物観察会、
稲刈り、収穫祭等を実施する予定です。
■時５月２６日松午前９時３０分～正午
※小雨決行。

■場デンパーク北の田んぼ（赤松町）
■対市内在住者（小学３年生以下は保護
者同伴）

■定２００人（先着順）
■持水筒、帽子、汚れてもよい服装、着
替え

■申５月３日抄～１６日昌に、郵便番号・
住所・氏名・生年月日・年齢・電話
番号・ファクス番号をファクスかE
メールでNPO法人エコネットあん
じょう（胃〈５５〉１３１５／info@econet
anjo.org）へ
■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）

生物共生田んぼの学校
型染めのすべ
ての工程を体験
し、手ぬぐいを
染めていきます。
型染めの技法を
楽しみながら学べます。
■時５月２０日掌・２７日掌、６月３日掌午
後１時～４時（全３回）

■講加藤伴子氏（染色家、日展会友）
とも こ

■対高校生以上
■定１０人（定員を超えた場合は抽選）
■￥１５００円
■申５月８日昇までに講座名・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からも申込できます。

■場■問市民ギャラリー（緯〈７７〉６８５３）

型紙作りから染色まで
～型染めの技を学ぶ～

安城市歯科医師会が２歳児を対象に
無料で行います。
■時６月３日掌

■場保健センター
■対下表のとおり

※昨年１０月に実施している子を除く。
■持母子健康手帳
■他平成２８年５月～１０月生まれの子は１０
月に実施予定
■問保健センター（緯〈７６〉１１３３）

２歳児の歯科健診とフッ化
物（フッ素）塗布

対象受付時間
平成２７年１１・
１２月生まれ午前９時～９時４５分

平成２８年１・
２月生まれ午前９時４５分～１０時３０分

平成２８年３・
４月生まれ午前１０時３０分～１１時１５分

平成２７年５～
１０月生まれ（※）午前１１時１５分～１１時３０分

県内最高峰茶臼山周辺のウォーキン
グで楽しいひとときを過ごしませんか。
■時５月２７日掌午前７時～午後６時３０分
（集合は午前６時４５分、雨天中止）
■内集合・解散場所獅総合運動公園第３
駐車場 目的地獅市茶臼山高原野外
センター（市のバスで移動）
■対市内在住・在勤・在学者
■定４０人
■持昼食、水筒、帽子、携帯雨具、敷物、
携帯電話、現金等
■申５月１３日掌午前９時４５分～１０時に申
込書を持参し市体育館へ。１０時時点
で定員を超えた場合は即時公開抽選
※申込書は市体育館、市HPで配布。
※定員に達しなかった場合は２０日掌

まで市体育館にて受付。
■問市体育館（緯〈７５〉３５３５）

茶臼山ウォーキング

■時５月１３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６月１６日松午前１０時～正午
■場丈山苑
■定３０人（先着順）
■￥入苑料獅１００円（中学生以下無料）
呈茶料獅３００円
■申５月１６日昌午前９時から電話で丈山
苑（緯〈９２〉７７８０）へ

煎茶のおいしい飲み方体験

コリング音楽学校演奏会
友好・姉妹都市提携２０周年を記念し
て、デンマーク・コリング市から音楽
学校の生徒が来安し演奏会を行います。
■問市国際交流協会（緯〈７１〉２２６０）
アンフォーレ
■時５月１９日松午前１１時
■内演奏獅コリング音楽学校、安城学園
高等学校吹奏楽部
■定２５０人（当日先着順）
デンパーク
■時５月２０日掌午前１０時３０分
■内演奏獅コリング音楽学校と昨年度コ
リング市へ派遣された和楽器演奏者
（琴・三味線）との合同演奏
■￥入園料

蒸気機関車写生大会
■時５月１３日掌午前９時～午後３時
※雨天の場合は２０日掌に延期。

■場総合運動公園
■対小学生以下（保護者同伴）
■持画板、絵の具、クレヨン等
■他優秀作品に賞状と賞品、応募者全員
に参加賞あり

■問公園緑地課（緯〈７１〉２２４４）



芽広報あんじょう 2018.5.1

■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。

■場■問歴史博物館（緯〈７７〉６６５５）
ボランティアによる常設展示ガイド
■時５月１２日松・２６日松午前１０時～正午、
午後１時～３時
安祥文化のさと ホタル幼虫放流式
■時５月１９日松午前１０時～１１時
■内ホタルの種類や特徴・生育について
の解説後、参加者で１０００匹のヘイケ
ボタルの幼虫を放流します

無料開館
■時５月２０日掌

■内国際博物館の日（５月１８日）にちなみ
常設展示が無料

歴博演芸場「龍蓮の奏」
■時５月２０日掌午後
２時
■内和太鼓・篠笛・
尺八とキーボー
ド・ドラム・ベ
ースで構成されたバンドによる演奏
出演獅NEO Japanesque（和洋楽

ジ ャ パ ネ ス ク

器混成ユニット）
体験講座「三河仏壇伝統工芸士の技に
学ぶ『金箔を体験』」
■時５月２６日松午前１０時～正午
■内伝統的な原材料と技術・技法によっ
て、ほとんど手作業で製造される三
河仏壇。金箔の技を体験します
■講中根英治氏、加藤隆氏（三河仏壇伝
統工芸士）
■定２０人（先着順）
■￥８００円
■申５月６日掌午前
９時から電話で
歴史博物館へ

救命講習会

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。
本年は、両市の観光協会が連携し、

「となみ夜高まつりと花しょうぶ祭り
よ たか

ツアー」を開催。
高さ６ｍを超える見事な夜高行燈が

あん どん

砺波のまちを練り回り、「突合せ」をす
つき あわ

る迫力満点の「となみ夜高まつり」や、
みずみずしく咲き誇った６００品種もの
花しょうぶの花々に囲まれ、心も身体
もリフレッシュできる「花しょうぶ祭
り」を楽しめます。費用等の詳細は問
い合わせてください。
■時６月９日松～１０日掌１泊４食付
■定３０人（先着順）
■申５月１８日晶までに名鉄
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〉２２３５）

市民交流都市
砺波市体験ツアー

趣向を凝らし、自ら手作りしたイカ
ダで矢作川を下りませんか。
■時７月７日松午前８時～午後１時頃
※予備日２８日松。
■場川島河川敷公園～藤井公園東の矢作
川堰（約４．５灼）

せき

■対小学３年生以上の３～６人で１艇。
※大人のみは５人まで、中学生以下
は大人２人以上との参加が必要。
■定４０艇（先着順）
■￥１艇２０００円
■他参加者は６月１６日松に桜井公民館で
行う説明会に参加してください
■申５月５日抄～６月２日松午前９時～
午後５時（捷を除く）に、申込書を直
接か郵送（必着）、ファクスで桜井公
民館（〒４４４－１１５４桜井町大役田１－
１／胃〈９９〉５４６３）へ

■問桜井公民館（緯〈９９〉３３１３）

第１８回 矢作川くだり
市民活動補助金対象事業
発見！わたしの新しい働き方
本紙４月１日号に掲載した市民活動
補助金対象事業です。女性のキャリア
アップのための講座を開催します。
■時５月２５日晶・６月１日晶・８日晶・
１５日晶午前９時３０分～正午（全４回）
■場市民交流センター
■対市内在住・在勤で２０～５０歳の女性
■定２０人（先着順）
■￥１０００円
■他託児あり（先着１０人、１人１回３００円、
６カ月～未就園児）
■申５月１８日晶までに、電話かファクス・
Eメールでウィメンズネット安城・
白谷さん（緯０９０〈９１７７〉５３０５／胃〈７４〉
７３７０／siraya１０２７@gmail.com）へ
■問市民協働課（緯〈７１〉２２１８）

歴史博物館の催し・講座
■時６月１５日晶午前１０時～１１時４５分
■場教育センター
■内演題獅「子どものやる気と学ぶ力を
伸ばす親がやっていること」
■講伊藤敏雄氏（学習・教育アドバイザー）
■定２００人（先着順）
■他託児あり（１人３００円、要予約）
■申５月１４日捷～２５日晶午前９時～午後
５時（松掌を除く）に、直接か電話で
教育センター（緯〈７５〉１０１０）へ

家庭教育講演会

■内■時■場■￥下表のとおり。受講期間は陰

６月～１０月、隠７月～１１月。受講料
は教材費のみ
■対県内のひとり親家庭の父・母・寡婦
で、全日程に出席できる人

■定各２０人（定員を超えた場合は抽選）
■申５月７日捷～２８日捷午前８時３０分～
午後５時１５分（松掌を除く）に、直接
子育て支援課へ（電話申込不可）
※詳細は問い合わせてください。

※無料託児（６カ月以上１０歳未満）有。
■問子育て支援課（緯〈７１〉２２２９）

母子家庭等就業支援講習会

ところ／
教材費開講日講習内容

名古屋市
／２,３７６円

松
（全１５回）

陰パソコン
初級（※）

名古屋市
／６,４８０円

昭
（全１６回）

隠介護職員
初任者研修

■対安城・碧南・刈谷・知立・高浜市在
住・在勤・在学の人（いずれの会場
でも受講できます）
※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。

■定各２０人（先着順）
■申５月５日抄午前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５月１９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■申知立消防署救急係（緯〈８１〉４１４４）
普通救命講習Ⅰ
■時５月２０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■申安城消防署救急係（緯〈７５〉２４９４）
上級救命講習
■時５月２６日松午前９時～午後６時
■内成人、小児、乳児及び新生児の心肺
蘇生法、傷病者管理、外傷の応急手
当、搬送法等
■場■申碧南消防署救急係（緯〈４１〉２６２５）
実技救命講習
■時５月２７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
の使用方法、止血法の実技を行います
■場■申刈谷消防署救急係（緯〈２３〉１２９９）
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日頃の思いを話し合い、みなさんで
一緒に考えたり、少しほっとできる時
間をもったりする家族交流会です。
■時５月１６日昌午後１時３０分～３時
■場衣浦東部保健所（刈谷市）
■対ひきこもり状態にある人の家族
■問衣浦東部保健所健康支援課（緯〈２１〉
９３３７）

ひきこもり家族教室

華を生けたことがない人でも、楽し
く華道を学べます。
■時５月２２日昇午前１０
時３０分～正午
■講平岩順子氏
■対女性
■定１０人（先着順）
■￥５００円
■持華道用はさみ（持っていない人は申
込時に申し出てください）

■場■申５月８日昇～１８日晶午前１０時～午
後４時に、直接か電話で安祥閣（緯

〈７４〉３３３３）へ

ワンコイン講座 初めてで
もできる華道体験
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２０１９年度以降に小・中学校、高等学
校入学予定で、障害の可能性があると
思われる子と保護者を対象に、特別支
援学校の様子を知ってもらうための体
験入学を実施します。
■対下記対象に該当する子と保護者
■他各学校では、体験入学日以外でも随
時相談を受け付けています
■申直接各学校へ
■問学校教育課（緯〈７１〉２２５４）
安城特別支援学校（桜井町）
■時①小学部

▲

見学会獅５月９日昌 体
験入学獅７月２３日捷、９月１２日昌

②中学部

▲

見学会獅５月８日昇

■対知的障害や情緒障害があり、①獅２０
１９年度に入学予定の子 ②獅２０１９年
度・２０２０年度に入学予定の子
■申安城特別支援学校（緯〈９９〉３３４５）
岡崎特別支援学校（岡崎市）
■時７月１２日昭、９月１９日昌

■対２０１９年度以降に小学校に入学予定で、
手足に不自由のある子

■申岡崎特別支援学校（緯０５６４〈４８〉２６０１）
大府特別支援学校（大府市）
■時７月１１日昌、１０月２４日昌

■対２０１９年度、小・中学校、高等学校に
入学予定で病気療養中の子

■申大府特別支援学校（緯０５６２〈４８〉５３１１）
■時５月２７日掌午前９時３０分～１１時３０分、
午後０時３０分～２時３０分

■場アンデン株式会社（篠目町）
■内補助輪を外して自転車に乗るための
基本を教えます
■対市内在住の子と保護者
■定各５０組（定員を超えた場合は抽選）
■持自転車、ヘルメット、参加証（参加
者に５月中旬に発送予定）、飲み物や
タオル等（熱中症対策）

■申５月９日昌までに、
市HPか右QRコー
ドから申し込んでく
ださい

■問都市計画課（緯〈７１〉
２２４３）

子ども自転車教室

県立特別支援学校体験入学

■時６月５日昇午後２時～３時３０分
■場安城商工会議所
■内中国経済・政治情勢と今後の行方
■講石平氏（評論家）

せき へい

■定１２０人（先着順）
■申５月３０日昌までの午前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
■問商工課（緯〈７１〉２２３５）

安城商工会議所時局講演会

陰～韻共通事項
■対市内在住者
■場■申５月１５日昇からの午前９時～午後
５時（松掌を除く）に、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。

陰子育て何でも相談広場「巨大地震に
どう備えるか」
■時６月１９日昇午前１０時～１１時３０分
■講市危機管理課職員
■対乳幼児と保護者
■定２０組（先着順）
隠親子遊び講習会「親と子のにじいろ
ライブコンサート～ピアノと歌のハー
モニー～」
■時６月２６日昇午前１０時～１１時３０分
■内 Shamoによる演奏を聴いたり、親
子でふれあい遊びをしたりします
■対乳幼児と保護者
■定３０組（先着順）
韻親子遊び講習会「ベビーサイン」
■時７月１０日昇午前１０時～１１時１５分
■講稲吉千恵氏（一般社団法人日本ベビ
ーサイン協会認定講師）
■対６カ月～１歳６カ月の子と保護者
■定３０組（先着順）

子育て支援センター講習会

■問堀内公園（緯〈９９〉５９４７）
ダンボール迷路
段ボールの迷路が堀内公園に登場！
君は迷路をクリアできるかな？
■時５月２６日松・２７日掌午前１０時～午後
３時

■対３歳～小学生
■￥１００円
ロープの結び方を覚えよう！
基本的なロープの結び方の体験会。
■時６月２日松・３日掌午前１０時～午後
３時

父の日に手作りうちわをプレゼントし
よう！
父の日の贈り物に、「うちわ」を作っ

てお父さんにプレゼントしよう！
■時６月９日松・１０日掌午前１０時～午後
３時

■対小学生以下

堀内公園の催し

大人日本語教室
快適で楽しく暮らせるよう、生活す
る上で必要な基礎会話を勉強します。
今回から新しいテキストを使用します。
■時■内６月３日掌～１２月１６日掌の毎週掌

（８月５日掌～１０月７日掌を除く。全
１９回） ①初級クラス（基本的な文法・
会話）獅午前９時～１０時２０分 ②中
級クラス（文法とそれを使った会話
練習）獅午前１０時３０分～１１時５０分
■場市民会館
■対市内在住・在勤の１６歳以上の外国人
で、日本語会話の初心者
■定４５人程度（先着順）
■￥２０００円（テキスト代別途）
■他５月２７日掌に、クラス分けのための
面接をアンフォーレで実施します
■申５月７日捷～２４日昭午前９時～午後
５時（松掌を除く）に、直接か電話で
市国際交流協会（緯〈７１〉２２６０）へ
※ファクス、Eメールでの申込みも
可。詳しくは同協会HPを確認して
ください。
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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。

■場■問歴史博物館（緯〈７７〉６６５５）
ボランティアによる常設展示ガイド
■時５月１２日松・２６日松午前１０時～正午、
午後１時～３時
安祥文化のさと ホタル幼虫放流式
■時５月１９日松午前１０時～１１時
■内ホタルの種類や特徴・生育について
の解説後、参加者で１０００匹のヘイケ
ボタルの幼虫を放流します

無料開館
■時５月２０日掌

■内国際博物館の日（５月１８日）にちなみ
常設展示が無料

歴博演芸場「龍蓮の奏」
■時５月２０日掌午後
２時
■内和太鼓・篠笛・
尺八とキーボー
ド・ドラム・ベ
ースで構成されたバンドによる演奏
出演獅NEO Japanesque（和洋楽

ジ ャ パ ネ ス ク

器混成ユニット）
体験講座「三河仏壇伝統工芸士の技に
学ぶ『金箔を体験』」
■時５月２６日松午前１０時～正午
■内伝統的な原材料と技術・技法によっ
て、ほとんど手作業で製造される三
河仏壇。金箔の技を体験します
■講中根英治氏、加藤隆氏（三河仏壇伝
統工芸士）
■定２０人（先着順）
■￥８００円
■申５月６日掌午前
９時から電話で
歴史博物館へ

救命講習会

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。
本年は、両市の観光協会が連携し、

「となみ夜高まつりと花しょうぶ祭り
よ たか

ツアー」を開催。
高さ６ｍを超える見事な夜高行燈が

あん どん

砺波のまちを練り回り、「突合せ」をす
つき あわ

る迫力満点の「となみ夜高まつり」や、
みずみずしく咲き誇った６００品種もの
花しょうぶの花々に囲まれ、心も身体
もリフレッシュできる「花しょうぶ祭
り」を楽しめます。費用等の詳細は問
い合わせてください。
■時６月９日松～１０日掌１泊４食付
■定３０人（先着順）
■申５月１８日晶までに名鉄
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〉２２３５）

市民交流都市
砺波市体験ツアー

趣向を凝らし、自ら手作りしたイカ
ダで矢作川を下りませんか。
■時７月７日松午前８時～午後１時頃
※予備日２８日松。
■場川島河川敷公園～藤井公園東の矢作
川堰（約４．５灼）

せき

■対小学３年生以上の３～６人で１艇。
※大人のみは５人まで、中学生以下
は大人２人以上との参加が必要。
■定４０艇（先着順）
■￥１艇２０００円
■他参加者は６月１６日松に桜井公民館で
行う説明会に参加してください
■申５月５日抄～６月２日松午前９時～
午後５時（捷を除く）に、申込書を直
接か郵送（必着）、ファクスで桜井公
民館（〒４４４－１１５４桜井町大役田１－
１／胃〈９９〉５４６３）へ

■問桜井公民館（緯〈９９〉３３１３）

第１８回 矢作川くだり
市民活動補助金対象事業
発見！わたしの新しい働き方
本紙４月１日号に掲載した市民活動
補助金対象事業です。女性のキャリア
アップのための講座を開催します。
■時５月２５日晶・６月１日晶・８日晶・
１５日晶午前９時３０分～正午（全４回）
■場市民交流センター
■対市内在住・在勤で２０～５０歳の女性
■定２０人（先着順）
■￥１０００円
■他託児あり（先着１０人、１人１回３００円、
６カ月～未就園児）
■申５月１８日晶までに、電話かファクス・
Eメールでウィメンズネット安城・
白谷さん（緯０９０〈９１７７〉５３０５／胃〈７４〉
７３７０／siraya１０２７@gmail.com）へ
■問市民協働課（緯〈７１〉２２１８）

歴史博物館の催し・講座
■時６月１５日晶午前１０時～１１時４５分
■場教育センター
■内演題獅「子どものやる気と学ぶ力を
伸ばす親がやっていること」
■講伊藤敏雄氏（学習・教育アドバイザー）
■定２００人（先着順）
■他託児あり（１人３００円、要予約）
■申５月１４日捷～２５日晶午前９時～午後
５時（松掌を除く）に、直接か電話で
教育センター（緯〈７５〉１０１０）へ

家庭教育講演会

■内■時■場■￥下表のとおり。受講期間は陰

６月～１０月、隠７月～１１月。受講料
は教材費のみ
■対県内のひとり親家庭の父・母・寡婦
で、全日程に出席できる人

■定各２０人（定員を超えた場合は抽選）
■申５月７日捷～２８日捷午前８時３０分～
午後５時１５分（松掌を除く）に、直接
子育て支援課へ（電話申込不可）
※詳細は問い合わせてください。

※無料託児（６カ月以上１０歳未満）有。
■問子育て支援課（緯〈７１〉２２２９）

母子家庭等就業支援講習会

ところ／
教材費開講日講習内容

名古屋市
／２,３７６円

松
（全１５回）

陰パソコン
初級（※）

名古屋市
／６,４８０円

昭
（全１６回）

隠介護職員
初任者研修

■対安城・碧南・刈谷・知立・高浜市在
住・在勤・在学の人（いずれの会場
でも受講できます）
※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。

■定各２０人（先着順）
■申５月５日抄午前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５月１９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■申知立消防署救急係（緯〈８１〉４１４４）
普通救命講習Ⅰ
■時５月２０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■申安城消防署救急係（緯〈７５〉２４９４）
上級救命講習
■時５月２６日松午前９時～午後６時
■内成人、小児、乳児及び新生児の心肺
蘇生法、傷病者管理、外傷の応急手
当、搬送法等
■場■申碧南消防署救急係（緯〈４１〉２６２５）
実技救命講習
■時５月２７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
の使用方法、止血法の実技を行います
■場■申刈谷消防署救急係（緯〈２３〉１２９９）

情
報
ボ
ッ
ク
ス
は
左
側
か
ら
お
読
み
く
だ
さ
い

■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

日頃の思いを話し合い、みなさんで
一緒に考えたり、少しほっとできる時
間をもったりする家族交流会です。
■時５月１６日昌午後１時３０分～３時
■場衣浦東部保健所（刈谷市）
■対ひきこもり状態にある人の家族
■問衣浦東部保健所健康支援課（緯〈２１〉
９３３７）

ひきこもり家族教室

華を生けたことがない人でも、楽し
く華道を学べます。
■時５月２２日昇午前１０
時３０分～正午

■講平岩順子氏
■対女性
■定１０人（先着順）
■￥５００円
■持華道用はさみ（持っていない人は申
込時に申し出てください）

■場■申５月８日昇～１８日晶午前１０時～午
後４時に、直接か電話で安祥閣（緯

〈７４〉３３３３）へ

ワンコイン講座 初めてで
もできる華道体験
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２０１９年度以降に小・中学校、高等学
校入学予定で、障害の可能性があると
思われる子と保護者を対象に、特別支
援学校の様子を知ってもらうための体
験入学を実施します。
■対下記対象に該当する子と保護者
■他各学校では、体験入学日以外でも随
時相談を受け付けています

■申直接各学校へ
■問学校教育課（緯〈７１〉２２５４）
安城特別支援学校（桜井町）
■時①小学部

▲

見学会獅５月９日昌 体
験入学獅７月２３日捷、９月１２日昌

②中学部

▲

見学会獅５月８日昇

■対知的障害や情緒障害があり、①獅２０
１９年度に入学予定の子 ②獅２０１９年
度・２０２０年度に入学予定の子

■申安城特別支援学校（緯〈９９〉３３４５）
岡崎特別支援学校（岡崎市）
■時７月１２日昭、９月１９日昌

■対２０１９年度以降に小学校に入学予定で、
手足に不自由のある子

■申岡崎特別支援学校（緯０５６４〈４８〉２６０１）
大府特別支援学校（大府市）
■時７月１１日昌、１０月２４日昌

■対２０１９年度、小・中学校、高等学校に
入学予定で病気療養中の子

■申大府特別支援学校（緯０５６２〈４８〉５３１１）
■時５月２７日掌午前９時３０分～１１時３０分、
午後０時３０分～２時３０分

■場アンデン株式会社（篠目町）
■内補助輪を外して自転車に乗るための
基本を教えます

■対市内在住の子と保護者
■定各５０組（定員を超えた場合は抽選）
■持自転車、ヘルメット、参加証（参加
者に５月中旬に発送予定）、飲み物や
タオル等（熱中症対策）

■申５月９日昌までに、
市HPか右QRコー
ドから申し込んでく
ださい

■問都市計画課（緯〈７１〉
２２４３）

子ども自転車教室

県立特別支援学校体験入学

■時６月５日昇午後２時～３時３０分
■場安城商工会議所
■内中国経済・政治情勢と今後の行方
■講石平氏（評論家）

せき へい

■定１２０人（先着順）
■申５月３０日昌までの午前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
■問商工課（緯〈７１〉２２３５）

安城商工会議所時局講演会

陰～韻共通事項
■対市内在住者
■場■申５月１５日昇からの午前９時～午後
５時（松掌を除く）に、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。

陰子育て何でも相談広場「巨大地震に
どう備えるか」
■時６月１９日昇午前１０時～１１時３０分
■講市危機管理課職員
■対乳幼児と保護者
■定２０組（先着順）
隠親子遊び講習会「親と子のにじいろ
ライブコンサート～ピアノと歌のハー
モニー～」
■時６月２６日昇午前１０時～１１時３０分
■内 Shamoによる演奏を聴いたり、親
子でふれあい遊びをしたりします
■対乳幼児と保護者
■定３０組（先着順）
韻親子遊び講習会「ベビーサイン」
■時７月１０日昇午前１０時～１１時１５分
■講稲吉千恵氏（一般社団法人日本ベビ
ーサイン協会認定講師）
■対６カ月～１歳６カ月の子と保護者
■定３０組（先着順）

子育て支援センター講習会

■問堀内公園（緯〈９９〉５９４７）
ダンボール迷路
段ボールの迷路が堀内公園に登場！
君は迷路をクリアできるかな？
■時５月２６日松・２７日掌午前１０時～午後
３時

■対３歳～小学生
■￥１００円
ロープの結び方を覚えよう！
基本的なロープの結び方の体験会。
■時６月２日松・３日掌午前１０時～午後
３時

父の日に手作りうちわをプレゼントし
よう！
父の日の贈り物に、「うちわ」を作っ

てお父さんにプレゼントしよう！
■時６月９日松・１０日掌午前１０時～午後
３時

■対小学生以下

堀内公園の催し

大人日本語教室
快適で楽しく暮らせるよう、生活す
る上で必要な基礎会話を勉強します。
今回から新しいテキストを使用します。
■時■内６月３日掌～１２月１６日掌の毎週掌

（８月５日掌～１０月７日掌を除く。全
１９回） ①初級クラス（基本的な文法・
会話）獅午前９時～１０時２０分 ②中
級クラス（文法とそれを使った会話
練習）獅午前１０時３０分～１１時５０分
■場市民会館
■対市内在住・在勤の１６歳以上の外国人
で、日本語会話の初心者
■定４５人程度（先着順）
■￥２０００円（テキスト代別途）
■他５月２７日掌に、クラス分けのための
面接をアンフォーレで実施します
■申５月７日捷～２４日昭午前９時～午後
５時（松掌を除く）に、直接か電話で
市国際交流協会（緯〈７１〉２２６０）へ
※ファクス、Eメールでの申込みも
可。詳しくは同協会HPを確認して
ください。
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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。

農作物を食べ荒らすドバト、ムクド
リ、カラス等を散弾銃及び空気銃を使
い駆除します。事故防止のため子ども
達が近づかないように注意し、また、
飼いバト等は放さないでください。
■時５月１２日松午前７時～１１時、６月２
日松・１６日松・７月２１日松午前６時
３０分～９時３０分（予備日５月２６日松・
６月９日松・２３日松・７月２８日松）

■場市内全域
■他天候により延期又は中止の場合あり
■問農務課（緯〈７１〉２２３３）

有害な鳥の駆除を実施

経済産業省では、６月１日現在の工
業統計調査を実施します。
工業統計調査は、製造業を営む事業
所を対象として、その活動実態を明ら
かにすることを目的とした調査です。
調査結果は国や地方公共団体の行政
施策の重要な基礎資料として広く利用
されます。
調査をお願いする事業所には５月中
旬から統計調査員が調査票を持って訪
問するか、調査票が国から直接郵送で
届きます。インターネット又は紙の調
査票のいずれかで回答してください。
なお、提出された調査票については、
統計法に基づき調査内容の秘密は厳守
されます。
■問経営管理課（緯〈７１〉２２０５）

工業統計調査にご協力を

大型連休に伴い通常と異なる交通の
流れや、生活リズムの変化が運転に影
響を及ぼします。無理な運転は避け、
安全運転に努めましょう。
また、ゴールデンウィーク明けは、
業務中の交通事故が発生しやすくなり、
新生活に慣れた小学生等の交通事故も
多発する時期です。思いやり運転を心
がけましょう。
長距離運転をする時の注意
暫目的地までの経路を確認し、時間
に余裕のある計画を立てる
暫出発前には車の点検をする
暫こまめに休憩をとり、睡眠時間も
確保する
暫高速道路を走行する際は車間距離
をとり、譲り合い運転をする

自転車・二輪車の安全利用
暫ヘルメットを着用する
■問市市民安全課（緯〈７１〉２２１９）、安城警
察署（緯〈７６〉０１１０）

ゴールデンウィークの交通
事故防止

平成２８年４月より、障害者差別解消
法が施行されています。いま一度、障
害を持つ人との関わり方を振り返り、
障害のある人・ない人が共生できる社
会をつくりましょう。
差別解消の対象となる障害者獅身体・
知的・精神障害（高次脳機能障害や
発達障害を含む）、その他心身の機能
の障害がある人で、障害者手帳（身
体障害者手帳、療育手帳及び精神障
害者保健福祉手帳）の有無は関係あ
りません

■内次のことが禁止されています
暫障害のある人に対し、正当な理由な
く障害を理由として、行政機関や民
間事業者が財・サービスの提供を拒
否する等、不当な差別的扱いをする
こと

暫障害のある人から配慮を求める意思
の表明があるにも関わらず、日常生
活や社会生活を送るうえでの障壁を
取り除くための必要かつ合理的な配
慮をしないこと
※合理的配慮の提供については、行
政機関に法的義務、民間事業者に努
力義務が課されています。
■問障害福祉課（緯〈７１〉２２２５）

障害者差別解消にご協力を
お願いします

廃棄物処理に関する計画を
策定しました
計画の詳細は市HP、ごみゼロ推進

課（清掃事業所内）で閲覧できます。
■問清掃事業所（緯〈７６〉３０５３）
安城市一般廃棄物（ごみ）処理基本計画
２０１８年度～２０２７年度において、ごみ
について生活圏からの速やかな排除及
び減量化、資源化並びに減容化を図る
ための基本的な方針を定め、「循環型社
会の具現化」を目標とした計画です。
安城市災害廃棄物処理計画
災害で大量に生じる廃棄物等を迅速
かつ適正に処理するために必要な事項
を定め、市民の生活環境を守り、早期
の復旧及び復興に資することを目的と
した計画です。

陰～吋共通事項
■申５月６日掌～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

陰ZUMBA（ズンバ）
■時６月１日晶～８月１７日晶の毎週晶午
後１時３０分～２時３０分（全１２回）
■内ラテン系のリズムに合わせてエクサ
サイズ
■対市内在住・在勤の１８歳以上
■定２５人（先着順）
■￥４５００円（施設使用料含む）
■持運動のできる服装、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３１日昭

隠チャレンジ平泳ぎ
■時６月５日昇～７月１０日昇の毎週昇午
後１時～２時（全６回）

■対市内在住・在勤の１８歳以上でクロー
ルで２５ｍ泳げる水泳初級者

■定１０人（先着順）
■￥３０００円（施設使用料含む）
■持水着、水泳帽子、ゴーグル
■申申込期限獅５月３１日昭

韻体力しらべ会（高齢者対象）
■時６月７日昭午前１０時～正午
■内６種目を測定し、体力レベルを算出
■対概ね６５～７９歳で運動制限のない人
■定１５人程度（先着順）
■持運動のできる服装、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６月６日昌

吋エアロサーキット
■時６月６日昌～２７日昌の毎週昌午後１
時３０分～２時３０分（全４回）

■内エアロビクスと筋力トレーニングを
交互に繰り返し行い、脂肪燃焼と筋
力アップを目指します
■対市内在住・在勤の１８歳以上
■定２５人程度（先着順）
■￥施設使用料
■持運動のできる服装、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６月５日昇

スポーツセンターの催し

水害から生活を守ることを治水とい
います。安全なまちづくりには、行政
や流域住民が一体となり、総合的に取
り組むことが大切です。この機会に治
水について考えてみましょう。
■問土木課（緯〈７１〉２２３８）

５月１５日～２１日は総合治水
週間です
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■内職務内容獅河川愛護に関する様々な
テーマで河川を観察し、毎月レポー
トを提出 観察範囲獅次のいずれか
陰矢作川河口から東海道新幹線橋梁
付近まで 隠東海道新幹線橋梁付近
から天神橋付近までの矢作川 任期
獅７月１日から１年間 謝礼獅月額
４０００円（予定）
■対観察範囲の近くに住む２０歳以上で、
川に接する機会が多い人
■申５月１８日晶までに、応募用紙を郵送
（必着）かファクスで国土交通省豊橋
河川事務所（〒４４１－８１４９豊橋市中野
町字平西１－６／胃０５３２〈４８〉８１００）へ
※応募用紙は同所HPで配布。同所
HPからも申込可。

■問国土交通省豊橋河川事務所（緯０５３２
〈４８〉８１０５）、市維持管理課（緯〈７１〉２２
３７）

河川愛護モニター

■時５月１８日晶午後７時
■場北明治公民館（昭和町）
■内県道岡崎半田線の都市計画変更（明
治本町地内ほか、３・４・６２号本郷
知立線）
■問知立建設事務所道路整備課（緯〈８２〉
６４５５）、市都市計画課（緯〈７１〉２２４３）

西三河都市計画道路の変更
に関する説明会

地震による電気火災を防ぐには自分
ですぐにブレーカーを切ることが有効
ですが、それが難しい場合、地震の揺
れを感知して自動的に電気を遮断する
「感震ブレーカー」を設置することで、
電気火災の防止や他の住宅への延焼被
害の軽減が期待できます。
■内補助対象地域獅国勢調査に基づく人
口集中地区（DID）
※詳しくは問い合わせるか、政府統
計ポータルサイト「ｊSTATMAP」で
確認してください。
補助対象製品獅分電盤タイプ（内蔵
型又は増設型）
補助対象者獅陰対象地域内で市の耐
震改修補助金を受けて耐震改修工事
を行った住宅を所有する人 隠対象
地域内の住宅を所有する人 韻対象
地域内で住宅を新築する人
補助率・上限額獅陰購入・設置費用
の３分の２（上限額５万円）隠購入・
設置費用の３分の２（上限額２万円
韻購入・設置費用の全額（上限額１
万円）
■申午前８時３０分～午後５時１５分（松掌

抄を除く）に申請書及び必要書類を
持ち危機管理課へ
※申請書は同課及び市HPで配布。
※申請額が予算額（１００万円）を超え
た時点で受付終了。
※申請前に工事着手している場合は
交付不可。
■問危機管理課（緯〈７１〉２２２０）

感震ブレーカーの設置補助

eモニター
インターネットを利用した事前登録
制の市政アンケートの回答者を募集し
ます。全１４～１５回、原則選択式の１０問
程度で簡単に回答できます。
■時任期獅平成３１年３月３１日まで
■対次の要件を全て満たす人
暫市内在住・在勤・在学の１８歳以上
暫電子メールを利用でき、市からの
メールを受信できる人
暫インターネットを利用できる人

■他回答回数に応じ、次の額の商品券を
進呈します 回答回数５～９回獅

５００円分、１０回以上獅１０００円分。
個人が特定されない形式で市HP等
で結果を公表。通信費用等は全て回
答者の負担
■申５月２５日晶までに、市HPから登録
してください。右記QRコードから
も登録できます
■問秘書課広報広聴係
（緯〈７１〉２２０２）

子育てを手助けしてほしい人（依頼
会員）と、子育ての協力をする人（提供
会員）が互いに助け合う会員組織です。
■対依頼会員獅市内在住・在勤・在学者
提供会員獅自宅で子どもを預かるこ
とができる市内在住者

■他報酬の基準諮捷～晶午前７時～午後
７時獅６００円 その他の曜日、時間
帯獅７００円 いずれも子ども１人に
つき１時間あたりの金額
■申捷～晶午前９時～午後５時（抄を除
く）に、直接か電話でファミリー・
サポート・センター（あんぱ～く内
／緯〈７２〉２３１５）へ

依頼会員希望者の入会説明会
■時■申毎月２回開催しています。事前に
直接か電話で同センターへ

提供会員希望者の講習会
■時５月２２日昇午前９時１０分～午後３時
４０分
■他保育サポーター養成講座又は子育て
ネットワーカー養成講座の修了者は
講習会を免除
■申事前に直接か電話で同センターへ

ファミリー・サポート・セ
ンターの会員

歴史博物館にてイベントや施設の環
境整備をサポートするボランティア活
動を行っています。一緒に歴史博物館
を盛り上げていくメンバーを募集して
います。
５月には「鎧の試着会」と「ホタルの
幼虫放流式」での活動を見学・参加す
ることができます。興味がある人は気
軽に連絡してください。当日参加も歓
迎です。活動見学会の後、ボランティ
アの活動や登録についての説明を行い
ます。

■内■時活動見学会諮鎧の試着会獅５月５
日抄午後２時～３時 ホタルの幼虫
放流式獅５月１９日松午前１０時～１１時
■場■問歴史博物館（緯〈７７〉６６５５）

安祥文化のさとボランティア
活動見学会・登録説明会
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リ、カラス等を散弾銃及び空気銃を使
い駆除します。事故防止のため子ども
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■場市内全域
■他天候により延期又は中止の場合あり
■問農務課（緯〈７１〉２２３３）

有害な鳥の駆除を実施

経済産業省では、６月１日現在の工
業統計調査を実施します。
工業統計調査は、製造業を営む事業
所を対象として、その活動実態を明ら
かにすることを目的とした調査です。
調査結果は国や地方公共団体の行政
施策の重要な基礎資料として広く利用
されます。
調査をお願いする事業所には５月中
旬から統計調査員が調査票を持って訪
問するか、調査票が国から直接郵送で
届きます。インターネット又は紙の調
査票のいずれかで回答してください。
なお、提出された調査票については、
統計法に基づき調査内容の秘密は厳守
されます。
■問経営管理課（緯〈７１〉２２０５）

工業統計調査にご協力を

大型連休に伴い通常と異なる交通の
流れや、生活リズムの変化が運転に影
響を及ぼします。無理な運転は避け、
安全運転に努めましょう。
また、ゴールデンウィーク明けは、
業務中の交通事故が発生しやすくなり、
新生活に慣れた小学生等の交通事故も
多発する時期です。思いやり運転を心
がけましょう。
長距離運転をする時の注意
暫目的地までの経路を確認し、時間
に余裕のある計画を立てる
暫出発前には車の点検をする
暫こまめに休憩をとり、睡眠時間も
確保する
暫高速道路を走行する際は車間距離
をとり、譲り合い運転をする

自転車・二輪車の安全利用
暫ヘルメットを着用する
■問市市民安全課（緯〈７１〉２２１９）、安城警
察署（緯〈７６〉０１１０）

ゴールデンウィークの交通
事故防止

平成２８年４月より、障害者差別解消
法が施行されています。いま一度、障
害を持つ人との関わり方を振り返り、
障害のある人・ない人が共生できる社
会をつくりましょう。
差別解消の対象となる障害者獅身体・
知的・精神障害（高次脳機能障害や
発達障害を含む）、その他心身の機能
の障害がある人で、障害者手帳（身
体障害者手帳、療育手帳及び精神障
害者保健福祉手帳）の有無は関係あ
りません

■内次のことが禁止されています
暫障害のある人に対し、正当な理由な
く障害を理由として、行政機関や民
間事業者が財・サービスの提供を拒
否する等、不当な差別的扱いをする
こと

暫障害のある人から配慮を求める意思
の表明があるにも関わらず、日常生
活や社会生活を送るうえでの障壁を
取り除くための必要かつ合理的な配
慮をしないこと
※合理的配慮の提供については、行
政機関に法的義務、民間事業者に努
力義務が課されています。
■問障害福祉課（緯〈７１〉２２２５）

障害者差別解消にご協力を
お願いします

廃棄物処理に関する計画を
策定しました
計画の詳細は市HP、ごみゼロ推進

課（清掃事業所内）で閲覧できます。
■問清掃事業所（緯〈７６〉３０５３）
安城市一般廃棄物（ごみ）処理基本計画
２０１８年度～２０２７年度において、ごみ
について生活圏からの速やかな排除及
び減量化、資源化並びに減容化を図る
ための基本的な方針を定め、「循環型社
会の具現化」を目標とした計画です。
安城市災害廃棄物処理計画
災害で大量に生じる廃棄物等を迅速
かつ適正に処理するために必要な事項
を定め、市民の生活環境を守り、早期
の復旧及び復興に資することを目的と
した計画です。

陰～吋共通事項
■申５月６日掌～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

陰ZUMBA（ズンバ）
■時６月１日晶～８月１７日晶の毎週晶午
後１時３０分～２時３０分（全１２回）
■内ラテン系のリズムに合わせてエクサ
サイズ
■対市内在住・在勤の１８歳以上
■定２５人（先着順）
■￥４５００円（施設使用料含む）
■持運動のできる服装、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３１日昭

隠チャレンジ平泳ぎ
■時６月５日昇～７月１０日昇の毎週昇午
後１時～２時（全６回）

■対市内在住・在勤の１８歳以上でクロー
ルで２５ｍ泳げる水泳初級者

■定１０人（先着順）
■￥３０００円（施設使用料含む）
■持水着、水泳帽子、ゴーグル
■申申込期限獅５月３１日昭

韻体力しらべ会（高齢者対象）
■時６月７日昭午前１０時～正午
■内６種目を測定し、体力レベルを算出
■対概ね６５～７９歳で運動制限のない人
■定１５人程度（先着順）
■持運動のできる服装、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６月６日昌

吋エアロサーキット
■時６月６日昌～２７日昌の毎週昌午後１
時３０分～２時３０分（全４回）

■内エアロビクスと筋力トレーニングを
交互に繰り返し行い、脂肪燃焼と筋
力アップを目指します
■対市内在住・在勤の１８歳以上
■定２５人程度（先着順）
■￥施設使用料
■持運動のできる服装、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６月５日昇

スポーツセンターの催し

水害から生活を守ることを治水とい
います。安全なまちづくりには、行政
や流域住民が一体となり、総合的に取
り組むことが大切です。この機会に治
水について考えてみましょう。
■問土木課（緯〈７１〉２２３８）

５月１５日～２１日は総合治水
週間です
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■内職務内容獅河川愛護に関する様々な
テーマで河川を観察し、毎月レポー
トを提出 観察範囲獅次のいずれか
陰矢作川河口から東海道新幹線橋梁
付近まで 隠東海道新幹線橋梁付近
から天神橋付近までの矢作川 任期
獅７月１日から１年間 謝礼獅月額
４０００円（予定）
■対観察範囲の近くに住む２０歳以上で、
川に接する機会が多い人

■申５月１８日晶までに、応募用紙を郵送
（必着）かファクスで国土交通省豊橋
河川事務所（〒４４１－８１４９豊橋市中野
町字平西１－６／胃０５３２〈４８〉８１００）へ
※応募用紙は同所HPで配布。同所
HPからも申込可。

■問国土交通省豊橋河川事務所（緯０５３２
〈４８〉８１０５）、市維持管理課（緯〈７１〉２２
３７）

河川愛護モニター

■時５月１８日晶午後７時
■場北明治公民館（昭和町）
■内県道岡崎半田線の都市計画変更（明
治本町地内ほか、３・４・６２号本郷
知立線）
■問知立建設事務所道路整備課（緯〈８２〉
６４５５）、市都市計画課（緯〈７１〉２２４３）

西三河都市計画道路の変更
に関する説明会

地震による電気火災を防ぐには自分
ですぐにブレーカーを切ることが有効
ですが、それが難しい場合、地震の揺
れを感知して自動的に電気を遮断する
「感震ブレーカー」を設置することで、
電気火災の防止や他の住宅への延焼被
害の軽減が期待できます。
■内補助対象地域獅国勢調査に基づく人
口集中地区（DID）
※詳しくは問い合わせるか、政府統
計ポータルサイト「ｊSTATMAP」で
確認してください。
補助対象製品獅分電盤タイプ（内蔵
型又は増設型）
補助対象者獅陰対象地域内で市の耐
震改修補助金を受けて耐震改修工事
を行った住宅を所有する人 隠対象
地域内の住宅を所有する人 韻対象
地域内で住宅を新築する人
補助率・上限額獅陰購入・設置費用
の３分の２（上限額５万円）隠購入・
設置費用の３分の２（上限額２万円
韻購入・設置費用の全額（上限額１
万円）
■申午前８時３０分～午後５時１５分（松掌

抄を除く）に申請書及び必要書類を
持ち危機管理課へ
※申請書は同課及び市HPで配布。
※申請額が予算額（１００万円）を超え
た時点で受付終了。
※申請前に工事着手している場合は
交付不可。
■問危機管理課（緯〈７１〉２２２０）

感震ブレーカーの設置補助

eモニター
インターネットを利用した事前登録
制の市政アンケートの回答者を募集し
ます。全１４～１５回、原則選択式の１０問
程度で簡単に回答できます。
■時任期獅平成３１年３月３１日まで
■対次の要件を全て満たす人
暫市内在住・在勤・在学の１８歳以上
暫電子メールを利用でき、市からの
メールを受信できる人
暫インターネットを利用できる人

■他回答回数に応じ、次の額の商品券を
進呈します 回答回数５～９回獅

５００円分、１０回以上獅１０００円分。
個人が特定されない形式で市HP等
で結果を公表。通信費用等は全て回
答者の負担
■申５月２５日晶までに、市HPから登録
してください。右記QRコードから
も登録できます
■問秘書課広報広聴係
（緯〈７１〉２２０２）

子育てを手助けしてほしい人（依頼
会員）と、子育ての協力をする人（提供
会員）が互いに助け合う会員組織です。
■対依頼会員獅市内在住・在勤・在学者
提供会員獅自宅で子どもを預かるこ
とができる市内在住者

■他報酬の基準諮捷～晶午前７時～午後
７時獅６００円 その他の曜日、時間
帯獅７００円 いずれも子ども１人に
つき１時間あたりの金額

■申捷～晶午前９時～午後５時（抄を除
く）に、直接か電話でファミリー・
サポート・センター（あんぱ～く内
／緯〈７２〉２３１５）へ

依頼会員希望者の入会説明会
■時■申毎月２回開催しています。事前に
直接か電話で同センターへ

提供会員希望者の講習会
■時５月２２日昇午前９時１０分～午後３時
４０分
■他保育サポーター養成講座又は子育て
ネットワーカー養成講座の修了者は
講習会を免除
■申事前に直接か電話で同センターへ

ファミリー・サポート・セ
ンターの会員

歴史博物館にてイベントや施設の環
境整備をサポートするボランティア活
動を行っています。一緒に歴史博物館
を盛り上げていくメンバーを募集して
います。
５月には「鎧の試着会」と「ホタルの
幼虫放流式」での活動を見学・参加す
ることができます。興味がある人は気
軽に連絡してください。当日参加も歓
迎です。活動見学会の後、ボランティ
アの活動や登録についての説明を行い
ます。

■内■時活動見学会諮鎧の試着会獅５月５
日抄午後２時～３時 ホタルの幼虫
放流式獅５月１９日松午前１０時～１１時
■場■問歴史博物館（緯〈７７〉６６５５）

安祥文化のさとボランティア
活動見学会・登録説明会
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身近にある木の実や貝殻等の自然物
を使い人形や動物を作り飾り付ける、
県指定無形文化財の「吉浜細工人形」を
展示します。
■時５月１１日晶～１３日掌

■場人形小路、
こ みち

柳
りゅう

池院、宝満寺（名鉄三
ち いん ほう まん じ

河線吉浜駅下車）
■他１２日松は人形小路一帯で「人形小路
花まつり」も開催

■問人形小路の会事務局（緯０９０〈３４５３〉５４
００）

吉浜細工人形展と人形小路
花まつり

高
浜

■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。

流域モニタリング一斉調査
の参加者
身近な水辺（河川、湖沼等）で水質、
水量、生態系等を調査・報告します。
■時６月５日昇（環境の日）～９月３０日掌

のうち任意の日
■対個人・団体（小学生以下は保護者同伴）
■申５月１８日晶までに、申込書を直接か
ファクス・Ｅメールで環境都市推進
課（胃〈７６〉１１８４／ kankyo@city.
anjo.lg.jp）へ
※申込書は市HPで配布。

■問環境都市推進課（緯〈７１〉２２０６）

児童クラブ放課後児童支援
員と夏休みアルバイト
■内職務内容獅児童クラブを利用する児
童に対する遊びや生活の支援 勤務
場所獅市内の各児童クラブ 賃金

▲

保育士・教員・放課後児童支援員の
資格のある人獅時給１１６０円 資格の
ない人閣時給１０２０円 アルバイト閣

時給１０００円 いずれも通勤割増１日
２００円 選考獅面接

■対子どもが好きな１８歳以上の人
※高校生不可。
■申上記各申込期間の午前９時～午後５
時（松掌抄を除く）に、顔写真付の履
歴書又は申込書と有資格者は資格証
を持って直接子育て支援課（あんぱ
～く内／緯〈７２〉２３１９）へ
※申込書は同課及び市HPで配布。

アルバイト支援員
夏休み期間
の午前７時
３０分～午後
７時の間で
交代勤務

午後１時又は２時
～７時
※児童の帰り時間
により変動、学校
休業日は午前７時
３０分～午後７時の
間で交代勤務。

勤務
日時

週２～５日
※松掌抄を
除く。

週２～５日
※掌抄を除く。松

は交代勤務。

勤務
日数

３０人程度若干名定員
５月１日昇

～３１日昭

５月１日昇～１５日
昇

申込
期間

文化センターでは、１１月１７日のリニ
ューアルオープンに合わせ施設内の喫
茶店の運営事業者を募集します。
■内営業開始日獅１１月１７日 場所獅文化
センター１階（５２㎡） 営業品目獅昼
食を中心としたメニュー 選定方法
獅プロポーザル方式
■他５月１２日松に現場見学会を実施
※応募には現場見学会参加が必須。
■申６月１日晶までの午前９時～午後５
時（捷を除く）に、応募申込書を直接
又は郵送（必着）で生涯学習課（市役
所西庁舎内／〒４４６－８５０１住所不要）へ
※申込書は市HPで配布。
※詳細は市HP掲載の募集要領を参
照してください。
■問生涯学習課（緯〈７６〉１５１５）

青少年の家では１０月にイベントの開
催を予定しています。誰もが楽しめる
イベントにするために、内容を企画し
てくれる人を募集します！
■内■時活動期間獅６月～来年３月頃（月
２回程度） 活動内容獅イベント企
画、企画会議で参加者のアイデアを
引き出せる人としての能力を身につ
ける講座及び企画力を身につける講
座の受講 活動場所獅青少年の家

■対市内在住で１８～３５歳の未婚の男女
■申５月１日昇～３１日昭午前９時～午後
５時（休館日を除く）に、氏名・年齢・
住所・電話番号を電話かファクス・
Ｅメールで青少年の家（緯〈７６〉３４３２
／胃〈７６〉１１３１／ seishounen@
city.anjo.lg.jp）へ

青少年の家イベント企画団
体メンバー

ボランティア活動をする仲間を募集
します。
■時活動日獅月１回程度掌

■場青少年の家ほか
■内安城七夕まつりの竹飾り作り、公民
館まつりでの綿菓子や入浴剤作り等
■対小学生～概ね３０歳
※未成年者は保護者の承諾が必要。
■申随時受付中。午前９時～午後５時
（捷を除く）に、氏名、年齢（学年）、
住所、電話番号を電話かファクス・
Ｅメールで青少年ボランティア活動
支援センター（青少年の家内／緯〈７７〉
５５３５／胃〈７６〉１１３１／i-ne.forest@city.
anjo.aichi.jp）へ

フォレストくらぶメンバー

文化センター喫茶店運営事
業者
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INFORMAÇÕESÚTEIS
SEF INFORMATION

Português

Englis
外国語の
情報ボックス

※申込や問い合わせは、日本語で
お願いします。

※Inscriçõeseinformaçõessomente
emjaponês

※Applicationsandinquirieswillbein
Japanese.
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身近にある木の実や貝殻等の自然物
を使い人形や動物を作り飾り付ける、
県指定無形文化財の「吉浜細工人形」を
展示します。
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流域モニタリング一斉調査
の参加者
身近な水辺（河川、湖沼等）で水質、
水量、生態系等を調査・報告します。
■時６月５日昇（環境の日）～９月３０日掌

のうち任意の日
■対個人・団体（小学生以下は保護者同伴）
■申５月１８日晶までに、申込書を直接か
ファクス・Ｅメールで環境都市推進
課（胃〈７６〉１１８４／ kankyo@city.
anjo.lg.jp）へ
※申込書は市HPで配布。

■問環境都市推進課（緯〈７１〉２２０６）

児童クラブ放課後児童支援
員と夏休みアルバイト
■内職務内容獅児童クラブを利用する児
童に対する遊びや生活の支援 勤務
場所獅市内の各児童クラブ 賃金

▲

保育士・教員・放課後児童支援員の
資格のある人獅時給１１６０円 資格の
ない人閣時給１０２０円 アルバイト閣

時給１０００円 いずれも通勤割増１日
２００円 選考獅面接

■対子どもが好きな１８歳以上の人
※高校生不可。
■申上記各申込期間の午前９時～午後５
時（松掌抄を除く）に、顔写真付の履
歴書又は申込書と有資格者は資格証
を持って直接子育て支援課（あんぱ
～く内／緯〈７２〉２３１９）へ
※申込書は同課及び市HPで配布。

アルバイト支援員
夏休み期間
の午前７時
３０分～午後
７時の間で
交代勤務

午後１時又は２時
～７時
※児童の帰り時間
により変動、学校
休業日は午前７時
３０分～午後７時の
間で交代勤務。

勤務
日時

週２～５日
※松掌抄を
除く。

週２～５日
※掌抄を除く。松

は交代勤務。

勤務
日数

３０人程度若干名定員
５月１日昇

～３１日昭

５月１日昇～１５日
昇

申込
期間

文化センターでは、１１月１７日のリニ
ューアルオープンに合わせ施設内の喫
茶店の運営事業者を募集します。
■内営業開始日獅１１月１７日 場所獅文化
センター１階（５２㎡） 営業品目獅昼
食を中心としたメニュー 選定方法
獅プロポーザル方式
■他５月１２日松に現場見学会を実施
※応募には現場見学会参加が必須。
■申６月１日晶までの午前９時～午後５
時（捷を除く）に、応募申込書を直接
又は郵送（必着）で生涯学習課（市役
所西庁舎内／〒４４６－８５０１住所不要）へ
※申込書は市HPで配布。
※詳細は市HP掲載の募集要領を参
照してください。
■問生涯学習課（緯〈７６〉１５１５）

青少年の家では１０月にイベントの開
催を予定しています。誰もが楽しめる
イベントにするために、内容を企画し
てくれる人を募集します！
■内■時活動期間獅６月～来年３月頃（月
２回程度） 活動内容獅イベント企
画、企画会議で参加者のアイデアを
引き出せる人としての能力を身につ
ける講座及び企画力を身につける講
座の受講 活動場所獅青少年の家

■対市内在住で１８～３５歳の未婚の男女
■申５月１日昇～３１日昭午前９時～午後
５時（休館日を除く）に、氏名・年齢・
住所・電話番号を電話かファクス・
Ｅメールで青少年の家（緯〈７６〉３４３２
／胃〈７６〉１１３１／ seishounen@
city.anjo.lg.jp）へ

青少年の家イベント企画団
体メンバー

ボランティア活動をする仲間を募集
します。
■時活動日獅月１回程度掌

■場青少年の家ほか
■内安城七夕まつりの竹飾り作り、公民
館まつりでの綿菓子や入浴剤作り等
■対小学生～概ね３０歳
※未成年者は保護者の承諾が必要。
■申随時受付中。午前９時～午後５時
（捷を除く）に、氏名、年齢（学年）、
住所、電話番号を電話かファクス・
Ｅメールで青少年ボランティア活動
支援センター（青少年の家内／緯〈７７〉
５５３５／胃〈７６〉１１３１／i-ne.forest@city.
anjo.aichi.jp）へ

フォレストくらぶメンバー

文化センター喫茶店運営事
業者

情
報
ボ
ッ
ク
ス
は
左
側
か
ら
お
読
み
く
だ
さ
い

■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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INFORMAÇÕESÚTEIS
SEF INFORMATION

Português

Englis
外国語の
情報ボックス

※申込や問い合わせは、日本語で
お願いします。

※Inscriçõeseinformaçõessomente
emjaponês

※Applicationsandinquirieswillbein
Japanese.
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