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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。

安城のまちなかでホタルを身近に見
ることができる貴重なチャンスです！
■時６月１４日昭～１６日松午後６時３０分～
８時３０分

■内小川町で育てられたホタルを観賞。
小川のホタルを育てる会会員による
生態等の説明が受けられます
■問安城プロモーションズ（アンフォー
レ総合案内／緯〈７６〉１４００）

アンフォーレでホタル観賞
会

吋ヘイケホタル観賞会
講師の話を聞いた後、秋葉公園で観
察ケースの中のヘイケホタルを観賞し
ます。
■時６月２４日掌午後７時３０分～８時３０分
（小雨決行）
■講近藤音吉氏（小川のホタルを育てる
会代表）

■定３０人（先着順）
■持懐中電灯、ふた付きの空き瓶（ホタ
ル持ち帰り用。希望者のみ）

右ダンボールパズルをつくろう
円形ダンボールでオリジナルパズル
をつくろう。
■時６月３０日松午前１０時～１１時３０分
■対４歳以上の子と保護者
■定１０組（先着順）
■￥１００円
■他描きたい絵を考えてきてください

陰～右共通事項
■場■申６月４日捷から各開催日３日前までの午前９時～午後９時（昌を除く。開催
３日前が昌の場合はその前日まで）に、講座名・住所・氏名・年齢・電話番号・参
加人数を直接か電話・ファクスで環境学習センターエコきち（緯・胃〈７６〉７１４８）へ

陰かしわ餅づくり
自然農法の小豆でかしわ餅をつくろ
う。
■時６月１６日松午前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、
持ち帰り用容器

隠お父さんへのメッセージボードづくり
間伐材のプレートに電熱ペンでお父
さんへのメッセージを書こう。
■時６月１７日掌午前１０時～１１時３０分
■対小学生以上（小学１年生は保護者同伴）
■定５人（先着順）
■￥１００円
韻メダカの生態勉強会
メダカの生態について学ぼう。
■時６月２３日松午後１時３０分～３時
■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

エコきちへ行こう

左右の骨盤の歪みを整えてスタイル
や姿勢を改善する骨盤体操をします。
■時中級編獅６月２８日昭 初級編獅６月
２９日晶 いずれも午前１０時３０分～正午
■場マーメイドパレス
■講岩瀬裕子氏
■対中級編獅初級編に参加したことがあ
る人 初級編獅１８歳以上の女性
■定各８人（先着順）
■￥５００円（施設利用料含む）
■持運動のできる服装・タオル・飲料（ペ
ットボトル）・ヨガマット又はバスタ
オル
■申中級編獅６月６日昌 初級編獅６月
７日昭の、いずれも午前１０時から電話
でマーメイドパレス（緯〈９２〉７３５１）へ

市内小・中学校で現在使用している
教科書を展示します。
■時６月８日晶～７月２日捷午前９時～
午後７時（松掌を除く）
■場■問教育センター（緯〈７５〉１０１０）

平成３０年度教科書展示会

■問マーメイドパレス（緯〈９２〉７３５１）
チビッコ抽選会
■時６月１６日松午前１０時から
■内■対当日プールを利用した小学生以下
に抽選でお菓子の詰め合わせを進呈
■定５０人（当日先着順）
■￥施設利用料
父の日プレゼント
■時６月１７日掌午前１０時から
■内■対当日プール又はトレーニングルー
ムを利用した１８歳以上の男性に粗品
を進呈

■定１００人（当日先着順）
■￥施設利用料
休館のお知らせ
■時６月１８日捷～２２日晶

■内施設点検・換水清掃を行うため、プ
ール・トレーニングルームを休館
屋外流水プール開放
■時６月２３日松～９月２日掌

※夏休み期間以外は、松掌抄のみ。
※屋外開放は午後６時まで。

■他悪天候等で臨時に閉鎖する場合あり

マーメイドパレスの催し・
お知らせ

■問堀内公園（緯〈９９〉５９４７）
あじさいまつり
■時６月１６日松・１７日掌午前１０時～午後
３時（雨天中止）
■内輪投げ等の模擬店（有料）を開催
※景品が無くなり次第終了します。
水の舞台を松掌のみ開放
「水の舞台」で水遊びができます。
■時６月１６日松～３０日松の松掌午前１０時
～午後４時
※天候・気温等により中止の場合有。
■対おむつが外れた子～小学生
※未就学児は１８歳以上の保護者同伴。
水遊び用おむつの上に水着着用の子
は利用できます。
ノルディックウォーキング＆棒びくす
体験会
■時７月１４日松・２３日捷（雨天中止）
①ノルディックウォーキング獅午前
９時３０分～１０時３０分
②棒びくす獅午前１０時４５分～正午

■内①獅ポールの使い方、歩き方
②獅肩こり腰痛予防体操
■対小学生以上
■定①施各４０人 ②施各２０人 いずれも
先着順
■￥器具使用料各５００円。両方使用する場
合は８００円、持参する場合は無料
※料金は当日支払い。支払い後は返
金不可。

■持飲料、運動しやすく体温調節のでき
る服装、ウォーキングに適した靴
■申６月６日昌～各開催日前日の午前９
時～午後４時３０分（休園日を除く）に、
直接か電話で堀内公園へ

堀内公園の催し

粗大ごみの中から再利用可能な家具
等を補修・再生し、入札販売します。
■時６月１０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

目指せ美ボディ！骨盤エク
ササイズ
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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。
今回のテーマは「消防署に行ってみよ
う！」。
■時７月１４日松午後１時３０分～３時３０分
■場集合獅市民会館
■対市内在住・在勤・在学あるいは市内
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。次回は８月に開催予定。参
加者は毎回募集します
■申６月１日晶～７月６日晶午前８時３０
分～午後５時１５分（松掌を除く）に、
直接か電話で市民協働課（緯〈７１〉２２
１８）へ

第５回多文化共生 × 安城
まちあるき探検隊
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陰・隠共通事項
■￥施設利用料
■持水着、水泳帽子、ゴーグル
■申６月６日昌から陰獅７月６日晶まで、
隠獅７月７日松までの午前９時～午
後８時（捷を除く）に、直接か電話で
スポーツセンター（緯〈７５〉３５４５）へ

陰親子水泳教室
■時７月７日松・１４日松・２１日松午前１０
時～１１時（全３回）
■内親子で楽しく水慣れから始めます
■対４歳～６歳の子と保護者
※子ども１人につき保護者１人。
■定１５組（先着順）
隠夏のタイム測定会
■時７月８日掌午後１時～３時
※集合は午後０時４５分。
■内自動計測装置でタイムを測定
■対２５ｍ以上泳ぐことができる人
※小学３年生以下は保護者同伴。保
護者１人につき２人まで参加可。

■定５０人（先着順）
■他２５ｍ・５０ｍ・１００ｍのうち、２種目
まで申込可

スポーツセンターの催し

■時６月１０日掌午前９時３０分～午後２時
３０分（小雨決行）
■内集合・解散場所獅明祥プラザ コー
ス獅明祥プラザ～念空寺～長福寺～
油ヶ淵しょうぶ園・応仁寺（昼食・
休憩）～明祥プラザ 往復約７灼

■持弁当、水筒、雨具、敷物等
■他乗り合わせか公共交通機関で集合し
てください。車は明祥プラザ駐車場
の市道側に駐車してください
■問市体育館（緯〈７５〉３５３５）

油ヶ淵しょうぶ歩け運動

陰～吋共通事項
■申各申込期間内に、事業名・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@econetanjo.org）へ
■問エコネットあんじょう（緯〈５５〉１３１５）、環境都市推進課（緯〈７１〉２２０６）

環境に関する催し

陰プロの漁師から学ぶ絶品調理法
魚を熟知した達人が極意を教えます。

■時６月１６日松午前９時～正午
■場市民交流センター
■内絶品イカの塩辛づくり、魚のさばき
方を学びます。無農薬米のごはんと
魚のてんぷらの試食もあります。

■講尾崎留吉氏（漁場研究 道栄丸船長）
とめ きち

■対１８歳以上の市内在住・在学・在勤者
■定２０人（先着順）
■￥５００円
■持包丁、塩辛持ち帰り用びん、魚持ち
帰り用容器、エプロン、三角巾、タ
オル（２本）

■申申込期間施６月４日捷～８日晶

隠トンボロ干潟で生き物観察会in東
幡豆
■時６月１７日掌午前１１時～午後４時３０分
■場集合獅市役所西駐車場 行き先獅ト
ンボロ干潟（西尾市） バスで移動
■内トンボロ干潟での生き物観察、干潟
の生き物たちと森林の恵みとの関わ
りについての講座、干潟での遊び

■対市内在住の小学生と保護者
■定２０人（先着順）
■￥１０００円（交通費他）
■持弁当、水筒、帽子、長靴、軍手、干
潟に生息する生き物を採取する道具
（小バケツ等）
■申申込期間施６月４日捷～８日晶

韻根羽村を満喫するツアー
矢作川水源の森を散策して、水が生
まれてくる環境を観察します。また、
根羽村猟友会が作ったジビエ料理や五
平餅を味わいます。
■時６月１７日掌午前７時３０分～午後４時
３０分
■場集合獅市役所西駐
車場 行き先獅茶
臼山北側水源の森
（長野県根羽村）
■対中学生以上
■定２０人（先着順）
■￥１５００円
■持飲料、雨具
■申申込期間施６月５日昇～８日晶

吋生物共生田んぼの学校
田んぼの中には何がいる？「冬水田

んぼ」が育む生き物の観察会を行いま
す。
■時６月２３日松午前９時３０分～正午
■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
■申申込期間施６月４日捷～１５日晶

■時■内陰Excelビジネス活用獅７月２２日
掌・２９日掌 隠三次元CAD基礎獅

８月１９日掌・２６日掌 いずれも午前
９時～午後４時（全２回）

■場愛知障害者職業能力開発校（豊川市）
■対主に在職中の障害者で、基本的なパ
ソコンの操作ができる人
■定各５人（定員を超えた場合は抽選）
■申陰獅６月１日晶～２１日昭 隠獅６月
２９日晶～７月１９日昭に、受講申請書
を郵送（必着）かファクスで同校（〒
４４１－１２３１豊川市一宮町上新切３３－
１４／胃０５３３〈９３〉６５５４）へ
※受講申請書は同校HPで配布。
■問愛知障害者職業能力開発校（緯０５３３
〈９３〉２１０２／noryokukaihatsuko@
pref.aichi.lg.jp）

障害者スキルアップ講座
（在職者訓練）
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※屋外開放は午後６時まで。

■他悪天候等で臨時に閉鎖する場合あり

マーメイドパレスの催し・
お知らせ

■問堀内公園（緯〈９９〉５９４７）
あじさいまつり
■時６月１６日松・１７日掌午前１０時～午後
３時（雨天中止）
■内輪投げ等の模擬店（有料）を開催
※景品が無くなり次第終了します。
水の舞台を松掌のみ開放
「水の舞台」で水遊びができます。
■時６月１６日松～３０日松の松掌午前１０時
～午後４時
※天候・気温等により中止の場合有。
■対おむつが外れた子～小学生
※未就学児は１８歳以上の保護者同伴。
水遊び用おむつの上に水着着用の子
は利用できます。
ノルディックウォーキング＆棒びくす
体験会
■時７月１４日松・２３日捷（雨天中止）
①ノルディックウォーキング獅午前
９時３０分～１０時３０分
②棒びくす獅午前１０時４５分～正午

■内①獅ポールの使い方、歩き方
②獅肩こり腰痛予防体操
■対小学生以上
■定①施各４０人 ②施各２０人 いずれも
先着順
■￥器具使用料各５００円。両方使用する場
合は８００円、持参する場合は無料
※料金は当日支払い。支払い後は返
金不可。

■持飲料、運動しやすく体温調節のでき
る服装、ウォーキングに適した靴
■申６月６日昌～各開催日前日の午前９
時～午後４時３０分（休園日を除く）に、
直接か電話で堀内公園へ

堀内公園の催し

粗大ごみの中から再利用可能な家具
等を補修・再生し、入札販売します。
■時６月１０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

目指せ美ボディ！骨盤エク
ササイズ
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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。
今回のテーマは「消防署に行ってみよ
う！」。
■時７月１４日松午後１時３０分～３時３０分
■場集合獅市民会館
■対市内在住・在勤・在学あるいは市内
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。次回は８月に開催予定。参
加者は毎回募集します
■申６月１日晶～７月６日晶午前８時３０
分～午後５時１５分（松掌を除く）に、
直接か電話で市民協働課（緯〈７１〉２２
１８）へ

第５回多文化共生 × 安城
まちあるき探検隊
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陰・隠共通事項
■￥施設利用料
■持水着、水泳帽子、ゴーグル
■申６月６日昌から陰獅７月６日晶まで、
隠獅７月７日松までの午前９時～午
後８時（捷を除く）に、直接か電話で
スポーツセンター（緯〈７５〉３５４５）へ

陰親子水泳教室
■時７月７日松・１４日松・２１日松午前１０
時～１１時（全３回）
■内親子で楽しく水慣れから始めます
■対４歳～６歳の子と保護者
※子ども１人につき保護者１人。

■定１５組（先着順）
隠夏のタイム測定会
■時７月８日掌午後１時～３時
※集合は午後０時４５分。

■内自動計測装置でタイムを測定
■対２５ｍ以上泳ぐことができる人
※小学３年生以下は保護者同伴。保
護者１人につき２人まで参加可。

■定５０人（先着順）
■他２５ｍ・５０ｍ・１００ｍのうち、２種目
まで申込可

スポーツセンターの催し

■時６月１０日掌午前９時３０分～午後２時
３０分（小雨決行）
■内集合・解散場所獅明祥プラザ コー
ス獅明祥プラザ～念空寺～長福寺～
油ヶ淵しょうぶ園・応仁寺（昼食・
休憩）～明祥プラザ 往復約７灼

■持弁当、水筒、雨具、敷物等
■他乗り合わせか公共交通機関で集合し
てください。車は明祥プラザ駐車場
の市道側に駐車してください
■問市体育館（緯〈７５〉３５３５）

油ヶ淵しょうぶ歩け運動

陰～吋共通事項
■申各申込期間内に、事業名・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@econetanjo.org）へ
■問エコネットあんじょう（緯〈５５〉１３１５）、環境都市推進課（緯〈７１〉２２０６）

環境に関する催し

陰プロの漁師から学ぶ絶品調理法
魚を熟知した達人が極意を教えます。

■時６月１６日松午前９時～正午
■場市民交流センター
■内絶品イカの塩辛づくり、魚のさばき
方を学びます。無農薬米のごはんと
魚のてんぷらの試食もあります。

■講尾崎留吉氏（漁場研究 道栄丸船長）
とめ きち

■対１８歳以上の市内在住・在学・在勤者
■定２０人（先着順）
■￥５００円
■持包丁、塩辛持ち帰り用びん、魚持ち
帰り用容器、エプロン、三角巾、タ
オル（２本）

■申申込期間施６月４日捷～８日晶

隠トンボロ干潟で生き物観察会in東
幡豆
■時６月１７日掌午前１１時～午後４時３０分
■場集合獅市役所西駐車場 行き先獅ト
ンボロ干潟（西尾市） バスで移動
■内トンボロ干潟での生き物観察、干潟
の生き物たちと森林の恵みとの関わ
りについての講座、干潟での遊び

■対市内在住の小学生と保護者
■定２０人（先着順）
■￥１０００円（交通費他）
■持弁当、水筒、帽子、長靴、軍手、干
潟に生息する生き物を採取する道具
（小バケツ等）
■申申込期間施６月４日捷～８日晶

韻根羽村を満喫するツアー
矢作川水源の森を散策して、水が生
まれてくる環境を観察します。また、
根羽村猟友会が作ったジビエ料理や五
平餅を味わいます。
■時６月１７日掌午前７時３０分～午後４時
３０分
■場集合獅市役所西駐
車場 行き先獅茶
臼山北側水源の森
（長野県根羽村）
■対中学生以上
■定２０人（先着順）
■￥１５００円
■持飲料、雨具
■申申込期間施６月５日昇～８日晶

吋生物共生田んぼの学校
田んぼの中には何がいる？「冬水田

んぼ」が育む生き物の観察会を行いま
す。
■時６月２３日松午前９時３０分～正午
■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
■申申込期間施６月４日捷～１５日晶

■時■内陰Excelビジネス活用獅７月２２日
掌・２９日掌 隠三次元CAD基礎獅

８月１９日掌・２６日掌 いずれも午前
９時～午後４時（全２回）

■場愛知障害者職業能力開発校（豊川市）
■対主に在職中の障害者で、基本的なパ
ソコンの操作ができる人

■定各５人（定員を超えた場合は抽選）
■申陰獅６月１日晶～２１日昭 隠獅６月
２９日晶～７月１９日昭に、受講申請書
を郵送（必着）かファクスで同校（〒
４４１－１２３１豊川市一宮町上新切３３－
１４／胃０５３３〈９３〉６５５４）へ
※受講申請書は同校HPで配布。

■問愛知障害者職業能力開発校（緯０５３３
〈９３〉２１０２／noryokukaihatsuko@
pref.aichi.lg.jp）

障害者スキルアップ講座
（在職者訓練）
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■時７月３日昇～５日昭・１０日昇午前６
時～７時３０分
■場総合運動公園野球場
■対市内の商店・企業・クラブ単位で編
成された軟式野球チーム
■￥１チーム１０００円
■他６月１６日松午後７時から市体育館で
開催する監督会議及び組合せ抽選会
に、参加申込書と参加費を持って出
席してください
※参加申込書は市HPで配布。
■申６月１５日晶までの午前９時～午後５
時（捷を除く）に、電話で市体育館（緯

〈７５〉３５３５）へ

第４６回安城市早朝野球大会

救命講習会
陰～韻共通事項
■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（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。
■申６月５日昇午前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）
陰普通救命講習Ⅲ
■時６月１６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■申高浜消防署救急係（緯〈５２〉１１９０）
隠普通救命講習Ⅰ
■時６月１７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■申刈谷消防署救急係（緯〈２３〉１２９９）
韻普及員講習再教育
■時６月２４日掌午前９時～正午
■内■対応急手当普及員有資格者が、前回
講習受講日から３年以内に再度受講
するための講習
■場■申安城消防署救急係（緯〈７５〉２４９４）

陰～右共通事項
入園料別途。都合により変更の場合
あり。詳細は問い合わせてください。
■申６月６日昌～各申込期限の午前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

陰写真講座「ふわふわテーブルフォト」
■時７月１１日昌・２５日昌午前１０時～正午
（全２回）
■講岡本由樹子氏
■定１５人（先着順）
■￥２３００円（２回目はコーヒー付き）
■申申込期限獅７月４日昌

隠世界のチーズ講座
■時７月１２日昭、８月９日昭、９月２０日
昭午前１０時３０分～正午（全３回）

■講加藤純子氏
■定２０人（先着順）
■￥６０００円（各回１５００円程度の材料費別途）
■申申込期限獅７月２日捷

韻JB'Sダンス講座
■時７月１２日昭・２６日昭、８月９日昭・
２３日昭、９月１３日昭・２７日昭午前１０
時～１１時３０分（全６回）

■講MARI氏（国際パルスリズムトレーナー）
■定２０人（先着順）
■￥１２０００円
■申申込期限獅７月５日昭

吋フォトマスターEXによる写真講座
■時７月１３日晶・２７日晶午前１０時～正午
（全２回）
■講鶴田郁夫氏（フォトマスターEX）
■定２０人（先着順）
■￥２３００円
■申申込期限獅７月６日晶

右寄せ植え講座「多肉植物」
■時７月１３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
■持薄手袋、はさみ、エプロン（ガーデ
ニング用）
■申申込期限獅６月２９日晶

デンパークの体験教室

市内３０の消防分団が消火技術を競い
合います。
■時６月３日掌午前７時３０分～午後０時
４５分
■場安城消防署
■他駐車場は市役所
西駐車場を利用
してください
■問危機管理課（緯〈７１〉２２２０）

第４３回安城市消防団消防操
法競練会

工芸美術 染展
加藤伴子氏（日展会友）の染物作品展。

■時６月２０日昌～２４日掌午前９時～午後
５時（２４日は午後３時まで）

■￥入苑料獅１００円（中学生以下無料）
呈茶料獅３００円

■場■問丈山苑（緯〈９２〉７７８０）

安城産のいちじくのグラッセを使っ
て、食育について学びながら、パウン
ドケーキを作ります。
■時７月１５日掌午後１時３０分～４時
■場でんまぁと安城西部（福釜町）
■講安城生活改善グループ（食育推進団体）
■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、手拭き、持ち帰
り用容器
■他７月６日晶までに当選者に通知
■申６月２２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「パウンドケーキ」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
らも申込み可

■問安城生活改善グループ・
成瀬さん（緯０８０〈３６３５〉４４０１）

親子で食育！フルーツ入り
パウンドケーキを作ろう！

■時７月１４日松・１５日掌午前９時１０分～
午後４時３０分（全２回。１５日は午後
３時４０分まで）

■場県立高浜高等技術専門校
■対第一種及び第二種電気工事士の資格
取得をめざす人
■定２０人（定員を超えた場合は抽選）
■￥２３００円
■持材料、工具、テキスト
■申６月４日捷～２２日晶に、はがき（必
着）に講座名・郵便番号・住所・氏
名・生年月日・電話番号・勤務先名・
勤務先電話番号を記入し、県立高浜
高等技術専門校（〒４４４－１３２４高浜市
碧海町４－１－６）へ
※Ｅメールによる申込みも可。詳し
くは同校HPで確認してください。
■問県立高浜高等技術専門校（緯〈５３〉００
３１）、市商工課（緯〈７１〉２２３５）

電気工事士技能講座

早期教育相談
■時７月３０日捷午前１０時～午後４時
■場県西三河総合庁舎（岡崎市）
■内子育てで気になることや、障害があ
ると思われる子の就学に関する相談
■対０歳～来年度小学１年生になる子と
保護者
■申６月２２日晶までに電話で学校教育課
（緯〈７１〉２２５４）へ
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■時６月９日松・２３日松午前１０時～正午、
午後１時～３時
■場■問歴史博物館（緯〈７７〉６６５５）

博物館ボランティアによる
常設展示ガイド

市民ギャラリー開館１５周年記念企画
展「瀬畑亮 セロテープアート®展２０１８
in安城」のオープニングに合わせて、
ギャラリーコンサートを開催します。
■時６月９日松午前１０時３０分～１１時
■内出演獅GaiaBrassQuintet 曲目

ガイア ブラス クインテット

獅海の声、OrientalWind、「展
覧会の絵」より抜粋等
■場■問市民ギャラリー（緯〈７７〉６８５３）

ギャラリーコンサート
国指定史跡本證寺境内と将来の史跡
公園で、「何かやってみたい」「こんなこ
とができれば面白くなる」というアイ
デアをみんなで考えます。
■時６月１６日松午前９時３０分～正午
■場本證寺（野寺町）
■講加藤武志氏（ま
ち楽房女代表取
締役）
■対小学生以上
■他車は本堂前に駐車してください
■申６月１５日晶午後５時（捷を除く）まで
に、氏名・年齢（学年）・電話番号を
電話かEメールで文化振興課（歴史博
物館内／緯〈７７〉４４７７／bunkazai@
city.anjo.lg.jp）へ
※当日参加可。

第１回 本證寺 未来寺子屋

◆◆◆衣浦東部広域連合からのお知らせ◆◆◆

■６月３日～９日は危険物安全週間
危険物は正しく保管し、安全に扱
えば大変便利なものですが、その取
扱いを誤れば火災を引き起こす危険
性があります。危険物の保管場所・
貯蔵容器・取扱い方法を再確認して、
事故のないよう注意しましょう。
平成３０年度推進標語獅この一球 届
け無事故へ みんなの願い
危険物保管上の注意
暫直射日光を避け、高温になる場所、
火気を使う場所に置かない

暫必要以上の量を保有しない
暫容器に入れた危険物が地震で転倒、
落下しないように事前に対策する

暫ガソリン等の危険物は火気の近く
では取り扱わない

暫ガソリンを入れる容器は専用の携
行缶を使用し、灯油用ポリ容器に
は入れない
■問予防課（緯〈６３〉０１３７）

所有財産
（土地） ２８５．９８㎡
（建物） ２０，２０４．４１㎡

金額単位：千円／比率単位：％■歳出
執行率構成比支出済額予算現額科目
７６．１０．０１，７７８２，３３６議会費
７６．９３．７１７６，０９２２２８，８４０総務費
９２．２９４．０４，４８０，２３７４，８５９，６６１消防費
５１．６２．３１０８，６０９２１０，４６３公債費
０．００．００２０，０００予備費
８９．６１００．０４，７６６，７１６５，３２１，３００計

■財政状況の公表（平成３０年５月公表分）
３月３１日現在の平成２９年度予算執行状況をお知らせします。
■問総務課（緯〈６３〉０１３３）

平成２９年度一般会計予算執行状況
金額単位：千円／比率単位：％■歳入

収入率構成比収入済額予算現額科目
１００．０９４．９５，０７４，１４２５，０７４，１４２分担金及び負担金
１２７．７０．４１９，９５８１５，６３３使用料及び手数料
０．００．００９，６６６国庫支出金
６７．４０．０５８８６県支出金
１００．３０．１６，７２３６，７０４財産収入
０．００．００１寄附金
１１７．１４．４２３２，９２８１９８，８３３繰越金
８０．３０．２１３，０３１１６，２３５諸収入
１００．５１００．０５，３４６，８４０５，３２１，３００計

広域連合債現在高（消防債）
金額単位：千円／比率単位：％

構成比現在高区分
９６．１６９９，３００広域連合
０．００碧南市分各

市
か
ら
の
承
継
分

２．２１５，７４０刈谷市分
１．３９，６６２安城市分
０．００知立市分
０．４２，８７０高浜市分
１００．０７２７，５７２計

専門医師と酒害相談員等が１組１時
間を目安に相談を受けます。
■時６月８日晶午後２時～４時
■場衣浦東部保健所（刈谷市大手町）
■対アルコール問題で悩む本人や家族
■定２組（先着順）
■申６月１日晶～７日昭午前８時４５分～
午後５時３０分（松掌を除く）に電話で
衣浦東部保健所健康支援課（緯〈２１〉
９３３７）へ

アルコール専門相談
人形劇「あそんジャOH！」「こぶじ

っさ」を、家族や友達と一緒に楽しみ
ませんか。
■時６月１７日掌午前１１時～正午、午後２
時～３時
■内出演施人形劇団むすび座
■対市内在住の乳幼児親子、小・中学生
■定各１５０人（先着順、要整理券）
※整理券は作野公民館にて配布中。
■場■問作野公民館（緯〈７４〉３９７７）

むすび座の人形劇をみよう

アンフォーレエントランス
ライブ
毎月第２土曜日の夜、アンフォーレ
のエントランスで素敵なライブを開催
します。
■時６月９日松

１部獅午後６時１５分～６時４５分
２部獅午後７時～７時３０分
■内１部はフルートカルテット Puzzle
の楽しい演奏、２部はソプラノとテ
ノールの素敵な歌声をお届けします
■問安城プロモーションズ（アンフォー
レ総合案内／緯〈７６〉１４００）
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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。

■時７月３日昇～５日昭・１０日昇午前６
時～７時３０分
■場総合運動公園野球場
■対市内の商店・企業・クラブ単位で編
成された軟式野球チーム
■￥１チーム１０００円
■他６月１６日松午後７時から市体育館で
開催する監督会議及び組合せ抽選会
に、参加申込書と参加費を持って出
席してください
※参加申込書は市HPで配布。
■申６月１５日晶までの午前９時～午後５
時（捷を除く）に、電話で市体育館（緯

〈７５〉３５３５）へ

第４６回安城市早朝野球大会

救命講習会
陰～韻共通事項
■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（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。
■申６月５日昇午前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）
陰普通救命講習Ⅲ
■時６月１６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■申高浜消防署救急係（緯〈５２〉１１９０）
隠普通救命講習Ⅰ
■時６月１７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■申刈谷消防署救急係（緯〈２３〉１２９９）
韻普及員講習再教育
■時６月２４日掌午前９時～正午
■内■対応急手当普及員有資格者が、前回
講習受講日から３年以内に再度受講
するための講習
■場■申安城消防署救急係（緯〈７５〉２４９４）

陰～右共通事項
入園料別途。都合により変更の場合
あり。詳細は問い合わせてください。
■申６月６日昌～各申込期限の午前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

陰写真講座「ふわふわテーブルフォト」
■時７月１１日昌・２５日昌午前１０時～正午
（全２回）
■講岡本由樹子氏
■定１５人（先着順）
■￥２３００円（２回目はコーヒー付き）
■申申込期限獅７月４日昌

隠世界のチーズ講座
■時７月１２日昭、８月９日昭、９月２０日
昭午前１０時３０分～正午（全３回）

■講加藤純子氏
■定２０人（先着順）
■￥６０００円（各回１５００円程度の材料費別途）
■申申込期限獅７月２日捷

韻JB'Sダンス講座
■時７月１２日昭・２６日昭、８月９日昭・
２３日昭、９月１３日昭・２７日昭午前１０
時～１１時３０分（全６回）

■講MARI氏（国際パルスリズムトレーナー）
■定２０人（先着順）
■￥１２０００円
■申申込期限獅７月５日昭

吋フォトマスターEXによる写真講座
■時７月１３日晶・２７日晶午前１０時～正午
（全２回）
■講鶴田郁夫氏（フォトマスターEX）
■定２０人（先着順）
■￥２３００円
■申申込期限獅７月６日晶

右寄せ植え講座「多肉植物」
■時７月１３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
■持薄手袋、はさみ、エプロン（ガーデ
ニング用）
■申申込期限獅６月２９日晶

デンパークの体験教室

市内３０の消防分団が消火技術を競い
合います。
■時６月３日掌午前７時３０分～午後０時
４５分
■場安城消防署
■他駐車場は市役所
西駐車場を利用
してください
■問危機管理課（緯〈７１〉２２２０）

第４３回安城市消防団消防操
法競練会

工芸美術 染展
加藤伴子氏（日展会友）の染物作品展。

■時６月２０日昌～２４日掌午前９時～午後
５時（２４日は午後３時まで）

■￥入苑料獅１００円（中学生以下無料）
呈茶料獅３００円

■場■問丈山苑（緯〈９２〉７７８０）

安城産のいちじくのグラッセを使っ
て、食育について学びながら、パウン
ドケーキを作ります。
■時７月１５日掌午後１時３０分～４時
■場でんまぁと安城西部（福釜町）
■講安城生活改善グループ（食育推進団体）
■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、手拭き、持ち帰
り用容器
■他７月６日晶までに当選者に通知
■申６月２２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「パウンドケーキ」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
らも申込み可

■問安城生活改善グループ・
成瀬さん（緯０８０〈３６３５〉４４０１）

親子で食育！フルーツ入り
パウンドケーキを作ろう！

■時７月１４日松・１５日掌午前９時１０分～
午後４時３０分（全２回。１５日は午後
３時４０分まで）

■場県立高浜高等技術専門校
■対第一種及び第二種電気工事士の資格
取得をめざす人
■定２０人（定員を超えた場合は抽選）
■￥２３００円
■持材料、工具、テキスト
■申６月４日捷～２２日晶に、はがき（必
着）に講座名・郵便番号・住所・氏
名・生年月日・電話番号・勤務先名・
勤務先電話番号を記入し、県立高浜
高等技術専門校（〒４４４－１３２４高浜市
碧海町４－１－６）へ
※Ｅメールによる申込みも可。詳し
くは同校HPで確認してください。
■問県立高浜高等技術専門校（緯〈５３〉００
３１）、市商工課（緯〈７１〉２２３５）

電気工事士技能講座

早期教育相談
■時７月３０日捷午前１０時～午後４時
■場県西三河総合庁舎（岡崎市）
■内子育てで気になることや、障害があ
ると思われる子の就学に関する相談
■対０歳～来年度小学１年生になる子と
保護者
■申６月２２日晶までに電話で学校教育課
（緯〈７１〉２２５４）へ
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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
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■時６月９日松・２３日松午前１０時～正午、
午後１時～３時
■場■問歴史博物館（緯〈７７〉６６５５）

博物館ボランティアによる
常設展示ガイド

市民ギャラリー開館１５周年記念企画
展「瀬畑亮 セロテープアート®展２０１８
in安城」のオープニングに合わせて、
ギャラリーコンサートを開催します。
■時６月９日松午前１０時３０分～１１時
■内出演獅GaiaBrassQuintet 曲目

ガイア ブラス クインテット

獅海の声、OrientalWind、「展
覧会の絵」より抜粋等

■場■問市民ギャラリー（緯〈７７〉６８５３）

ギャラリーコンサート
国指定史跡本證寺境内と将来の史跡
公園で、「何かやってみたい」「こんなこ
とができれば面白くなる」というアイ
デアをみんなで考えます。
■時６月１６日松午前９時３０分～正午
■場本證寺（野寺町）
■講加藤武志氏（ま
ち楽房女代表取
締役）
■対小学生以上
■他車は本堂前に駐車してください
■申６月１５日晶午後５時（捷を除く）まで
に、氏名・年齢（学年）・電話番号を
電話かEメールで文化振興課（歴史博
物館内／緯〈７７〉４４７７／bunkazai@
city.anjo.lg.jp）へ
※当日参加可。

第１回 本證寺 未来寺子屋

◆◆◆衣浦東部広域連合からのお知らせ◆◆◆

■６月３日～９日は危険物安全週間
危険物は正しく保管し、安全に扱
えば大変便利なものですが、その取
扱いを誤れば火災を引き起こす危険
性があります。危険物の保管場所・
貯蔵容器・取扱い方法を再確認して、
事故のないよう注意しましょう。
平成３０年度推進標語獅この一球 届
け無事故へみんなの願い
危険物保管上の注意
暫直射日光を避け、高温になる場所、
火気を使う場所に置かない

暫必要以上の量を保有しない
暫容器に入れた危険物が地震で転倒、
落下しないように事前に対策する

暫ガソリン等の危険物は火気の近く
では取り扱わない

暫ガソリンを入れる容器は専用の携
行缶を使用し、灯油用ポリ容器に
は入れない
■問予防課（緯〈６３〉０１３７）

所有財産
（土地） ２８５．９８㎡
（建物） ２０，２０４．４１㎡

金額単位：千円／比率単位：％■歳出
執行率構成比支出済額予算現額科目
７６．１０．０１，７７８２，３３６議会費
７６．９３．７１７６，０９２２２８，８４０総務費
９２．２９４．０４，４８０，２３７４，８５９，６６１消防費
５１．６２．３１０８，６０９２１０，４６３公債費
０．００．００２０，０００予備費
８９．６１００．０４，７６６，７１６５，３２１，３００計

■財政状況の公表（平成３０年５月公表分）
３月３１日現在の平成２９年度予算執行状況をお知らせします。

■問総務課（緯〈６３〉０１３３）
平成２９年度一般会計予算執行状況

金額単位：千円／比率単位：％■歳入
収入率構成比収入済額予算現額科目
１００．０９４．９５，０７４，１４２５，０７４，１４２分担金及び負担金
１２７．７０．４１９，９５８１５，６３３使用料及び手数料
０．００．００９，６６６国庫支出金
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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。

農用地利用集積計画の縦覧
６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
めた計画を縦覧します。
■時６月１５日晶～２９日晶午前８時３０分～
午後５時１５分（松掌を除く）

■問農務課（緯〈７１〉２２３４）

県介護支援専門員実務研修
受講試験
■時試験日獅１０月１４日掌 願書配布期間
獅６月５日昇～７月１１日昌

■申６月１２日昇～７月１１日昌に、願書を
郵送（当日消印有効）で県社会福祉協
議会（〒４６１－００１１名古屋市東区白壁
１－５０）へ
※願書は県社会福祉協議会・県高齢
福祉課・市高齢福祉課・市社会福祉
協議会等で配布。

■問県社会福祉協議会
６月１１日まで獅（緯０５２〈２１２〉５５１６）、
６月１２日から獅（緯０５２〈２１２〉５５３０）、
市高齢福祉課（緯〈７１〉２２９０）

暴走族は、強い犯罪的性格を持ち、
そのほとんどが未成年という実態から、
将来を支える青少年の健全育成の面か
らも大きな社会問題となっています。
市民と事業者の皆さんが一体となっ
て地域ぐるみで暴走族のいないまちづ
くりを推進し、安全・平穏な生活を守
り、青少年の健全育成に努めましょう。
■時強調月間獅６月１日～３０日
■内スローガン獅暴走を「しない」「させ
ない」「見に行かない」～暴走族なく
して住みよいまちづくり～
■問青少年愛護センター（青少年の家内
／緯〈７６〉３４３２）

６月は暴走族追放強調月間

安城市防犯カメラの設置及び運用に
関する条例第９条に基づき、平成２９年
度の防犯カメラ設置届出状況等を公表
します。
■内市の届出数獅１８件 市の公の施設を
管理する指定管理者の届出数獅１件
町内会等の届出数獅１０件 商店街振
興組合の届出数獅なし

■他防犯カメラの設置もしくは運用又は
画像データの取り扱いに関する苦情
の対応への不服申出、違反等に対す
る是正等の勧告はありませんでした
■問市民安全課（緯〈７１〉２２１９）

防犯カメラ設置届出状況の
公表

６月１日～１０日は電波利用
環境保護周知啓発強化期間
電波の利用にはルールがあります。
無線機器を使用するとき
は、必ず「技適マーク」（右
図）が付いているかを確認
してください。
また、外国規格の無線機器は、防災
行政用無線やテレビ放送等を妨害する
恐れがあり国内では使用できません。
■問総務省東海総合通信局
不法無線局の相談獅（緯０５２〈９７１〉９１
０７） テレビ等の受信障害の相談獅

（緯０５２〈９７１〉９６４８）

作手高原（新城市）・茶臼山高原（長野
県根羽村）野外センターの利用受付を
開始します。
■内利用可能日獅下表のとおり

■￥昼間利用（午前１０時～午後４時３０分）
獅大人（高校生以上）１００円、小人（小・
中学生）５０円 １泊利用（午前１０時～
翌日午前９時３０分）獅大人２００円、小
人１００円
■申６月９日松～利用日１週間前の午前
９時～午後５時（捷を除く）に、利用
許可申請書・備品貸出申請書・参加
者名簿・利用料を持って市体育館へ
※申請書等は同館・市HPで配布。
■問市体育館（緯〈７５〉３５３５）

茶臼山高原作手高原月

２３日松～３０日松
２３日松・２４日掌・
３０日松

６

１日掌～３１日昇

１日掌～３日昇・
７日松～１０日昇・
１４日松～２２日掌・
２８日松～３０日捷

７

１日昌～１９日掌・
２２日昌～３１日晶

３日晶～６日捷・
１０日晶～３１日晶

８

１日松～３０日掌

１日松～９日掌・
１５日松～１７日抄・
２２日松～２５日昇・
２９日松・３０日掌

９

市野外センターの一般開放
利用を受付

下記の期間に、地域でラジオ体操を
するグループを募集します。
チャレンジ宣言をしたグループに、
ラジオ体操カードを配布し、会場を市
HPに掲載します。
■時対象期間獅７月２１日松～８月３１日晶

午前６時３０分からの１０分間程度
※期間中、３日以上実施できること。
■他７月７日松にラジオ体操の実技講習
会を開催。詳細は市HPを確認する
か市体育館へ問い合わせてください
■申６月３０日松午後５時（捷を除く）まで
に、チャレンジ宣言書を直接か郵送
（必着）・ファクス・Ｅメールで市体
育館（〒４４６－００６１新田町新定山４１－
８／胃〈７７〉９２９３／my-sports-anjo
@city.anjo.lg.jp）へ
※チャレンジ宣言書は市体育館・市
HPで配布。

■問市体育館（緯〈７５〉３５３５）

おはよう！ふれあいラジオ
体操会実施グループ

■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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※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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