
■安城ひびきの会の対面朗読
■時７月９日捷・２３日捷午前１０時～正
午
■内朗読者から１対１で図書、新聞、
雑誌の朗読を聴けます
※持ち込んだ図書等の朗読も可。
■他朗読者２人が時間中常駐します

■手づくりかみしばい教室
世界でたったひとつ、自分だけの
かみしばいを作ってみませんか。
■時７月２２日掌・２３日捷・２５日昌午前
１０時～正午（全３回）
■対小学生以下（未就学児は保護者同伴）
■定２０人（先着順）
■申６月２１日昭からの午前９時～午後
８時（松掌抄は午後６時まで）に直
接か電話で図書情報館へ

■でんでんむかしあそびの会
おてだま、わらべうたあそび、読
み聞かせ等を行います。
■時７月２８日松午後３時
■対小学生

アンフォーレ課（緯〈７６〉６１１１）

お知らせ

■問堀内公園（緯〈９９〉５９４７）
回数券の販売
■時７月１日掌～３０日捷午前９時～午後
４時３０分（休園日を除く）
※夏休み期間中の晶松掌は午後６時
まで。

■内１０００円分の回数券を購入した人に、
有料遊具利用券を２枚進呈

作ってみよう！「毛糸でポンポン作り」
■時６月２３日松・２４日掌午前１０時から
■定各５０人（当日先着順）
シャボン玉で遊ぼう
■時６月３０日松午前９時から（材料が無
くなり次第終了）
※雨天の場合は７月１日掌に順延。
シャボン玉の中に入ろう
■時６月３０日松午前１１時、午後２時３０分
※雨天の場合は７月１日掌に順延。

■定各５０人（当日先着順）
ノルディックウォーキング＆棒びくす
体験会
■時７月１４日松・２３日捷

陰ノルディッ
クウォーキン
グ獅午前９時
３０分～１０時３０
分
隠棒びくす獅午前１０時４５分～正午
※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
※当日支払で、支払後の返金は不可。
■持運動しやすい服装・靴、飲料
■申６月２０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（緯〈９９〉５９４７）
へ

堀内公園へ行こう
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７月の移動児童館
■時■場４日昌・１８日昌獅東部公民館 ６
日晶・２０日晶獅高棚町公民館 いず
れも午前１０時～１１時
■対乳幼児親子
■問子育て支援センター（緯〈７２〉２３１７）

７月の休館日
３日昇・１０日昇・１７日昇・２４日昇・
２７日晶・３１日昇

※対象年齢は目安です。

７月のおはなし会
１日掌・８日掌・
１５日掌・２２日掌・
２９日掌午後４時

にちようびのおはな
しかい（小学生）

２日捷午前１０時
３０分

絵本好き集まれ！お
すすめ絵本紹介（一般）

５日昭午前１０時
３０分

おはなしゆりかご
（０～２歳）

６日晶午前１０時
３０分

おはなしポッケ
（０～２歳）

７日松午後３時おはなしレストラン
（小学生以上）

８日掌午前１１時大人のための絵本朗
読会（一般）

９日捷・２３日捷
午前１０時３０分

えほんとわらべうた
の会（０～２歳）

１４日松午後２時おはなしどんどん
（３歳～小学３年生）

１５日掌午後２時かみしばいの会
（３歳～小学生）

１９日昭午前１０時
３０分

いないいないばあ
（１～５歳）

２１日松・２８日松
午後２時

南吉朗読ででむし会
（小学生以上）

２５日昌午前１０時
３０分

おはなしまあだ
（１～５歳）

■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。

ひとり親家庭について情報交流会を
行い、卓球やバレーボール等のスポー
ツを楽しみます。
■時７月１日掌午前１０時～午後４時
■場総合福祉センター
■対市内在住のひとり親家庭の親子
■持体育館シューズ、飲料
■他申込不要。当日参加可、出入り自由
■問安城市母子福祉会会長・成島清美さ

なり しま

ん（緯・胃〈９９〉６５５４）、子育て支援課
（緯〈７１〉２２２９）

ひとり親家庭情報交流会

病院内を探検し、手術・看護・検査
体験を行います。
■時８月１８日松午後０時３０分～５時
■場安城更生病院（安城町）
■対小学４～６年生の子と保護者
■定２５組（定員を超えた場合は抽選）
■申７月１２日昭までに、同院HP内の申
込フォームから申し込んでください
※当選者のみ、１３日晶にメールで連
絡します。

■問安城更生病院企画室（緯〈７５〉２１１１）、
市保健センター（☎〈７６〉１１３３）

夏休み子ども病院探検隊！

凧はお正月だけのものと思っていま
せんか。
福助や天神等
の桜井凧をはじ
め、濃尾平野か
ら西三河にまで
分布する袖

そで

（風
ふう

袋）を持つ凧は、
たい

季節を問わずあげられていました。こ
れらの凧は風を袖に集めて揚

よう

力を得る
りょく

ため、夏の微風でもよくあがります。
この講座では、福助の骨組みに袖を
加えた状態から作り始めます。本体に
紙を貼って絵を描き、糸を付けたら完
成。初心者でも簡単です。
完成後は安祥城址公園で凧あげを行
います。自分の桜井凧を作って、「夏の
凧あげ」を楽しみましょう。
■時７月８日掌午後１時～５時
※雨天時は完成後の凧あげを中止。

■場埋蔵文化財センター、安祥城址公園
■講桜井凧保存会
■対小学生～一般
※小学１～４
年生は保護者
同伴。
■定３０人（先着順）
※家族やグループ等、複数人での申
込可。

■￥凧１枚１５００円（材料費）
■持はさみ
■申６月２３日松午前９時から、直接か電
話で文化振興課（歴史博物館内／緯

〈７７〉４４７７）へ

桜井凧（福助）作り講座

桜桜桜井井凧（福助凧（福助））
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親子で下水道について学びませんか。
■問下水道課（緯〈７１〉２２４７）
①境川浄化センター
■時７月２７日晶午前１０時～午後０時３０分、
午後１時３０分～４時
■場境川浄化センター（刈谷市衣崎町）
■内微生物観察、水質測定の簡易実験、
施設見学等
■対小学生と保護者
■定各２０組（先着順）
■申７月２日捷～１０日昇午前９時～午後
５時（松掌を除く）に、電話で同セン
ター（緯〈２５〉１２９５）へ

②衣浦東部浄化センター
■時７月３０日捷午後１時３０分～４時３０分
■場衣浦東部浄化センター（碧南市港南
町）
■内下水道の仕組み等の説明、施設見学
■対小学生と保護者
■定２０組（先着順）
■申７月１７日昇～２７日晶午前９時～午後
５時（松掌を除く）に、電話で同セン
ター（緯〈４８〉８２１０）へ
③矢作川浄化センター
■時７月３１日昇午後１時～３時
■場矢作川浄化センター（西尾市港町）
■内下水処理場の仕組みの説明、微生物
観察、施設見学等
■対小学生と保護者
■定２０組（先着順）
■申７月６日晶～２７日晶午前９時～午後
５時（松掌抄を除く）に、電話で同セ
ンター（緯０５６３〈５９〉０７１１）へ

①～③共通事項
６月２１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（昌を除く）に、講座名・住
所・氏名・年齢・電話番号を、直接か
電話・ファクスで環境学習センターエ
コきち（☎・胃〈７６〉７１４８）へ
①自転車で水のかんきょう学習館を見
学に行こう
■時７月１日掌午前９時～１１時３０分
※雨天中止。
■場集合獅エコきち 行き先獅水のかん
きょう学習館（大東町）

■講鬼頭茂雄氏
■対小学３年生以上
の子と保護者
■定１０組（先着順）
■￥１人１００円
②紙すきでハガキづくり
■時７月７日松午前１０時～１１時３０分
■講香村直郷氏

なお さと

■対４歳以上（小学1年
生以下は保護者同伴）
■定１０人（先着順）
■￥１００円
■持汚れてもいい服、タオル
③エコクッキング
愛知県産小麦粉「きぬあかり」で簡単

うどんづくり。
■時７月８日掌午前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１２人（先着順）
■￥１人２００円
■持エプロン、三角巾、マスク、ふきん、
おわん、箸、持ち帰り用容器
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■時７月７日松午後２
時～３時
■内出演獅黒野宏通

ひろ みち

（オカリナ演奏者）
■￥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）

丈山苑七夕コンサート

■時６月２３日松午前９時から（商品がな
くなり次第終了）
■場碧海信用金庫本店前（御幸本町）
■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、食育紙芝居の上演
■問農務課（緯〈７１〉２２３３）

まちなか産直市

７月の土器づくり教室
■時３日昇～６日晶・１０日昇～１３日晶・
１６日抄～２０日晶・２４日昇・２６日昭～
２８日松・３１日昇午後１時から（受付
は午後１時３０分まで）

■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）

ろくろと手びねりによる陶芸作品
（花瓶・茶碗等）を親子で制作します。
■時７月２９日掌午前９時～正午
■場市民ギャラリー
■講加藤克也氏（陶芸家）

かつ や

■対小学生と保護者
■定４０人（定員を超えた場合は抽選）
■￥１人１３００円（材料費含む）
■持汚れてもいい服
■申６月２９日晶までに、講座名、代表者
の住所・氏名・年齢・電話番号、参
加人数、参加者全員の氏名を、はが
き（必着）かファクス・Eメールで市
民ギャラリー（〒４４６－００２６安城町城
堀３０／胃〈７７〉４４９１／mailto@ansyo
bunka.jp）へ
※はがき１枚で３人分まで応募可。

■問市民ギャラリー（緯〈７７〉６８５３）

夏休み親子下水道教室

市民ギャラリー陶芸講座
「親子でろくろ」

■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

エコきちの講座

困難を抱える子どもと良い親子関係
を築くためにどうしたらいいかを話し
合う、親の学習会「ほっと一息サロン」
を開催します。一人で抱え込まずに、
一緒に語り合いましょう。
７月は「不登校・引きこもりはどう

対応すればいいの？」を学習テーマに行
います。
■時７月１４日松午後１時３０分～４時
■対不登校や引きこもり等、子どものこ
とで悩んでいる保護者
■￥市内在住者獅無料 市外在住者獅

５００円
■申７月１３日晶までに催し名、住所・氏
名・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）かNPO法人育て上げネ
ット中部虹の会（緯〈９５〉３１３７／胃〈９５〉
３１５７／info@nponiji.org）へ
※当日参加も可。

■場■問青少年愛護センター（青少年の家
内／緯〈７６〉３４３２）

ほっと一息サロン
（親の学習会）
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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。

ひとり親家庭について情報交流会を
行い、卓球やバレーボール等のスポー
ツを楽しみます。
■時７月１日掌午前１０時～午後４時
■場総合福祉センター
■対市内在住のひとり親家庭の親子
■持体育館シューズ、飲料
■他申込不要。当日参加可、出入り自由
■問安城市母子福祉会会長・成島清美さ

なり しま

ん（緯・胃〈９９〉６５５４）、子育て支援課
（緯〈７１〉２２２９）

ひとり親家庭情報交流会

病院内を探検し、手術・看護・検査
体験を行います。
■時８月１８日松午後０時３０分～５時
■場安城更生病院（安城町）
■対小学４～６年生の子と保護者
■定２５組（定員を超えた場合は抽選）
■申７月１２日昭までに、同院HP内の申
込フォームから申し込んでください
※当選者のみ、１３日晶にメールで連
絡します。

■問安城更生病院企画室（緯〈７５〉２１１１）、
市保健センター（☎〈７６〉１１３３）

夏休み子ども病院探検隊！

凧はお正月だけのものと思っていま
せんか。
福助や天神等
の桜井凧をはじ
め、濃尾平野か
ら西三河にまで
分布する袖

そで

（風
ふう

袋）を持つ凧は、
たい

季節を問わずあげられていました。こ
れらの凧は風を袖に集めて揚

よう

力を得る
りょく

ため、夏の微風でもよくあがります。
この講座では、福助の骨組みに袖を
加えた状態から作り始めます。本体に
紙を貼って絵を描き、糸を付けたら完
成。初心者でも簡単です。
完成後は安祥城址公園で凧あげを行
います。自分の桜井凧を作って、「夏の
凧あげ」を楽しみましょう。
■時７月８日掌午後１時～５時
※雨天時は完成後の凧あげを中止。

■場埋蔵文化財センター、安祥城址公園
■講桜井凧保存会
■対小学生～一般
※小学１～４
年生は保護者
同伴。
■定３０人（先着順）
※家族やグループ等、複数人での申
込可。

■￥凧１枚１５００円（材料費）
■持はさみ
■申６月２３日松午前９時から、直接か電
話で文化振興課（歴史博物館内／緯

〈７７〉４４７７）へ

桜井凧（福助）作り講座

桜桜桜井井凧（福助凧（福助））
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親子で下水道について学びませんか。
■問下水道課（緯〈７１〉２２４７）
①境川浄化センター
■時７月２７日晶午前１０時～午後０時３０分、
午後１時３０分～４時
■場境川浄化センター（刈谷市衣崎町）
■内微生物観察、水質測定の簡易実験、
施設見学等

■対小学生と保護者
■定各２０組（先着順）
■申７月２日捷～１０日昇午前９時～午後
５時（松掌を除く）に、電話で同セン
ター（緯〈２５〉１２９５）へ

②衣浦東部浄化センター
■時７月３０日捷午後１時３０分～４時３０分
■場衣浦東部浄化センター（碧南市港南
町）

■内下水道の仕組み等の説明、施設見学
■対小学生と保護者
■定２０組（先着順）
■申７月１７日昇～２７日晶午前９時～午後
５時（松掌を除く）に、電話で同セン
ター（緯〈４８〉８２１０）へ
③矢作川浄化センター
■時７月３１日昇午後１時～３時
■場矢作川浄化センター（西尾市港町）
■内下水処理場の仕組みの説明、微生物
観察、施設見学等

■対小学生と保護者
■定２０組（先着順）
■申７月６日晶～２７日晶午前９時～午後
５時（松掌抄を除く）に、電話で同セ
ンター（緯０５６３〈５９〉０７１１）へ

①～③共通事項
６月２１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（昌を除く）に、講座名・住
所・氏名・年齢・電話番号を、直接か
電話・ファクスで環境学習センターエ
コきち（☎・胃〈７６〉７１４８）へ
①自転車で水のかんきょう学習館を見
学に行こう
■時７月１日掌午前９時～１１時３０分
※雨天中止。
■場集合獅エコきち 行き先獅水のかん
きょう学習館（大東町）

■講鬼頭茂雄氏
■対小学３年生以上
の子と保護者
■定１０組（先着順）
■￥１人１００円
②紙すきでハガキづくり
■時７月７日松午前１０時～１１時３０分
■講香村直郷氏

なお さと

■対４歳以上（小学1年
生以下は保護者同伴）
■定１０人（先着順）
■￥１００円
■持汚れてもいい服、タオル
③エコクッキング
愛知県産小麦粉「きぬあかり」で簡単

うどんづくり。
■時７月８日掌午前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１２人（先着順）
■￥１人２００円
■持エプロン、三角巾、マスク、ふきん、
おわん、箸、持ち帰り用容器

臥 広報あんじょう 2018.6.15

■時７月７日松午後２
時～３時
■内出演獅黒野宏通

ひろ みち

（オカリナ演奏者）
■￥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）

丈山苑七夕コンサート

■時６月２３日松午前９時から（商品がな
くなり次第終了）
■場碧海信用金庫本店前（御幸本町）
■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、食育紙芝居の上演
■問農務課（緯〈７１〉２２３３）

まちなか産直市

７月の土器づくり教室
■時３日昇～６日晶・１０日昇～１３日晶・
１６日抄～２０日晶・２４日昇・２６日昭～
２８日松・３１日昇午後１時から（受付
は午後１時３０分まで）

■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）

ろくろと手びねりによる陶芸作品
（花瓶・茶碗等）を親子で制作します。
■時７月２９日掌午前９時～正午
■場市民ギャラリー
■講加藤克也氏（陶芸家）

かつ や

■対小学生と保護者
■定４０人（定員を超えた場合は抽選）
■￥１人１３００円（材料費含む）
■持汚れてもいい服
■申６月２９日晶までに、講座名、代表者
の住所・氏名・年齢・電話番号、参
加人数、参加者全員の氏名を、はが
き（必着）かファクス・Eメールで市
民ギャラリー（〒４４６－００２６安城町城
堀３０／胃〈７７〉４４９１／mailto@ansyo
bunka.jp）へ
※はがき１枚で３人分まで応募可。

■問市民ギャラリー（緯〈７７〉６８５３）

夏休み親子下水道教室

市民ギャラリー陶芸講座
「親子でろくろ」

■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

エコきちの講座

困難を抱える子どもと良い親子関係
を築くためにどうしたらいいかを話し
合う、親の学習会「ほっと一息サロン」
を開催します。一人で抱え込まずに、
一緒に語り合いましょう。
７月は「不登校・引きこもりはどう

対応すればいいの？」を学習テーマに行
います。
■時７月１４日松午後１時３０分～４時
■対不登校や引きこもり等、子どものこ
とで悩んでいる保護者
■￥市内在住者獅無料 市外在住者獅

５００円
■申７月１３日晶までに催し名、住所・氏
名・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）かNPO法人育て上げネ
ット中部虹の会（緯〈９５〉３１３７／胃〈９５〉
３１５７／info@nponiji.org）へ
※当日参加も可。

■場■問青少年愛護センター（青少年の家
内／緯〈７６〉３４３２）

ほっと一息サロン
（親の学習会）
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昭和の名作シネマ上映会
「東京は恋する」を上映します。美大
入学を夢見ながら看板屋で働く青年・
明夫は、少女に恋をするが、その娘は、
高校時代の悪友でプロのバンドマンを
目指す健次の恋人だった。出演は舟木
一夫、伊藤るり子ほか。
■時６月２４日掌午前１０時
■定８０人（当日先着順）
■場■問歴史博物館（緯〈７７〉６６５５）

マーメイドパレスへ行こうマーメイドパレスへ行こうマーメイドパレスへ行こう
■時７月２３日捷午後１時３０分～３時１５分
■場教育センター
■内演題獅「常識を破って、子どもを伸
ばそう」
■講陰山英男氏（（一財）基礎力財団理事
長／陰山ラボ代表）
■対小中学校・幼稚園・保育園の教職員、
市内在住・在勤・在学者
■定２００人（先着順）
■申６月１５日晶～７月６日晶の午前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

教育センター開所記念講演会

①プールサイドYOGA
室温３０寿程度の開放感ある造波プ
ール波打ち際で行うヨガの体験講座。
■時７月３日昇午前１０時～１１時
■講近藤恭子氏（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
■持運動のできる服装（水着可）、ヨガ
マット又は厚手のバスタオル、飲
料
■申申込開始日獅６月２６日昇

②ベビーマッサージ
赤ちゃんとママの肌と肌のふれあ
いによって、いろいろな悩みを解消
するベビーマッサージの体験講座。
■時７月１１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（材料費込、保護者が２人
の場合２０００円）
■持大きめのバスタオル、子どもの水
分補給用飲料

■申申込開始日獅６月２７日昌

③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
身運動等のエクササイズを健康運動
指導士が指導。
■時７月１３日晶午前１０時３０分～１１時３０分
■対運動を始めたい中高年の女性
■定８人（先着順）
■￥５００円
■持運動のできる服装、タオル、飲
料（ペットボトル）、ヨガマット又
は大きめのバスタオル

■申申込開始日獅６月２６日昇

■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。

良い接客はコスト０円！「いらっしゃ
いませ」の本当の目的、お客様を見る
ポイント等の「接客の極意」を、元ウェ
スティンナゴヤキャッスル「ブルーエ
ッジ」シニアソムリエが伝授します。
飲食店だけでなく、物販、美容院等
別業種の店舗でも活用できる内容です。
接客を売上に変えるきっかけを作りま
しょう！
■時７月３０日捷午後２時～４時
■場アンフォーレ
■講神谷豊明氏（叙カルチベイトジャパ
ン代表取締役、安城ビジネスコン
シェルジュ所属専門家）
■対暫コストをかけずに店舗の売上アッ
プを図りたい人
暫接客サービスの向上やスタッフ教
育の強化を図りたい人
暫ソムリエの接客技術の裏側を知り
たい人
■定２０人（先着順）
※応募者多数の場合は市内事業者優
先。
■申７月２８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）

接客でお店が変わる！
コスト０円の売上アップ術

衣浦港消防防災訓練
消防車・船舶・ヘリコプターが参加
して、海上で発生した災害を想定した
陸・海・空の合同訓練を実施します。
■時７月１９日昭午前１０時（少雨決行）
■場衣浦港中央ふ頭東２号・３号岸壁及
びその周辺海域（碧南市玉津浦町）
■内参加機関獅１６機関約１５０人（消防車等
２０台、船舶７隻、ヘリコプター１機）
■問衣浦東部広域連合消防局消防課（緯

〈６３〉０１３４）

④女性のためのお手軽エクササイズ
椅子に座ったままできるエクササ
イズを健康運動指導士が指導。
■時７月６日晶午前１０時３０分～１１時３０
分
■対運動を始めたい中高年の女性
■定８人（先着順）
■￥５００円
■持運動のできる服装、タオル、飲料
（ペットボトル）
■申申込開始日獅６月２７日昌

⑤アクアビクス教室
■時７月１８日昌～８月２９日昌の毎週昌

午後７時～７時５０分（全６回）
※８月１５日昌を除く。

■対１８歳以上の女性（初心者可）
■定３０人（先着順）
■￥３４５０円
■申６月２６日昇午前１０時から、受講料
を持ってマーメイドパレスへ
※電話申込みは不可。

⑥目指せ美ボディ！骨盤エクササイ
ズ
スタイルや姿勢を改善する骨盤体
操。
■時①初級編獅７月２０日晶 ②中級編
獅７月２６日昭 いずれも午前１０時
３０分～正午
■講岩瀬裕子氏
■対①１８才以上の女性 ②初級編に参
加したことのある人
■定各８人（先着順）
■￥各５００円
■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
■申申込開始日獅①６月２８日昭 ②６
月２９日晶

①～⑥共通事項
■￥施設利用料は費用に含みます
■申各申込開始日午前１０時から電話でマーメイドパレス（緯〈９２〉７３５１）へ
※⑤を除く。
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①～④共通事項
■他入園料別途。講座の内容等は都合に
より変更の場合有。詳細は問い合わ
せてください

■場■申６月２０日昌～各申込期限午前９時
３０分～午後５時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
■時７月４日昌・１８日昌午前１０時～正午
■講磯貝裕子氏
■定各１０人（先着順）
■￥各回３５００円（材料費込）
■申申込期限獅各開催日１週間前
②親子で作ろう！地元野菜の料理教室
■時７月２０日晶午前１０時～午後０時３０分
■内夏野菜カレー、か
りもりのサラダ風
漬物、コーンスー
プ、パンナコッタ

■講小瀧由美子氏
お たき

■対小学生以下の子と
保護者
■定１５組（先着順）
■￥１組３０００円（材料費込）
■持エプロン、手拭きタオル、箸
■申申込期限獅７月１３日晶

③陶芸教室～暮らしのやきもの作りを
楽しく体験します～
つちものの花器
を作ってインテリ
アを華やかに。
■時７月２０日晶午後
１時３０分～３時
３０分
■講毛利記代子氏（Pottery

ポタリー

木）
き

■定１５人（先着順）
■￥４０００円（材料費込）
■持筆記用具、作業用エプロン
■申申込期限獅７月１３日晶

④KD'Sダンス講座
フラフープで体幹を鍛え、HIPHOP
ダンスの振付を毎回少しずつ練習しま
す。修了後はデンパークのステージで
ダンサーデビューしましょう！初心者
大歓迎です。
■時７月２５日昌、８月１日昌・８日昌・
２２日昌・２９日昌午前１０時～１１時３０分
（全５回）
■講 MARI氏（国際パルスリズムトレー
ナー）
■対小学生
■定２０人（先着順）
■￥７５００円
■申申込期限獅７月１８日昌

デンパーククラブハウスの
体験教室

■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

■場衣浦東部保健所（刈谷市）
こころの健康医師相談（予約制）
■時７月１３日晶午後２時～４時
■内精神科医師による相談
■申事前に同所健康支援課（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（エイズ検査
は７月２日捷午後６時～７時も実施）
■申■問骨髄バンクドナー登録のみ事前に
同所生活環境安全課（緯〈２１〉４７９７）へ
検便・井戸水検査等（有料）
■問同所試験検査課（緯〈２１〉９３５３）

昭林 JAZZコンサート
７月の昭林コンサートはJAZZ！岡

崎市出身の人気ジャズシンガー今岡友
美氏とプロピアニスト片桐一篤氏によ

かず ま

るジャズコンサートを開催。今年はサ
ックスの後藤勇人氏が新たに加わりま

はや と

す。３人による生演奏の魅力をぜひお
楽しみください。
■時７月１４日松午後６時（開場は午後５
時３０分）
■定１５９人（要整理券）
※整理券を６月３０日松午前９時から
同館で配布。未就学児の入場は不可。
■場■問昭林公民館（緯〈７７〉６６８８）

悩みを抱える若者を支援し
ます
青少年愛護センターでは、６月２０日
からNPO法人育て上げネット中部虹
の会と協力し、悩みを抱える若者の相
談窓口を開設します。不登校・家に引
きこもっている・将来が不安だ・精神
的に不安定である・どこにも居場所が
ないように感じる等の悩みを聴き、サ
ポートします。
■時毎週昌午後１時～４時（予約制、１
人１時間程度）
■場青少年の家
■対市内在住・在学で、義務教育修了済
の１５歳～概ね４０歳の人、その保護者
■申午前８時３０分～午後５時１５分（休館
日を除く）に電話で青少年愛護セン
ター（青少年の家内／緯〈７６〉３４３２）へ

河川で生きる様々な生き物に優しい
環境を作ろう！使い終わった食用油を
使い、環境に優しい石鹸を手作りしま

せっ けん

す。
■時７月１３日晶午後１時～４時
■場環境学習センターエコきち
■対市内在住・在勤・在学の１８歳以上
■定１０人（先着順）
■持長袖の服、ビニール手袋
■申６月１８日捷～２５日捷に、講座名・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NPO
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）、市環境都市推進課（緯

〈７１〉２２０６）

廃食油でつくる手づくり石
鹸講座

木型の人形に
筋彫りを入れ、
彫りに布の端を
押し込んで仕立
てる木目込人形。

き め こみ

来年の干支であ
るいのししの木目込人形づくりを体験
します。
■時７月１４日松午後１時～４時
■講加藤多美子氏（東京木目込人形師範
会教師）
■対高校生以上
■定２０人（定員を超えた場合は抽選）
■￥１２００円
■申７月３日昇までに講座名、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人まで応募可。
※同HPからも申込可。

■場■問市民ギャラリー（緯〈７７〉６８５３）

季節のアートレッスン
「木目込人形づくり」

衣浦東部保健所の相談・検査



芽広報あんじょう 2018.6.15

昭和の名作シネマ上映会
「東京は恋する」を上映します。美大
入学を夢見ながら看板屋で働く青年・
明夫は、少女に恋をするが、その娘は、
高校時代の悪友でプロのバンドマンを
目指す健次の恋人だった。出演は舟木
一夫、伊藤るり子ほか。
■時６月２４日掌午前１０時
■定８０人（当日先着順）
■場■問歴史博物館（緯〈７７〉６６５５）

マーメイドパレスへ行こうマーメイドパレスへ行こうマーメイドパレスへ行こう
■時７月２３日捷午後１時３０分～３時１５分
■場教育センター
■内演題獅「常識を破って、子どもを伸
ばそう」
■講陰山英男氏（（一財）基礎力財団理事
長／陰山ラボ代表）
■対小中学校・幼稚園・保育園の教職員、
市内在住・在勤・在学者
■定２００人（先着順）
■申６月１５日晶～７月６日晶の午前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

教育センター開所記念講演会

①プールサイドYOGA
室温３０寿程度の開放感ある造波プ
ール波打ち際で行うヨガの体験講座。
■時７月３日昇午前１０時～１１時
■講近藤恭子氏（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
■持運動のできる服装（水着可）、ヨガ
マット又は厚手のバスタオル、飲
料
■申申込開始日獅６月２６日昇

②ベビーマッサージ
赤ちゃんとママの肌と肌のふれあ
いによって、いろいろな悩みを解消
するベビーマッサージの体験講座。
■時７月１１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（材料費込、保護者が２人
の場合２０００円）
■持大きめのバスタオル、子どもの水
分補給用飲料

■申申込開始日獅６月２７日昌

③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
身運動等のエクササイズを健康運動
指導士が指導。
■時７月１３日晶午前１０時３０分～１１時３０分
■対運動を始めたい中高年の女性
■定８人（先着順）
■￥５００円
■持運動のできる服装、タオル、飲
料（ペットボトル）、ヨガマット又
は大きめのバスタオル

■申申込開始日獅６月２６日昇

■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。

良い接客はコスト０円！「いらっしゃ
いませ」の本当の目的、お客様を見る
ポイント等の「接客の極意」を、元ウェ
スティンナゴヤキャッスル「ブルーエ
ッジ」シニアソムリエが伝授します。
飲食店だけでなく、物販、美容院等
別業種の店舗でも活用できる内容です。
接客を売上に変えるきっかけを作りま
しょう！
■時７月３０日捷午後２時～４時
■場アンフォーレ
■講神谷豊明氏（叙カルチベイトジャパ
ン代表取締役、安城ビジネスコン
シェルジュ所属専門家）
■対暫コストをかけずに店舗の売上アッ
プを図りたい人
暫接客サービスの向上やスタッフ教
育の強化を図りたい人
暫ソムリエの接客技術の裏側を知り
たい人
■定２０人（先着順）
※応募者多数の場合は市内事業者優
先。
■申７月２８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）

接客でお店が変わる！
コスト０円の売上アップ術

衣浦港消防防災訓練
消防車・船舶・ヘリコプターが参加
して、海上で発生した災害を想定した
陸・海・空の合同訓練を実施します。
■時７月１９日昭午前１０時（少雨決行）
■場衣浦港中央ふ頭東２号・３号岸壁及
びその周辺海域（碧南市玉津浦町）
■内参加機関獅１６機関約１５０人（消防車等
２０台、船舶７隻、ヘリコプター１機）
■問衣浦東部広域連合消防局消防課（緯

〈６３〉０１３４）

④女性のためのお手軽エクササイズ
椅子に座ったままできるエクササ
イズを健康運動指導士が指導。
■時７月６日晶午前１０時３０分～１１時３０
分
■対運動を始めたい中高年の女性
■定８人（先着順）
■￥５００円
■持運動のできる服装、タオル、飲料
（ペットボトル）
■申申込開始日獅６月２７日昌

⑤アクアビクス教室
■時７月１８日昌～８月２９日昌の毎週昌

午後７時～７時５０分（全６回）
※８月１５日昌を除く。

■対１８歳以上の女性（初心者可）
■定３０人（先着順）
■￥３４５０円
■申６月２６日昇午前１０時から、受講料
を持ってマーメイドパレスへ
※電話申込みは不可。

⑥目指せ美ボディ！骨盤エクササイ
ズ
スタイルや姿勢を改善する骨盤体
操。
■時①初級編獅７月２０日晶 ②中級編
獅７月２６日昭 いずれも午前１０時
３０分～正午
■講岩瀬裕子氏
■対①１８才以上の女性 ②初級編に参
加したことのある人
■定各８人（先着順）
■￥各５００円
■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
■申申込開始日獅①６月２８日昭 ②６
月２９日晶

①～⑥共通事項
■￥施設利用料は費用に含みます
■申各申込開始日午前１０時から電話でマーメイドパレス（緯〈９２〉７３５１）へ
※⑤を除く。
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①～④共通事項
■他入園料別途。講座の内容等は都合に
より変更の場合有。詳細は問い合わ
せてください

■場■申６月２０日昌～各申込期限午前９時
３０分～午後５時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
■時７月４日昌・１８日昌午前１０時～正午
■講磯貝裕子氏
■定各１０人（先着順）
■￥各回３５００円（材料費込）
■申申込期限獅各開催日１週間前
②親子で作ろう！地元野菜の料理教室
■時７月２０日晶午前１０時～午後０時３０分
■内夏野菜カレー、か
りもりのサラダ風
漬物、コーンスー
プ、パンナコッタ

■講小瀧由美子氏
お たき

■対小学生以下の子と
保護者
■定１５組（先着順）
■￥１組３０００円（材料費込）
■持エプロン、手拭きタオル、箸
■申申込期限獅７月１３日晶

③陶芸教室～暮らしのやきもの作りを
楽しく体験します～
つちものの花器
を作ってインテリ
アを華やかに。
■時７月２０日晶午後
１時３０分～３時
３０分
■講毛利記代子氏（Pottery

ポタリー

木）
き

■定１５人（先着順）
■￥４０００円（材料費込）
■持筆記用具、作業用エプロン
■申申込期限獅７月１３日晶

④KD'Sダンス講座
フラフープで体幹を鍛え、HIPHOP
ダンスの振付を毎回少しずつ練習しま
す。修了後はデンパークのステージで
ダンサーデビューしましょう！初心者
大歓迎です。
■時７月２５日昌、８月１日昌・８日昌・
２２日昌・２９日昌午前１０時～１１時３０分
（全５回）
■講 MARI氏（国際パルスリズムトレー
ナー）
■対小学生
■定２０人（先着順）
■￥７５００円
■申申込期限獅７月１８日昌

デンパーククラブハウスの
体験教室

■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

■場衣浦東部保健所（刈谷市）
こころの健康医師相談（予約制）
■時７月１３日晶午後２時～４時
■内精神科医師による相談
■申事前に同所健康支援課（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（エイズ検査
は７月２日捷午後６時～７時も実施）
■申■問骨髄バンクドナー登録のみ事前に
同所生活環境安全課（緯〈２１〉４７９７）へ
検便・井戸水検査等（有料）
■問同所試験検査課（緯〈２１〉９３５３）

昭林JAZZコンサート
７月の昭林コンサートはJAZZ！岡

崎市出身の人気ジャズシンガー今岡友
美氏とプロピアニスト片桐一篤氏によ

かず ま

るジャズコンサートを開催。今年はサ
ックスの後藤勇人氏が新たに加わりま

はや と

す。３人による生演奏の魅力をぜひお
楽しみください。
■時７月１４日松午後６時（開場は午後５
時３０分）
■定１５９人（要整理券）
※整理券を６月３０日松午前９時から
同館で配布。未就学児の入場は不可。
■場■問昭林公民館（緯〈７７〉６６８８）

悩みを抱える若者を支援し
ます
青少年愛護センターでは、６月２０日

からNPO法人育て上げネット中部虹
の会と協力し、悩みを抱える若者の相
談窓口を開設します。不登校・家に引
きこもっている・将来が不安だ・精神
的に不安定である・どこにも居場所が
ないように感じる等の悩みを聴き、サ
ポートします。
■時毎週昌午後１時～４時（予約制、１
人１時間程度）
■場青少年の家
■対市内在住・在学で、義務教育修了済
の１５歳～概ね４０歳の人、その保護者

■申午前８時３０分～午後５時１５分（休館
日を除く）に電話で青少年愛護セン
ター（青少年の家内／緯〈７６〉３４３２）へ

河川で生きる様々な生き物に優しい
環境を作ろう！使い終わった食用油を
使い、環境に優しい石鹸を手作りしま

せっ けん

す。
■時７月１３日晶午後１時～４時
■場環境学習センターエコきち
■対市内在住・在勤・在学の１８歳以上
■定１０人（先着順）
■持長袖の服、ビニール手袋
■申６月１８日捷～２５日捷に、講座名・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NPO
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）、市環境都市推進課（緯

〈７１〉２２０６）

廃食油でつくる手づくり石
鹸講座

木型の人形に
筋彫りを入れ、
彫りに布の端を
押し込んで仕立
てる木目込人形。

き め こみ

来年の干支であ
るいのししの木目込人形づくりを体験
します。
■時７月１４日松午後１時～４時
■講加藤多美子氏（東京木目込人形師範
会教師）
■対高校生以上
■定２０人（定員を超えた場合は抽選）
■￥１２００円
■申７月３日昇までに講座名、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人まで応募可。
※同HPからも申込可。

■場■問市民ギャラリー（緯〈７７〉６８５３）

季節のアートレッスン
「木目込人形づくり」

衣浦東部保健所の相談・検査



賀広報あんじょう 2018.6.15

安城七夕まつりの開催期間中、下図のとおり交通規制を行います。また、８月
２日昭夜間に飾り付け作業を行います。通行の際はご協力をお願いします。
■時規制期間獅８月３日晶午前１０時～５日掌午後１０時
■他暫規制により生活に支障が出る人は、通行許可申請をすることにより規制期間

中の午後１０時～翌日午前９時３０分は通行可能となります。６月２９日晶までに
関係町内会・商店街振興組合・市商工課のいずれかへ申請してください

暫期間中、あんくるバス・名鉄バスのルートが一部変更になります

愛知県屋外広告物条例等が改正され
ました。主な改正内容は以下のとおり
です。
①安全点検の義務化（２０１８年７月１日
施行）
屋外広告物を表示・設置又は管理し
ている人は、許可の有無にかかわら
ず屋外広告物の劣化及び損傷の状況
の点検が必要です（一部の簡易な屋
外広告物を除く）。

②許可を受けている屋外広告物の許可
更新時に提出する点検報告書の様式
改正（２０１８年７月１日施行）
様式の変更に加え、点検項目の細分
化等報告書の内容も改正されました。
また、点検・添付写真の撮影につい
ては３カ月前から可能となります。

③有資格者（屋外広告士等）による安全
点検の義務化（２０２１年７月１日施行）
屋外広告物が高さ４ｍを超える場合
は、有資格者による点検及び更新許
可申請時に点検者の資格を証する書
類を添付する必要があります。
■問維持管理課（緯〈７１〉２２３７）

■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。

安城七夕まつりの交通規制 ■問商工課（緯〈７１〉２２３５）安全安心情報メールで犯罪
から身を守ろう！
市内で起こった事件等の情報を中心
に、登録者へ「安全安心情報メール」を
配信しています。
いつ・どこで・どんな事件が起きて
いるかを知り、警戒することで、犯罪
被害を未然に防ぐことができます。ぜ
ひ登録し、身を守るために役立てま
しょう。
■内配信情報施不審者情報、犯罪情報、
交通安全情報、避難勧告等災害情報、
行方不明高齢者捜索情報、断水情報、
火災情報、気象警戒情報 等
※火災情報と気象警戒情報は追加登
録で受信可能となります。
■他迷惑メール拒否設定をしている場合、
navi@a-ansin.jpを拒否しない設定
に変更してください。登録及びメー
ル受信にかかる通信料は自己負担で
す

■申 subscribe@a-ansin.jp宛てに空メ
ールを送信すると返信メールが届き
ます。住んでいる学区
を選択し、暗証番号を
登録してください
※右QRコードからも
空メール送信可。

■問市民安全課（緯〈７１〉２２１９）

あなたの看板は安全ですか

梅雨入りすると、雨の日が増え、災害が発生しやすくなります。特に集中豪雨
は、土砂災害、河川の増水や氾濫等を引き起こす恐れがあります。
いざという時に備え、日頃からハザードマップで危険な場所や避難経路、避難
所等を確認しておきましょう。また、非常持ち出し品を準備しておき、いつでも
持ち出せる場所に保管しておきましょう。そして災害時には、市や気象台の発信
する情報を確認し、安全に避難できるよう備えましょう。
外出先で災害に遭遇し、公共交通機関での帰宅が困難な場合は、むやみに移動

（帰宅）せず、最寄りの安全な場所に退避するとともに、被害状況等の情報を収集
し、帰宅経路の安全が確認できてから帰宅しましょう。
■問県防災局災害対策課（緯０５２〈９５４〉６１９２）、市危機管理課（緯〈７１〉２２２０）

大雨による災害に備えましょう
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市役所関係（４月分／敬称略）
愛知エメラルドライオンズクラブ

雅 広報あんじょう 2018.6.15

女子男子部門

５０ｍ自・平・背
５年

小学生 ６年
２００ｍリレー５・６年

１００ｍ自・平・背・
４００ｍリレー中学生

５０ｍバタ１００ｍバタ
１００ｍ自・平・背・バ
タ・４００ｍリレー

１５歳以上
（中学生は除く）

５０ｍ自・平・背・
２００ｍリレー２０歳以上

５０ｍ自・平・背３０歳以上

５０ｍ自・平
４０歳以上
５０歳以上

２５ｍ自・平６０歳以上

安城選手権大会
夏季水泳競技会出場者
■時８月５日掌

■場市スポーツセンター
■対■内小学５年生以上で市内在住・在勤・
在学のアマチュア競技者 種目獅下
表のとおり

■￥１００円（スポーツ保険料、市内小・中
学生は無料）
■申６月２０日昌～７月４日昌午前９時～
午後５時（捷を除く）に、申込書を持
って市体育協会（市体育館内）へ
※申込書は同協会・同協会HP・市ス
ポーツ課（市体育館内）・市スポーツ
センター・マーメイドパレスで配布。

■問市体育協会（緯〈７５〉５１８２）

長寿犬表彰の対象者
安城市内で開業する獣医師が主催し、
動物愛護事業の一環として、１７歳以上
の長寿犬の飼い主を表彰します。
■対次のすべてに該当する人
暫本年４月１日現在１６歳以上の犬を
飼育する市内在住者
暫過去５年間狂犬病予防注射を実施
又は猶予証を提出しており、今年度
は６月までに予防注射を実施又は猶
予証を提出する予定
暫９月３０日掌午前１０時から昭林公民
館にて開催する表彰式に出席できる
暫過去に同じ犬で本表彰を受けてい
ない
■申６月１５日晶～７月５日昭に申請書を
持ち、安城・知立獣医師会会員病院へ
※申請書は各獣医師会会員病院・市
環境都市推進課・市HPで配布。

■問安城・知立獣医師会事務局（ぐれー
ぷ動物病院内／緯〈７３〉９０８０）、市環境
都市推進課（緯〈７１〉２２０６）

第三次安城市都市計画マスタープラ
ンを策定するにあたり、市の都市計画
に関する基本方針を定める本計画原案
への意見を募集します。
■時閲覧期間施７月２日捷～３１日昇午前
８時３０分～午後５時１５分

■場閲覧場所施都市計画課、各地区公民
館、アンフォーレ、市民交流センタ
ー、社会福祉会館
※市HPからも閲覧可。

■対市内在住・在勤・在学者、市内に事
務所・事業所を有する個人・法人・
団体及び市内で活動する人
■申意見提出方法施閲覧期間中に、住所・
氏名（団体・法人の場合はその名称
と所在地・代表者氏名）を明記し、
直接か郵送（必着）・ファクス・Eメー
ルで都市計画課（〒４４６－８５０１住所不
要／胃〈７６〉００６６／toshikei@city.
anjo.lg.jp）へ
※電話受付不可。個別回答はしません。
■問都市計画課（緯〈７１〉２２４３）

■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

パブリックコメントによる
意見

■申直接か電話で、下記の①に当てはま
る人は高齢福祉課（緯〈７１〉２２２３）、②
に当てはまる人は障害福祉課（緯〈７１〉
２２２５）へ
住宅用火災警報器の設置
火災発生時の事故防止を図るため、
寝室、台所、階段（寝室と台所の階が
分かれている場合）に火災警報器を無
料で配付・設置します（設置個数獅３個
以内）。
■対次のいずれかに該当する人
①獅６５歳以上のひとり暮らし高齢者
（認定者）
②獅身体障害者手帳１級・２級又は
療育手帳Ａ判定の交付を受けている
人（同居者に手帳の交付を受けてい
ない１８歳以上６５歳未満の人がいる世
帯を除く）
■他過去に当制度により設置した火災警
報器は１０年を目安に交換します。申
請が必要ですので連絡してください
家具転倒防止器具の設置
地震発生時の家
具転倒防止を図る
ため、寝室、居間、
台所等の家具に転
倒防止器具を無料
で取り付けます。
※器具代は自己負
担。
■対次のいずれかに該当する人
①獅６５歳以上のひとり暮らし高齢者
（認定者）又は６５歳以上の人のみの世
帯
②獅身体障害者手帳・療育手帳又は
精神障害者保健福祉手帳の交付を受
けている人（同居者に手帳の交付を
受けていない１８歳以上６５歳未満の人
がいる世帯を除く）

住宅用火災警報器・家具転
倒防止器具を設置

ご寄付いただきました

自転車活用推進法の施行を受け、自
転車ルールを周知し、より自転車に親
しんでいただくために自転車マップの
リニューアルを実施します。マップ作
成にあたり、ワークショップの参加者
を募集します。
■時７月２２日掌午前９時３０分～１１時３０分
■場市民交流センター
■内マップ掲載内容の打ち合わせや、実
走による現地調査等
■講小森義史氏（エコりんりん代表）

よし ぶみ

■対市内在住・在勤・在学の高校生以上
※未成年は保護者の承諾が必要。
■他月１回程度、全５回開催予定。毎回
参加できなくても構いません
■申６月２２日晶～７月６日晶に、市HP
から申し込んでください
■問都市計画課（緯〈７１〉２２４３）

自転車マップリニューアル
作成ワークショップ参加者



賀広報あんじょう 2018.6.15

安城七夕まつりの開催期間中、下図のとおり交通規制を行います。また、８月
２日昭夜間に飾り付け作業を行います。通行の際はご協力をお願いします。
■時規制期間獅８月３日晶午前１０時～５日掌午後１０時
■他暫規制により生活に支障が出る人は、通行許可申請をすることにより規制期間

中の午後１０時～翌日午前９時３０分は通行可能となります。６月２９日晶までに
関係町内会・商店街振興組合・市商工課のいずれかへ申請してください

暫期間中、あんくるバス・名鉄バスのルートが一部変更になります

愛知県屋外広告物条例等が改正され
ました。主な改正内容は以下のとおり
です。
①安全点検の義務化（２０１８年７月１日
施行）
屋外広告物を表示・設置又は管理し
ている人は、許可の有無にかかわら
ず屋外広告物の劣化及び損傷の状況
の点検が必要です（一部の簡易な屋
外広告物を除く）。

②許可を受けている屋外広告物の許可
更新時に提出する点検報告書の様式
改正（２０１８年７月１日施行）
様式の変更に加え、点検項目の細分
化等報告書の内容も改正されました。
また、点検・添付写真の撮影につい
ては３カ月前から可能となります。

③有資格者（屋外広告士等）による安全
点検の義務化（２０２１年７月１日施行）
屋外広告物が高さ４ｍを超える場合
は、有資格者による点検及び更新許
可申請時に点検者の資格を証する書
類を添付する必要があります。
■問維持管理課（緯〈７１〉２２３７）

■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。

安城七夕まつりの交通規制 ■問商工課（緯〈７１〉２２３５）安全安心情報メールで犯罪
から身を守ろう！
市内で起こった事件等の情報を中心
に、登録者へ「安全安心情報メール」を
配信しています。
いつ・どこで・どんな事件が起きて
いるかを知り、警戒することで、犯罪
被害を未然に防ぐことができます。ぜ
ひ登録し、身を守るために役立てま
しょう。
■内配信情報施不審者情報、犯罪情報、
交通安全情報、避難勧告等災害情報、
行方不明高齢者捜索情報、断水情報、
火災情報、気象警戒情報 等
※火災情報と気象警戒情報は追加登
録で受信可能となります。
■他迷惑メール拒否設定をしている場合、
navi@a-ansin.jpを拒否しない設定
に変更してください。登録及びメー
ル受信にかかる通信料は自己負担で
す

■申 subscribe@a-ansin.jp宛てに空メ
ールを送信すると返信メールが届き
ます。住んでいる学区
を選択し、暗証番号を
登録してください
※右QRコードからも
空メール送信可。

■問市民安全課（緯〈７１〉２２１９）

あなたの看板は安全ですか

梅雨入りすると、雨の日が増え、災害が発生しやすくなります。特に集中豪雨
は、土砂災害、河川の増水や氾濫等を引き起こす恐れがあります。
いざという時に備え、日頃からハザードマップで危険な場所や避難経路、避難
所等を確認しておきましょう。また、非常持ち出し品を準備しておき、いつでも
持ち出せる場所に保管しておきましょう。そして災害時には、市や気象台の発信
する情報を確認し、安全に避難できるよう備えましょう。
外出先で災害に遭遇し、公共交通機関での帰宅が困難な場合は、むやみに移動

（帰宅）せず、最寄りの安全な場所に退避するとともに、被害状況等の情報を収集
し、帰宅経路の安全が確認できてから帰宅しましょう。
■問県防災局災害対策課（緯０５２〈９５４〉６１９２）、市危機管理課（緯〈７１〉２２２０）

大雨による災害に備えましょう
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市役所関係（４月分／敬称略）
愛知エメラルドライオンズクラブ

雅 広報あんじょう 2018.6.15

女子男子部門

５０ｍ自・平・背
５年

小学生 ６年
２００ｍリレー５・６年

１００ｍ自・平・背・
４００ｍリレー中学生

５０ｍバタ１００ｍバタ
１００ｍ自・平・背・バ
タ・４００ｍリレー

１５歳以上
（中学生は除く）

５０ｍ自・平・背・
２００ｍリレー２０歳以上

５０ｍ自・平・背３０歳以上

５０ｍ自・平
４０歳以上
５０歳以上

２５ｍ自・平６０歳以上

安城選手権大会
夏季水泳競技会出場者
■時８月５日掌

■場市スポーツセンター
■対■内小学５年生以上で市内在住・在勤・
在学のアマチュア競技者 種目獅下
表のとおり

■￥１００円（スポーツ保険料、市内小・中
学生は無料）
■申６月２０日昌～７月４日昌午前９時～
午後５時（捷を除く）に、申込書を持
って市体育協会（市体育館内）へ
※申込書は同協会・同協会HP・市ス
ポーツ課（市体育館内）・市スポーツ
センター・マーメイドパレスで配布。

■問市体育協会（緯〈７５〉５１８２）

長寿犬表彰の対象者
安城市内で開業する獣医師が主催し、
動物愛護事業の一環として、１７歳以上
の長寿犬の飼い主を表彰します。
■対次のすべてに該当する人
暫本年４月１日現在１６歳以上の犬を
飼育する市内在住者
暫過去５年間狂犬病予防注射を実施
又は猶予証を提出しており、今年度
は６月までに予防注射を実施又は猶
予証を提出する予定
暫９月３０日掌午前１０時から昭林公民
館にて開催する表彰式に出席できる
暫過去に同じ犬で本表彰を受けてい
ない
■申６月１５日晶～７月５日昭に申請書を
持ち、安城・知立獣医師会会員病院へ
※申請書は各獣医師会会員病院・市
環境都市推進課・市HPで配布。

■問安城・知立獣医師会事務局（ぐれー
ぷ動物病院内／緯〈７３〉９０８０）、市環境
都市推進課（緯〈７１〉２２０６）

第三次安城市都市計画マスタープラ
ンを策定するにあたり、市の都市計画
に関する基本方針を定める本計画原案
への意見を募集します。
■時閲覧期間施７月２日捷～３１日昇午前
８時３０分～午後５時１５分

■場閲覧場所施都市計画課、各地区公民
館、アンフォーレ、市民交流センタ
ー、社会福祉会館
※市HPからも閲覧可。

■対市内在住・在勤・在学者、市内に事
務所・事業所を有する個人・法人・
団体及び市内で活動する人

■申意見提出方法施閲覧期間中に、住所・
氏名（団体・法人の場合はその名称
と所在地・代表者氏名）を明記し、
直接か郵送（必着）・ファクス・Eメー
ルで都市計画課（〒４４６－８５０１住所不
要／胃〈７６〉００６６／toshikei@city.
anjo.lg.jp）へ
※電話受付不可。個別回答はしません。

■問都市計画課（緯〈７１〉２２４３）

■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

パブリックコメントによる
意見

■申直接か電話で、下記の①に当てはま
る人は高齢福祉課（緯〈７１〉２２２３）、②
に当てはまる人は障害福祉課（緯〈７１〉
２２２５）へ
住宅用火災警報器の設置
火災発生時の事故防止を図るため、
寝室、台所、階段（寝室と台所の階が
分かれている場合）に火災警報器を無
料で配付・設置します（設置個数獅３個
以内）。
■対次のいずれかに該当する人
①獅６５歳以上のひとり暮らし高齢者
（認定者）
②獅身体障害者手帳１級・２級又は
療育手帳Ａ判定の交付を受けている
人（同居者に手帳の交付を受けてい
ない１８歳以上６５歳未満の人がいる世
帯を除く）
■他過去に当制度により設置した火災警
報器は１０年を目安に交換します。申
請が必要ですので連絡してください
家具転倒防止器具の設置
地震発生時の家
具転倒防止を図る
ため、寝室、居間、
台所等の家具に転
倒防止器具を無料
で取り付けます。
※器具代は自己負
担。
■対次のいずれかに該当する人
①獅６５歳以上のひとり暮らし高齢者
（認定者）又は６５歳以上の人のみの世
帯
②獅身体障害者手帳・療育手帳又は
精神障害者保健福祉手帳の交付を受
けている人（同居者に手帳の交付を
受けていない１８歳以上６５歳未満の人
がいる世帯を除く）

住宅用火災警報器・家具転
倒防止器具を設置

ご寄付いただきました

自転車活用推進法の施行を受け、自
転車ルールを周知し、より自転車に親
しんでいただくために自転車マップの
リニューアルを実施します。マップ作
成にあたり、ワークショップの参加者
を募集します。
■時７月２２日掌午前９時３０分～１１時３０分
■場市民交流センター
■内マップ掲載内容の打ち合わせや、実
走による現地調査等

■講小森義史氏（エコりんりん代表）
よし ぶみ

■対市内在住・在勤・在学の高校生以上
※未成年は保護者の承諾が必要。

■他月１回程度、全５回開催予定。毎回
参加できなくても構いません

■申６月２２日晶～７月６日晶に、市HP
から申し込んでください
■問都市計画課（緯〈７１〉２２４３）

自転車マップリニューアル
作成ワークショップ参加者
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