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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。

夏休み！子ども水泳教室
■時８月７日昇～１０日晶陰午前１０時～１１
時 隠午前１１時～正午、８月２１日昇

～２４日晶 韻午前１０時～１１時 吋午
前１１時～正午 いずれも全４回

■内水慣れやクロールから始めます
■対市内在住の陰韻小学１・２年生、隠

吋小学３・４年生
※２５杓泳げない人が対象です。

■定各１５人（先着順）
■￥３０００円（施設利用料含む）
■持水着、水泳帽子、必要な人はゴーグル
■他申込みは１人１教室のみ
■申７月６日晶～２０日晶午前９時～午後
８時（捷を除く）に、直接スポーツセ
ンターへ（電話申込不可）

■場■問スポーツセンター（緯〈７５〉３５４５）

わんこの自由研究「わんこのか
らだのふしぎ」
夏休みの自由研究にぴったり！あま
り知られていない犬の体の仕組み等を
本物の犬やパネルで楽しく学びます。
■時７月２８日松・２９日掌午前１１時、午後
２時（各回２０分）
■場デンパーク
■定各５０人（先着順）
■￥小学生以上５００円（入園料別途）
※未就学児無料。ただし、保護者１
人につき１人まで。
■申７月５日昭午前９時３０分から電話で
デンパーク（緯〈９２〉７１１１）へ

ひとり親家庭バス旅行
■時８月１９日掌午前８時１０分
■場行き先施モリコロパーク（長久手市）
集合獅市役所西駐車場

■対市内在住のひとり親家庭の子と保護者
■定４０人（先着順）
■￥１人１６００円（弁当、お茶代）
※３歳以下は無料。
■他サツキとメイの家にも行きます
■申７月１５日掌～２９日掌に、住所・氏名・
電話番号をファクスで母子福祉会・
成島清美さん（緯・胃〈９９〉６５５４）へ
なり しま

※７月１５日午前８時～正午のみ電話
でも申込可。
■問子育て支援課（緯〈７１〉２２２９）

■時８月１８日松午後１時～１９日掌正午
■場作手高原野外センター（新城市）
※現地まで約５０灼、車で約１時間４５
分。
※希望者は現地まで市のバスで送迎
（先着順、小学生以上対象）。
■内野外活動、キャンプファイヤー等
■対市内在住・在勤・在学者の家族
■定１５家族６０人（先着順）
■￥個人参加料（キャンプ場利用料、材
料費等）諮１５歳以上（中学生を除く）
獅１２００円 小中学生獅１０５０円 未就
学児獅９００円
世帯負担金諮薪獅１束２５０円 キャ
ンプファイヤー用丸太獅２５０円

■申７月１５日掌～８月５日掌午前９時～
午後５時（休館日を除く）に、申込書・
費用を持ち市体育館へ
※申込書は同館・市HPで配布。

■問市体育館（緯〈７５〉３５３５）

ファミリーキャンプ

ボランティアの先生と一緒に、日本
語や学校の勉強をしましょう。
■時７月２３日捷・２５日昌～２７日晶、８月
２７日捷～３０日昭午前１０時～１１時３０分
（全８回）
■場７月施市民会館 ８月施市役所さく
ら庁舎

■内７月はボランティアの先生と一緒に
宿題をし、８月はみんなで楽しく学
校や日常生活等で必要な日本語を学
びます

■対市内在住の日本語を母語としない小
学１～６年生の外国人児童（外国に
ルーツを持つ子を含む）

■定１０人（先着順）
■￥４００円
■他７月の指導ボランティアも募集
■申７月４日昌～１９日昭午前９時～午後
５時（松掌抄を除く）に、直接か電話
で市国際交流協会（緯〈７１〉２２６０）へ

夏休み子ども日本語教室 「空き缶分別箱」で特許を取得し、各
種メディアで話題になった安城市の小
学生（当時）の父親が当時の様子を振り
返りながら自由研究について講義しま
す。自由研究のヒントが分かるだけで
なく、夏休みの宿題を通して、「ものづ
くり」や「親子関係づくり」を学びます。
■時７月１５日掌午前１０時～１１時３０分
■場図書情報館
■講神谷豊明氏（叙やくにたつもの、つ
くろう代表取締役専務）、丸山明夫氏
（日本弁理士会東海支部）
■対市内在住の小・中学生（保護者も参
加可）
■定５０人（先着順）
■申７月１３日晶までの午前９時～午後８
時（昇を除く、松掌は午後６時まで）
に電話か、催し名・氏名・電話番号
をファクス・Eメールでアンフォー
レ課（緯〈７６〉６１１１／胃〈７７〉６０６６／tosyo
@city.anjo.lg.jp）へ

■時７月２７日晶～２９日掌午前１０時～午後
３時
■場歴史博物館
■内歴史関係の自由研
究について、題材
や調べ方を助言。
親子での参加も可（相談時間は最長
３０分）
■対小学３年生～中学生
■申７月１４日松午前９時から（休館日を
除く）希望日・時間・調べたいテー
マを電話で歴史博物館（緯〈７７〉６６５５）へ
※当日申込可。

夏休み自由研究相談会

学校で人気の給食メニューを、親子
で一緒に楽しく作りましょう。給食を
作っている調理員がおいしく作るコツ
を伝授します。
■時７月２７日晶、８月１日昌・８日昌・
９日昭 いずれも午前１０時～午後１
時

■場青少年の家
■内献立獅ビビンバ、スープ
■対市内在住の小学３～６年生と保護者
※安全のため、小学２年生以下は入
室不可。
■定各８組１６人（先着順）
■￥１人３００円
■持エプロン、三角巾（バンダナ）、マス
ク、子ども用上履き、水分補給用の
飲料

■他申込みは１家族１組（保護者１人、
子１人）で１日のみ。過去に参加し
た家族は申込みできません
■申７月５日昭～１１日昌午後２時～５時
（松掌を除く）に、電話で学校給食協
会（北部調理場内／緯〈７６〉４７００）へ

親子給食調理教室
夏休み自由研究のアイデアづ
くりと、親子関係づくり
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ネイチャーガイドの案内で、広葉樹
に恵まれた自然環境や、人と水資源の
かかわり等を楽しく学びます。
■時７月２８日松午前８時３０分～午後４時
（小雨決行）
■場行き先獅あいち海上の森センター

かい しょ

（瀬戸市） 集合獅市役所西駐車場
※バスで移動。
■対市内在住・在学の幼児・小学生と保
護者

■定２０人（先着順）
■￥子ども５００円、大人１０００円（バス代、
ガイド料を含む）
■持昼食、飲料、必要に応じて雨具、虫
除けスプレー
■申７月４日昌～９日捷に催し名、郵便
番号・住所・参加者全員の氏名・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
■問エコネットあんじょう（緯〈５５〉１３１５）、
環境都市推進課（緯〈７１〉２２０６）

海上の森で親子自然観察会

早朝に咲く美し
いハスの姿をご覧
いただくため、期
間中は朝６時に開
園。ハス池遊覧ツ
アー体験や冷たい蓮花茶のふるまい、
象鼻杯の体験、ハスの実入りちらし寿
ぞう び はい

司の販売を行います。
■時７月１４日松～１６日抄

■他入園料別途必要
■問デンパーク（緯〈９２〉７１１１）

デンパーク サマーフェス
ティバル 早朝ハスまつり

■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７月１４日松・２８日松午前１０時～正午、
午後１時～３時
オリジナル風鈴づくり
■時７月２１日松午前１０時～正午、午後１
時～３時
■内ガラスに自由に絵を描いて、オリジ
ナルの風鈴を作ります
■定各２５人（先着順）
■￥５００円（材料費含む）
■申７月８日掌午前９時から（休館日を除
く）電話で歴史博物館（緯〈７７〉６６５５）へ
歴博演芸場「今井検校勉の琵琶による
『平家物語』」
７月２１日松から公開される特別展「人
形師 辻村寿三郎―新八犬伝・真田十
勇士・平家物語縁起―」に合わせ、歴
博演芸場を開催します。
■時７月２２日掌午後２時
■内盲目の琵琶法師が語る『平家物語』、
それを平曲といいます。８００年の歴
史を刻む伝統芸能の、現在の本格伝
承者である今井検

けん

校勉
ぎょう

氏。有名な「那須与一」
の一節を琵琶による
ライブ演奏でお楽し
みください。 出演獅

今井検校勉（一般財団法人 国風音楽
会会長）

歴史博物館の催し

陰隠共通事項
■場保健センター
■対市内在住・在勤・在学者
■定８０人（当日先着順）
■他未就学児の無料託児有（先着１０人）、
手話通訳・要約筆記有。いずれも希
望者は各講座の２週間前までに申し
込んでください
■問保健センター（緯〈７６〉１１３３）
陰笑いの健康法
■時８月７日昇午後１時３０分～３時
■講石川春代氏（笑い気功協会認定笑い
力マスター）

隠わたしたちとストレス～ストレスを
知って、ストレスとつきあう方法～
■時８月２１日昇午後１時３０分～３時
■講渡津惠子氏（人間環境大学附属臨床
心理相談室 臨床心理士）

市民健康講座

陰～韻共通事項
入園料別途。都合により変更する場
合有。詳細は問い合わせてください。
■申７月５日昭～各申込期限の午前９時
３０分～午後５時に、直接か電話でク
ラブハウス（緯〈９２〉７１１２）へ

陰もったいナイスな料理教室
■時８月３日晶午前１０時～午後０時３０分
■内テーマ施ハンバーガーセットを作ろ
う♪ メニュー施米粉パンケーキの
照り焼きバーガー、ナゲット、オニ
オンリング、バナナシェイク、サラダ
■講永井恵氏（Mottai☆NiceCooking
Schoolそら主宰）
■対小学生以下の子と保護者
※中学生以上は１人での参加も可。

■定１５組（先着順）
■￥３０００円
■持エプロン、手拭
タオル、箸

■申申込期限施７月
２７日晶

隠ペーパークイリング
■時８月６日捷午前１０時～正午
■講磯貝裕子氏
■定１０人（先着順）
■￥３５００円
■申申込期限施７月３０日捷

韻フォトマスターEX～水平線の世界～
■時８月１０日晶・２４日晶午前１０時～正午
（全２回）
■講鶴田郁夫氏
■定２０人（先着順）
■￥２３００円
■申申込期限施７月２７日晶

デンパークの体験教室

都市部に残された里山林「トヨタの
森」で自然体験学習をします。
■時８月８日昌（荒天時は８月２３日昭に
順延）

■場行き先獅トヨタの森（豊田市） 集合
場所・時間獅名鉄東岡崎駅に午前８
時２０分又は名鉄豊田市駅に午前９時
２０分
■対小学生と保護者
■定２０組４０人（定員を超えた場合は抽選）
■申７月１３日晶までに、件名を「環境保
全課 生物多様性バスツアー申込」と
して、住所・参加者全員の氏名（ふり
がな）・年齢・性別・電話番号、希望
の集合場所を郵送（消印有効）かファ
クス・Eメールで西三河県民事務所
環境保全課（〒４４４－８５５１岡崎市明大
寺本町１－４／胃０５６４〈２６〉２２２８／
nishimikawa@pref.aichi.lg.jp）へ

■問西三河県民事務所環境保全課（緯０５６４
〈２７〉２８７５）、市環境都市推進課（緯〈７１〉
２２０６）

西三河生物多様性親子バス
ツアー
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ボランティアの先生と一緒に、日本
語や学校の勉強をしましょう。
■時７月２３日捷・２５日昌～２７日晶、８月
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夏休み子ども日本語教室 「空き缶分別箱」で特許を取得し、各
種メディアで話題になった安城市の小
学生（当時）の父親が当時の様子を振り
返りながら自由研究について講義しま
す。自由研究のヒントが分かるだけで
なく、夏休みの宿題を通して、「ものづ
くり」や「親子関係づくり」を学びます。
■時７月１５日掌午前１０時～１１時３０分
■場図書情報館
■講神谷豊明氏（叙やくにたつもの、つ
くろう代表取締役専務）、丸山明夫氏
（日本弁理士会東海支部）
■対市内在住の小・中学生（保護者も参
加可）
■定５０人（先着順）
■申７月１３日晶までの午前９時～午後８
時（昇を除く、松掌は午後６時まで）
に電話か、催し名・氏名・電話番号
をファクス・Eメールでアンフォー
レ課（緯〈７６〉６１１１／胃〈７７〉６０６６／tosyo
@city.anjo.lg.jp）へ

■時７月２７日晶～２９日掌午前１０時～午後
３時
■場歴史博物館
■内歴史関係の自由研
究について、題材
や調べ方を助言。
親子での参加も可（相談時間は最長
３０分）
■対小学３年生～中学生
■申７月１４日松午前９時から（休館日を
除く）希望日・時間・調べたいテー
マを電話で歴史博物館（緯〈７７〉６６５５）へ
※当日申込可。

夏休み自由研究相談会

学校で人気の給食メニューを、親子
で一緒に楽しく作りましょう。給食を
作っている調理員がおいしく作るコツ
を伝授します。
■時７月２７日晶、８月１日昌・８日昌・
９日昭 いずれも午前１０時～午後１
時

■場青少年の家
■内献立獅ビビンバ、スープ
■対市内在住の小学３～６年生と保護者
※安全のため、小学２年生以下は入
室不可。
■定各８組１６人（先着順）
■￥１人３００円
■持エプロン、三角巾（バンダナ）、マス
ク、子ども用上履き、水分補給用の
飲料

■他申込みは１家族１組（保護者１人、
子１人）で１日のみ。過去に参加し
た家族は申込みできません
■申７月５日昭～１１日昌午後２時～５時
（松掌を除く）に、電話で学校給食協
会（北部調理場内／緯〈７６〉４７００）へ

親子給食調理教室
夏休み自由研究のアイデアづ
くりと、親子関係づくり
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ネイチャーガイドの案内で、広葉樹
に恵まれた自然環境や、人と水資源の
かかわり等を楽しく学びます。
■時７月２８日松午前８時３０分～午後４時
（小雨決行）
■場行き先獅あいち海上の森センター

かい しょ

（瀬戸市） 集合獅市役所西駐車場
※バスで移動。
■対市内在住・在学の幼児・小学生と保
護者

■定２０人（先着順）
■￥子ども５００円、大人１０００円（バス代、
ガイド料を含む）
■持昼食、飲料、必要に応じて雨具、虫
除けスプレー
■申７月４日昌～９日捷に催し名、郵便
番号・住所・参加者全員の氏名・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
■問エコネットあんじょう（緯〈５５〉１３１５）、
環境都市推進課（緯〈７１〉２２０６）

海上の森で親子自然観察会

早朝に咲く美し
いハスの姿をご覧
いただくため、期
間中は朝６時に開
園。ハス池遊覧ツ
アー体験や冷たい蓮花茶のふるまい、
象鼻杯の体験、ハスの実入りちらし寿
ぞう び はい

司の販売を行います。
■時７月１４日松～１６日抄

■他入園料別途必要
■問デンパーク（緯〈９２〉７１１１）

デンパーク サマーフェス
ティバル 早朝ハスまつり

■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７月１４日松・２８日松午前１０時～正午、
午後１時～３時
オリジナル風鈴づくり
■時７月２１日松午前１０時～正午、午後１
時～３時
■内ガラスに自由に絵を描いて、オリジ
ナルの風鈴を作ります
■定各２５人（先着順）
■￥５００円（材料費含む）
■申７月８日掌午前９時から（休館日を除
く）電話で歴史博物館（緯〈７７〉６６５５）へ
歴博演芸場「今井検校勉の琵琶による
『平家物語』」
７月２１日松から公開される特別展「人
形師 辻村寿三郎―新八犬伝・真田十
勇士・平家物語縁起―」に合わせ、歴
博演芸場を開催します。
■時７月２２日掌午後２時
■内盲目の琵琶法師が語る『平家物語』、
それを平曲といいます。８００年の歴
史を刻む伝統芸能の、現在の本格伝
承者である今井検

けん

校勉
ぎょう

氏。有名な「那須与一」
の一節を琵琶による
ライブ演奏でお楽し
みください。 出演獅

今井検校勉（一般財団法人 国風音楽
会会長）

歴史博物館の催し

陰隠共通事項
■場保健センター
■対市内在住・在勤・在学者
■定８０人（当日先着順）
■他未就学児の無料託児有（先着１０人）、
手話通訳・要約筆記有。いずれも希
望者は各講座の２週間前までに申し
込んでください
■問保健センター（緯〈７６〉１１３３）
陰笑いの健康法
■時８月７日昇午後１時３０分～３時
■講石川春代氏（笑い気功協会認定笑い
力マスター）

隠わたしたちとストレス～ストレスを
知って、ストレスとつきあう方法～
■時８月２１日昇午後１時３０分～３時
■講渡津惠子氏（人間環境大学附属臨床
心理相談室 臨床心理士）

市民健康講座

陰～韻共通事項
入園料別途。都合により変更する場
合有。詳細は問い合わせてください。
■申７月５日昭～各申込期限の午前９時
３０分～午後５時に、直接か電話でク
ラブハウス（緯〈９２〉７１１２）へ

陰もったいナイスな料理教室
■時８月３日晶午前１０時～午後０時３０分
■内テーマ施ハンバーガーセットを作ろ
う♪ メニュー施米粉パンケーキの
照り焼きバーガー、ナゲット、オニ
オンリング、バナナシェイク、サラダ
■講永井恵氏（Mottai☆NiceCooking
Schoolそら主宰）
■対小学生以下の子と保護者
※中学生以上は１人での参加も可。

■定１５組（先着順）
■￥３０００円
■持エプロン、手拭
タオル、箸

■申申込期限施７月
２７日晶

隠ペーパークイリング
■時８月６日捷午前１０時～正午
■講磯貝裕子氏
■定１０人（先着順）
■￥３５００円
■申申込期限施７月３０日捷

韻フォトマスターEX～水平線の世界～
■時８月１０日晶・２４日晶午前１０時～正午
（全２回）
■講鶴田郁夫氏
■定２０人（先着順）
■￥２３００円
■申申込期限施７月２７日晶

デンパークの体験教室

都市部に残された里山林「トヨタの
森」で自然体験学習をします。
■時８月８日昌（荒天時は８月２３日昭に
順延）

■場行き先獅トヨタの森（豊田市） 集合
場所・時間獅名鉄東岡崎駅に午前８
時２０分又は名鉄豊田市駅に午前９時
２０分
■対小学生と保護者
■定２０組４０人（定員を超えた場合は抽選）
■申７月１３日晶までに、件名を「環境保
全課 生物多様性バスツアー申込」と
して、住所・参加者全員の氏名（ふり
がな）・年齢・性別・電話番号、希望
の集合場所を郵送（消印有効）かファ
クス・Eメールで西三河県民事務所
環境保全課（〒４４４－８５５１岡崎市明大
寺本町１－４／胃０５６４〈２６〉２２２８／
nishimikawa@pref.aichi.lg.jp）へ

■問西三河県民事務所環境保全課（緯０５６４
〈２７〉２８７５）、市環境都市推進課（緯〈７１〉
２２０６）

西三河生物多様性親子バス
ツアー
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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。

■問スポーツセンター（緯〈７５〉３５４５）
隠韻共通事項
■￥施設利用料
■対市内在住・在勤の１８歳以上
■申７月６日晶～各初回開催日前日に、
直接か電話で同センターへ
※いずれも休館日を除く午前９時～
午後８時。

陰プール夏休み期間営業時間変更
■時７月２１日松～８月３１日晶（捷を除く）
■内上記期間中は利用時間を午前１０時～
午後９時に変更

隠アクアビクス＆筋力トレーニング体
験会
■時８月２日昭～２３日昭の毎週昭午後１
時～２時（全４回）

■定３０人（先着順）
■持水着、水泳帽子
韻ベーシックエアロ（初心者向け）
■時８月８日昌～２９日昌の毎週昌午後１
時３０分～２時３０分（全４回）

■定２５人程度（先着順）
■持運動のできる服装・室内シューズ、
タオル、飲料（ペットボトル）

スポーツセンターへ行こう

隠～迂共通事項
■場環境学習センターエコきち
■申７月５日昭から各開催日の３日前ま
での午前９時～午後９時（昌を除く。
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

陰ぬけがらを集めてお宝をゲット！セ
ミのぬけがら調査
■内調査期間獅７月１５日掌～８月３１日晶

午前１０時～１１時３０分、午後１時～午
後６時（昌を除く） 実施内容獅セミ
のぬけがら１０個で１回「ウーさまと
仲間たち」缶バッチくじを引けます
※空くじなし。なくなり次第終了。
※くじは１人１日１回限り。
■他７月１５日掌・１６日抄は海の日イベン
トでくじ１回に加えて、好きなバッ
チを１つ進呈（午後３時まで）

隠はぎれで工作
■時７月２１日松午前１０時～１１時３０分
■講稲垣愛美氏
■対小学１～４年生と保護者
■定１０人（先着順）
■￥３００円
■持ボンドがついてもいい服、タオル
韻竹水鉄砲であそぼう
■時７月２２日掌・２９日掌午前９時３０分～
１０時１５分、午前１０時３０分～１１時１５分
■対４歳以上の子と保護者
■定各１０人（先着順）
■￥３００円
吋森の表札づくり
■時７月２３日捷・３０日捷午前１０時～１１時
３０分
■対小学生以上（小学１年生は保護者同
伴）

■定各１０人（先着順）
■￥２００円
右ストロボアニメーションを作ろう
■時７月２７日晶午前１０時～１１時３０分
■講川角正彦氏
■対小学３年生以上の子と保護者
■定５組（先着順）
■￥１００円
■持はさみ、スティックのり、色鉛筆、
鏡（自立式でA４サイズくらい）

宇ザリガニ釣り
■時７月３１日昇午前１０時～１１時３０分
■講神谷輝幸氏
■対４歳以上の子と保護者
■定１０組（先着順）
■￥１組５０円

エコきちへ行こう 烏真夏のスノードーム
■時７月２４日昇午前１０時～１１時３０分
■講本間嘉彰氏
■対小学生以上（小学１年生は保護者同
伴）

■定１０組（先着順）
■￥１人４００円
■持空き瓶（佃煮、ジャム等）
羽ペン立てをつくろう
■時７月２６日昭午前１０時～正午
■講社本祐加子氏（クラフトハンドエコ
ロジー協会インストラクター）
■対小学３年生以上
の子と保護者

■定５組（先着順）
■￥３００円
■持洗濯ばさみ５個、
色鉛筆、３０尺ものさし

迂はぎれでシュシュ作り
■時７月２８日松午前１０時～１１時３０分
■講稲垣愛美氏
■対小学５年生以上（並縫いができる小
学３・４年生は保護者同伴で参加可）
■定１０人（先着順）
■￥３００円
■持裁縫セット（針、
糸、はさみ）

浴衣を持っているけれど、着付けた
ことがない人におすすめです。
■時７月２１日松・２８日松、８月４日松午
前１０時～１１時３０分
■場安祥閣
■講金子智子氏（一般社団法人 中部きも
の研究会おおぎ和装学院）
■対女性
■定各１０人（先着順）
■￥５００円
■持浴衣、半幅帯、ゆかたスリップ、伊
達〆、帯板、紐３本、タオル２枚

じめ

■申７月８日掌午前１０時から直接か電話
で安祥閣（緯〈７４〉３３３３）へ

安祥閣ワンコイン講座 初め
てでもできる浴衣着付け体験

安城七夕まつりの公式キャラクター
「きーぼー」の誕生日は７月７日。誕生
祭を開催します。
■場安城七夕神社（桜町、安城神社北西）
■問叙安城スタイル（緯〈７３〉９５１１）、商工
課（緯〈７１〉２２３５）

きーぼー出会いの儀
■時７月７日松午後４時～４時３０分・６
時～６時３０分

■内安城七夕神社に複数のきーぼーが出
現します。来場者はきーぼーと記念
撮影ができます
七夕笹飾り納め式
■時７月７日松午後３時～３時３０分・５
時～５時３０分

■内保育園・幼稚園、学校、町内会、会
社、個人等で飾った笹飾りを会場に
持参してください。笹飾りは当日安
城七夕神社に納めます

安城七夕神社きーぼー誕生
祭

■時７月２１日松午後１時３０分～４時
■場市民交流センター
■内花や木の増やし方（挿し木）
■講愛知県緑化センター緑化指導員
■対市内在住・在勤・在学者
■定３０人（当日先着順）
■持筆記用具
■問エコネットあんじょう（緯〈５５〉１３１５）、
環境都市推進課（緯〈７１〉２２０６）

緑あふれる美しい都市景観
づくりを学ぼう
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■問堀内公園（緯〈９９〉５９４７）
水の舞台を開放
「水の舞台」で水遊びができます。
■時７月１日掌・７日松・８日掌・１４日
松～１６日抄、２１日松～８月３１日晶午
前１０時～午後４時
※休園日を除く。
※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。

スタンプ DEGET
■時７月７日松・８日掌午前９時～午後
４時（雨天中止）

■内各有料遊具（サイクルモノレール、
メリーゴーランド、観覧車、汽車）
のスタンプをGETしよう！抽選で景
品を進呈します

■対３歳～小学生
※未就学児は１８歳以上の保護者同伴。

■定各２００人（当日先着順）
■￥各遊具利用料
堀内公園 夏祭り
■時７月１４日松～１６日抄午前１０時～午後
３時（雨天中止）

■内輪投げ等の模擬店（有料）を開催
※景品がなくなり次第終了します。

すいか割り体験会と試食会
■時７月２１日松午前１１時（公園管理事務
所前にて午前１０時５０分より受付）
※雨天の場合は２２日掌に順延。

■定すいか割り獅１５人（当日先着順） 試
食会獅すいかがなくなり次第終了

堀内公園の催し

今月の再生家具等入札販売
■時７月８日掌午前９時～正午
■場リサイクルプラザ
■問清掃事業所（緯〈７６〉３０５３）、当日の問
い合わせ（緯０９０〈９８９２〉２９３３）

オムツ着用の子は利用不可。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）。
■問マーメイドパレス（緯〈９２〉７３５１）
「マーメイドちゃんイラスト」大募集
■時用紙配布獅７月１０日昇～３１日昇（無
くなり次第終了） 用紙受付獅８月
１日昌～１０日晶

■内指定用紙にマーメイドちゃんの似顔
絵又は塗り絵を描いて持参してくだ
さい。当日のプール利用が無料にな
ります
■対似顔絵の部獅小学生 塗り絵の部獅

未就学児
■定各１００人（先着順）
■他１人１枚まで。８月２０日捷～９月２
日掌にマーメイドパレスに作品を展示
※絵は返却しません。
ちびっこデー
■時７月２３日捷

■内未就学児はプール利用料が無料。幼
児プールにボールを開放

マーメイドパレスの催し

ルリユール講座～文庫本をオ
リジナルハードカバーに～
■時８月４日松午後２時～４時
■場図書情報館
■内講師が用意したカバーから好きなも
のを選び、持参した文庫本を装丁
■講飯田治代氏（元名古屋市図書館司書）
■対中学生以上
■定２０人（先着順）
■￥５００円（カバー代）
■持お気に入りの文庫本（厚さ２尺以下）、
カッターナイフ、ものさし
■申７月４日昌～２５日昌午前９時～午後
８時（昇を除く、松掌抄は午後６時
まで）に電話か、催し名・氏名・電
話番号をファクス・Eメールでアン
フォーレ課（緯〈７６〉６１１１／胃〈７７〉
６０６６／tosyo@city.anjo.lg.jp）へ

■場■問市民ギャラリー（緯〈７７〉６８５３）
ギャラリーコンサート
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」に合わせて、ギャラリーコン
サートを開催します。
■時７月７日松午後１時～２時
■内演奏獅QuartetHAMABE 曲目獅

カルテット ハマーベ

川の流れのように、見上げてごらん
夜の星を、となりのトトロ等
猪野みのり創作人形教室展
猪野みのり氏と人形教
室の生徒によるアール・
リベ技法の創作人形を展
示。古

こ

裂を使った人形や
ぎれ

ヴェネチアカーニバルの
仮面をぜひご覧ください。
■時７月１１日昌～２８日松午前９時～午後
５時（２８日は午後３時まで）

市民ギャラリーの催し

■問行政課（緯〈７１〉２２０９）
実施機関別の請求（申出）状況 単位：件

計個人情報開示
等請求公文書開示請求実施機関名

７８２３５５市長
１４０１４教育委員会
９２２３６９計

開示・非開示等の決定状況 単位：件

非開示の主な
理由計個人情報開示

等請求
公文書開示請求
（申出）決定内容

５３８４５全部開示
個人情報３０９２１一部開示
不存在６５１非開示

３１２取下げ
９２２３６９計

審査請求 単位：件

件数実施機関名

１市長
１計

県では、さまざまな事情により自分
の家庭で生活できない子ども達を家庭
に迎え入れ、温かい愛情と理解をもっ
て養育する里親を募集しています。里
親の話を聞いてみませんか。
■時７月６日晶午前１０時３０分～正午
■場衣浦東部保健所（刈谷市大手町）
■内里親制度の説明、養子縁組型里親・
養育型里親の体験発表
■問県刈谷児童相談センター（緯〈２２〉７１
１１）、市子育て支援課（緯〈７１〉２２２９）

里親養育体験発表会
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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。

■問スポーツセンター（緯〈７５〉３５４５）
隠韻共通事項
■￥施設利用料
■対市内在住・在勤の１８歳以上
■申７月６日晶～各初回開催日前日に、
直接か電話で同センターへ
※いずれも休館日を除く午前９時～
午後８時。

陰プール夏休み期間営業時間変更
■時７月２１日松～８月３１日晶（捷を除く）
■内上記期間中は利用時間を午前１０時～
午後９時に変更

隠アクアビクス＆筋力トレーニング体
験会
■時８月２日昭～２３日昭の毎週昭午後１
時～２時（全４回）

■定３０人（先着順）
■持水着、水泳帽子
韻ベーシックエアロ（初心者向け）
■時８月８日昌～２９日昌の毎週昌午後１
時３０分～２時３０分（全４回）

■定２５人程度（先着順）
■持運動のできる服装・室内シューズ、
タオル、飲料（ペットボトル）

スポーツセンターへ行こう

隠～迂共通事項
■場環境学習センターエコきち
■申７月５日昭から各開催日の３日前ま
での午前９時～午後９時（昌を除く。
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

陰ぬけがらを集めてお宝をゲット！セ
ミのぬけがら調査
■内調査期間獅７月１５日掌～８月３１日晶

午前１０時～１１時３０分、午後１時～午
後６時（昌を除く） 実施内容獅セミ
のぬけがら１０個で１回「ウーさまと
仲間たち」缶バッチくじを引けます
※空くじなし。なくなり次第終了。
※くじは１人１日１回限り。
■他７月１５日掌・１６日抄は海の日イベン
トでくじ１回に加えて、好きなバッ
チを１つ進呈（午後３時まで）

隠はぎれで工作
■時７月２１日松午前１０時～１１時３０分
■講稲垣愛美氏
■対小学１～４年生と保護者
■定１０人（先着順）
■￥３００円
■持ボンドがついてもいい服、タオル
韻竹水鉄砲であそぼう
■時７月２２日掌・２９日掌午前９時３０分～
１０時１５分、午前１０時３０分～１１時１５分
■対４歳以上の子と保護者
■定各１０人（先着順）
■￥３００円
吋森の表札づくり
■時７月２３日捷・３０日捷午前１０時～１１時
３０分
■対小学生以上（小学１年生は保護者同
伴）

■定各１０人（先着順）
■￥２００円
右ストロボアニメーションを作ろう
■時７月２７日晶午前１０時～１１時３０分
■講川角正彦氏
■対小学３年生以上の子と保護者
■定５組（先着順）
■￥１００円
■持はさみ、スティックのり、色鉛筆、
鏡（自立式でA４サイズくらい）

宇ザリガニ釣り
■時７月３１日昇午前１０時～１１時３０分
■講神谷輝幸氏
■対４歳以上の子と保護者
■定１０組（先着順）
■￥１組５０円

エコきちへ行こう 烏真夏のスノードーム
■時７月２４日昇午前１０時～１１時３０分
■講本間嘉彰氏
■対小学生以上（小学１年生は保護者同
伴）

■定１０組（先着順）
■￥１人４００円
■持空き瓶（佃煮、ジャム等）
羽ペン立てをつくろう
■時７月２６日昭午前１０時～正午
■講社本祐加子氏（クラフトハンドエコ
ロジー協会インストラクター）
■対小学３年生以上
の子と保護者

■定５組（先着順）
■￥３００円
■持洗濯ばさみ５個、
色鉛筆、３０尺ものさし

迂はぎれでシュシュ作り
■時７月２８日松午前１０時～１１時３０分
■講稲垣愛美氏
■対小学５年生以上（並縫いができる小
学３・４年生は保護者同伴で参加可）
■定１０人（先着順）
■￥３００円
■持裁縫セット（針、
糸、はさみ）

浴衣を持っているけれど、着付けた
ことがない人におすすめです。
■時７月２１日松・２８日松、８月４日松午
前１０時～１１時３０分
■場安祥閣
■講金子智子氏（一般社団法人 中部きも
の研究会おおぎ和装学院）
■対女性
■定各１０人（先着順）
■￥５００円
■持浴衣、半幅帯、ゆかたスリップ、伊
達〆、帯板、紐３本、タオル２枚

じめ

■申７月８日掌午前１０時から直接か電話
で安祥閣（緯〈７４〉３３３３）へ

安祥閣ワンコイン講座 初め
てでもできる浴衣着付け体験

安城七夕まつりの公式キャラクター
「きーぼー」の誕生日は７月７日。誕生
祭を開催します。
■場安城七夕神社（桜町、安城神社北西）
■問叙安城スタイル（緯〈７３〉９５１１）、商工
課（緯〈７１〉２２３５）

きーぼー出会いの儀
■時７月７日松午後４時～４時３０分・６
時～６時３０分

■内安城七夕神社に複数のきーぼーが出
現します。来場者はきーぼーと記念
撮影ができます
七夕笹飾り納め式
■時７月７日松午後３時～３時３０分・５
時～５時３０分

■内保育園・幼稚園、学校、町内会、会
社、個人等で飾った笹飾りを会場に
持参してください。笹飾りは当日安
城七夕神社に納めます

安城七夕神社きーぼー誕生
祭

■時７月２１日松午後１時３０分～４時
■場市民交流センター
■内花や木の増やし方（挿し木）
■講愛知県緑化センター緑化指導員
■対市内在住・在勤・在学者
■定３０人（当日先着順）
■持筆記用具
■問エコネットあんじょう（緯〈５５〉１３１５）、
環境都市推進課（緯〈７１〉２２０６）

緑あふれる美しい都市景観
づくりを学ぼう

情
報
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■問堀内公園（緯〈９９〉５９４７）
水の舞台を開放
「水の舞台」で水遊びができます。
■時７月１日掌・７日松・８日掌・１４日
松～１６日抄、２１日松～８月３１日晶午
前１０時～午後４時
※休園日を除く。
※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。

スタンプ DEGET
■時７月７日松・８日掌午前９時～午後
４時（雨天中止）

■内各有料遊具（サイクルモノレール、
メリーゴーランド、観覧車、汽車）
のスタンプをGETしよう！抽選で景
品を進呈します

■対３歳～小学生
※未就学児は１８歳以上の保護者同伴。

■定各２００人（当日先着順）
■￥各遊具利用料
堀内公園 夏祭り
■時７月１４日松～１６日抄午前１０時～午後
３時（雨天中止）

■内輪投げ等の模擬店（有料）を開催
※景品がなくなり次第終了します。

すいか割り体験会と試食会
■時７月２１日松午前１１時（公園管理事務
所前にて午前１０時５０分より受付）
※雨天の場合は２２日掌に順延。

■定すいか割り獅１５人（当日先着順） 試
食会獅すいかがなくなり次第終了

堀内公園の催し

今月の再生家具等入札販売
■時７月８日掌午前９時～正午
■場リサイクルプラザ
■問清掃事業所（緯〈７６〉３０５３）、当日の問
い合わせ（緯０９０〈９８９２〉２９３３）

オムツ着用の子は利用不可。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）。
■問マーメイドパレス（緯〈９２〉７３５１）
「マーメイドちゃんイラスト」大募集
■時用紙配布獅７月１０日昇～３１日昇（無
くなり次第終了） 用紙受付獅８月
１日昌～１０日晶

■内指定用紙にマーメイドちゃんの似顔
絵又は塗り絵を描いて持参してくだ
さい。当日のプール利用が無料にな
ります
■対似顔絵の部獅小学生 塗り絵の部獅

未就学児
■定各１００人（先着順）
■他１人１枚まで。８月２０日捷～９月２
日掌にマーメイドパレスに作品を展示
※絵は返却しません。
ちびっこデー
■時７月２３日捷

■内未就学児はプール利用料が無料。幼
児プールにボールを開放

マーメイドパレスの催し

ルリユール講座～文庫本をオ
リジナルハードカバーに～
■時８月４日松午後２時～４時
■場図書情報館
■内講師が用意したカバーから好きなも
のを選び、持参した文庫本を装丁

■講飯田治代氏（元名古屋市図書館司書）
■対中学生以上
■定２０人（先着順）
■￥５００円（カバー代）
■持お気に入りの文庫本（厚さ２尺以下）、
カッターナイフ、ものさし

■申７月４日昌～２５日昌午前９時～午後
８時（昇を除く、松掌抄は午後６時
まで）に電話か、催し名・氏名・電
話番号をファクス・Eメールでアン
フォーレ課（緯〈７６〉６１１１／胃〈７７〉
６０６６／tosyo@city.anjo.lg.jp）へ

■場■問市民ギャラリー（緯〈７７〉６８５３）
ギャラリーコンサート
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」に合わせて、ギャラリーコン
サートを開催します。
■時７月７日松午後１時～２時
■内演奏獅QuartetHAMABE 曲目獅

カルテット ハマーベ

川の流れのように、見上げてごらん
夜の星を、となりのトトロ等

猪野みのり創作人形教室展
猪野みのり氏と人形教
室の生徒によるアール・
リベ技法の創作人形を展
示。古

こ

裂を使った人形や
ぎれ

ヴェネチアカーニバルの
仮面をぜひご覧ください。
■時７月１１日昌～２８日松午前９時～午後
５時（２８日は午後３時まで）

市民ギャラリーの催し

■問行政課（緯〈７１〉２２０９）
実施機関別の請求（申出）状況 単位：件

計個人情報開示
等請求公文書開示請求実施機関名

７８２３５５市長
１４０１４教育委員会
９２２３６９計

開示・非開示等の決定状況 単位：件

非開示の主な
理由計個人情報開示

等請求
公文書開示請求
（申出）決定内容

５３８４５全部開示
個人情報３０９２１一部開示
不存在６５１非開示

３１２取下げ
９２２３６９計

審査請求 単位：件

件数実施機関名

１市長
１計

県では、さまざまな事情により自分
の家庭で生活できない子ども達を家庭
に迎え入れ、温かい愛情と理解をもっ
て養育する里親を募集しています。里
親の話を聞いてみませんか。
■時７月６日晶午前１０時３０分～正午
■場衣浦東部保健所（刈谷市大手町）
■内里親制度の説明、養子縁組型里親・
養育型里親の体験発表
■問県刈谷児童相談センター（緯〈２２〉７１
１１）、市子育て支援課（緯〈７１〉２２２９）

里親養育体験発表会
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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。

■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７月５日昭午前９時から、電話で各
申込先へ
■問衣浦東部広域連合消防課（緯〈６３〉０１３５）
普通救命講習Ⅰ
■時７月１５日掌午前９時～正午
■内心肺蘇生法（気道確保・人工呼吸・
胸骨圧迫）、ＡＥＤの使用法、止血法等
■場■申安城消防署救急係（緯〈７５〉２４９４）
普通救命講習Ⅲ
■時７月２１日松午前９時～正午
■内小児・乳児・新生児の心肺蘇生法、
ひきつけ・のどに異物が詰まった時
の処置等
■場■申刈谷消防署救急係（緯〈２３〉１２９９）
実技救命講習
■時７月２２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■申碧南消防署救急係（緯〈４１〉２６２５）

救命講習会 ■時７月２７日晶午後２時～４時
■場衣浦東部保健所（刈谷市大手町）
■内医療講演・公開相談会「神経難病よ
ろず相談のつどい」

■講道勇学氏（愛知医科大学病院神経内
どう ゆう

科部長）
■対神経系難病患者と家族、支援に関わ
る医療介護関係者

■申７月１８日昌までに電話で衣浦東部保
健所健康支援課（緯〈２１〉９３３８）へ

神経系難病患者・家族のつ
どい

電話番号リサイクル自転車取扱店
緯〈７６〉８７０３山本自転車店（別郷町）

緯〈７６〉３３８７ソウリンサイクル商会
（明治本町）

緯〈７６〉２０２４サイクルショップ二藤
（御幸本町）

放置自転車の中で再利用可能なもの
を点検整備し、下記の取扱店３店にて、
各店２・３台をリサイクル販売します。
まちの美観を損ない、歩行者等の通
行の妨げとなる放置自転車をなくし、
きれいなまちをつくりましょう。
■時７月１３日晶から
■問維持管理課（緯〈７１〉２２３７）
※自転車の詳細は各店へ問い合わせ
てください。

リサイクル自転車の販売

■時７月１４日松午前１０時～１１時
■内民話「とげなし野いばら」の語りや、
昔話「うらしまたろう」のパネルシア
ター、「かえるののどじまん」のエプ
ロンシアター、オカリナ演奏や手品
等、親子で楽しめます
※かわいいお土産もあります。

■講わらしべの会
■対幼児～小学校低学年の子どもと保護
者
■定５０組（先着順）
■場■申７月１３日晶までに直接か電話で昭
林公民館（緯〈７７〉６６８８）へ

エプロンおばさんとむかし
むかし１７

■時９月１日松午前９時～午後４時
■場市民会館
■内司法書士、行政書士、土地家屋調査
士による空き家相談
■対市内の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
■定４０人（定員を超えた場合は抽選）
■申７月２７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）

空き家無料相談会

西三河５市のクールシェア対象施設
を利用し、キーワードを集めて賞品を
当てよう。
■時７月１日～９月３０日
■場市内対象施設獅アンフォーレ、デン
パーク、マーメイドパレス（９月３
日から休館）、歴史博物館、堀内公園
■内各施設掲示の「クールシェアPRポス
ター」のキーワードを集めて応募

■他本市公共施設以外の対象施設や賞品、
応募方法等の詳細は市内各施設に設
置されたチラシをご覧ください
■問環境都市推進課（緯〈７１〉２２０６）

クールシェアで西三河を巡
ろう

■場■問マーメイドパレス（緯〈９２〉７３５１）
健康お灸～ケアしたいNo.１のツボ
■時７月１２日昭午前１０時３０分～正午
■内お灸の安全な使い方、目の疲れや肩
こりに効くツボ等の初歩的なお灸
■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
■持肘、膝を出せる服装（スカート不可）
■申７月６日晶午前１０時から、電話でマ
ーメイドパレスへ
肌つまみ整膚
■時７月１７日昇午前１０時３０分～正午
■内肌をつまんで痛みやこりを緩和する
整膚の体験
せい ふ

■講新美タエ子氏（整膚マスター養成校
認定）
■対１８歳以上で体に痛みを感じている人
■定１０人（先着順）
■￥５００円（施設利用料）
■持肘、膝を出せる服装（スカート不可）
■申７月５日昭午前１０時から、電話でマ
ーメイドパレスへ

マーメイドパレスの講座

丈山苑の催し
■場■問丈山苑（緯〈９２〉７７８０）
■￥入苑料施１００円（中学生以下は無料）
呈茶料施３００円

漢詩勉強会
■時７月１５日掌午後２時～４時
■内石川丈山についての勉強会
■講三島徹氏（東洋文化振興会）
宵開苑（夕涼み会：怪談、古典音楽）
７月２１日松・２２日掌は午後７時３０分
まで開苑します（入苑は７時まで）。
■時怪談話施２１日午後６時３０分～７時
古典音楽（CD）施２２日午後６時～７
時

平成２８年度・２９年度市民ギャラリー
版画講座受講者の作品展です。銅版画
やリトグラフによる作品６０点余を展示
します。
■時７月１７日昇～２２日掌午前９時～午後
５時（１７日は正午から、２２日は午後
４時まで）
■場■問市民ギャラリー（緯〈７７〉６８５３）

版画講座受講者作品展
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報
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■内利用日獅２０１９年１０月１日～２０２０年３
月２９日

■申優先予約（条件：連続する４日間以上
の利用、３室以上又は３階全室利用
のどちらにも該当）施７月２５日昌～
３１日昇午前９時～午後５時（３０日捷

を除く） 通常予約施８月１日昌～
１０日晶午前９時～午後５時（６日捷

を除く）に、直接市民ギャラリーへ
※電話申込不可。
※希望日が重複した場合は抽選。申
込期間以降は随時受け付けます。
※２０１９年４月から利用料金を改定予
定です。

■問市民ギャラリー（緯〈７７〉６８５３）

市民ギャラリー展示室の利
用予約を受付

県に提出された大規模小売店舗立地
法に係る届出書を縦覧します。
■時８月２７日捷までの開庁時間
■内店舗名称獅さるびあプラザ／住吉町
縦覧内容獅駐車場の位置及び収容台
数、建物設置者の名称変更、店舗の
所在地変更及び小売業者の入退店等

■場■問県商業流通課（緯０５２〈９５４〉６３３８）、
市商工課（緯〈７１〉２２３５）

大規模小売店舗立地法に係
る届出書の縦覧

県下一斉に「青少年の非行・被害防
止に取り組む県民運動」を展開してい
ます。本市も、昭和５７年に「青少年を
すこやかにはぐくむ都市」宣言を行い、
全市民的な運動を繰り広げています。
特に夏期は開放的な雰囲気の中に危険
な落とし穴が待ち受けています。日ご
ろから子どもとの会話の機会を持ち、
地域ぐるみで青少年の非行・被害防止
運動に取り組みましょう。
■時７月１日～８月３１日
■内スローガン獅非行の芽 はやめにつ
もう みな我が子
■問青少年愛護センター（青少年の家内
／緯〈７６〉３４３２）

青少年の非行・被害防止に
取り組む県民運動（夏期）

■内対象者獅大会開催時の年齢が満１８歳
以下で、市内在住・在学及び所定の
団体に所属する者 対象となる大会
獅文化芸術の分野で県大会・地方大
会等の予選会・選考会等を経て、出
場が決定される個人・団体が成績を
競う全国的な規模の大会やコンクー
ル等 激励金額獅出場者１人につき
５０００円、団体出場の場合は１団体に
つき上限５万円
■申大会の１４日前までの午前９時～午後
５時（休館日を除く）に、申請書・出
場する大会の開催要項・大会参加申
込書の写し、予選大会の成績表等を
持ち市民ギャラリーへ
※申請書は同館・市HPで配布。
■問市民ギャラリー（緯〈７７〉６８５３）

全国大会に出場する青少年（個
人・団体）に対する激励金

◆◆◆衣浦東部広域連合ＮＥＷＳ◆◆◆
本年第１回衣浦東部広域連合議会臨時会を、５月３０日に広域連合議場（刈
谷市役所）にて開催しました。今議会は、碧南市、安城市及び高浜市選出議
員の辞職により３市議会において後任の広域連合議会議員が選出されたこと
に伴うものです。議長に杉浦哲也議員が、副議長に杉浦秀昭議員が選出され、
広域連合副長及び監査委員（議会選出）の人事案件が同意されました。
また、化学消防ポンプ自動車１台の更新に伴う、財産の取得についての議
案が可決されました。
●今回選出の衣浦東部広域連合議会議員（議席番号順） 〈敬称略〉
碧南市選出獅杉浦文俊、小林晃三、杉浦哲也
安城市選出獅宗文代、深津修、杉山

そう

朗、杉浦秀昭、宮川金彦
ほがら

高浜市選出獅神谷利盛、杉浦辰夫
とし もり

●正副議長
議長獅杉浦哲也（碧南市）
副議長獅杉浦秀昭（安城市）
●同意された人事
広域連合副長獅稲垣武（刈谷市副市長）
監査委員（議員選出）獅杉浦辰夫（高浜市）
■問衣浦東部広域連合総務課（緯〈６３〉０１３１） 杉浦議長 杉浦副議長

夏本番を迎え、本格的なレジャーシ
ーズンが到来します。
この時期は、行楽のため車を利用す
る機会が増え、暑さやレジャーの疲れ
から運転者の注意力が散漫になる傾向
があり、交通事故に巻き込まれる危険
性が高まります。ながらスマホは絶対
にしない、反射材を身につける、自転
車乗車中はヘルメットを着用する等、
交通安全を心がけましょう！
■時７月１１日～２０日
■内運動重点施

暫歩行中の子供・高齢者の交通事故
及び高齢ドライバーの交通事故を防
止しよう
暫後部座席を含めた全ての座席でシ
ートベルトとチャイルドシートを正
しく着用しよう
暫飲酒運転を根絶しよう
暫歩行中・自転車乗用中の交通事故
をなくそう
■問市民安全課（緯〈７１〉２２１９）
反射材普及キャンペーン
■時７月１１日昌午後
４時～４時３０分

■場西友 ザ・モー
ル安城店（大東
町）
交通事故なくそうめん（素麺）キャンペ
ーン
■時７月１７日昇午後４時～４時３０分
■場 JR安城駅

夏の交通安全市民運動

６月３日に開催した消防団消防操法
競練会の結果は以下のとおりです。
■内小型ポンプの部諮

優勝獅三別分団
準優勝獅西尾分団
３位獅新田分団
４位獅里分団
５位獅二本木分団
６位獅赤松分団
７位獅東端分団 ８位獅福釜分団
ポンプ車の部諮優勝獅小川分団 準
優勝獅桜井北部分団

■問危機管理課（緯〈７１〉２２２０）

消防団消防操法競練会結果
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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。

■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７月５日昭午前９時から、電話で各
申込先へ
■問衣浦東部広域連合消防課（緯〈６３〉０１３５）
普通救命講習Ⅰ
■時７月１５日掌午前９時～正午
■内心肺蘇生法（気道確保・人工呼吸・
胸骨圧迫）、ＡＥＤの使用法、止血法等
■場■申安城消防署救急係（緯〈７５〉２４９４）
普通救命講習Ⅲ
■時７月２１日松午前９時～正午
■内小児・乳児・新生児の心肺蘇生法、
ひきつけ・のどに異物が詰まった時
の処置等
■場■申刈谷消防署救急係（緯〈２３〉１２９９）
実技救命講習
■時７月２２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■申碧南消防署救急係（緯〈４１〉２６２５）

救命講習会 ■時７月２７日晶午後２時～４時
■場衣浦東部保健所（刈谷市大手町）
■内医療講演・公開相談会「神経難病よ
ろず相談のつどい」

■講道勇学氏（愛知医科大学病院神経内
どう ゆう

科部長）
■対神経系難病患者と家族、支援に関わ
る医療介護関係者

■申７月１８日昌までに電話で衣浦東部保
健所健康支援課（緯〈２１〉９３３８）へ

神経系難病患者・家族のつ
どい

電話番号リサイクル自転車取扱店
緯〈７６〉８７０３山本自転車店（別郷町）

緯〈７６〉３３８７ソウリンサイクル商会
（明治本町）

緯〈７６〉２０２４サイクルショップ二藤
（御幸本町）

放置自転車の中で再利用可能なもの
を点検整備し、下記の取扱店３店にて、
各店２・３台をリサイクル販売します。
まちの美観を損ない、歩行者等の通
行の妨げとなる放置自転車をなくし、
きれいなまちをつくりましょう。
■時７月１３日晶から
■問維持管理課（緯〈７１〉２２３７）
※自転車の詳細は各店へ問い合わせ
てください。

リサイクル自転車の販売

■時７月１４日松午前１０時～１１時
■内民話「とげなし野いばら」の語りや、
昔話「うらしまたろう」のパネルシア
ター、「かえるののどじまん」のエプ
ロンシアター、オカリナ演奏や手品
等、親子で楽しめます
※かわいいお土産もあります。

■講わらしべの会
■対幼児～小学校低学年の子どもと保護
者
■定５０組（先着順）
■場■申７月１３日晶までに直接か電話で昭
林公民館（緯〈７７〉６６８８）へ

エプロンおばさんとむかし
むかし１７

■時９月１日松午前９時～午後４時
■場市民会館
■内司法書士、行政書士、土地家屋調査
士による空き家相談
■対市内の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
■定４０人（定員を超えた場合は抽選）
■申７月２７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）

空き家無料相談会

西三河５市のクールシェア対象施設
を利用し、キーワードを集めて賞品を
当てよう。
■時７月１日～９月３０日
■場市内対象施設獅アンフォーレ、デン
パーク、マーメイドパレス（９月３
日から休館）、歴史博物館、堀内公園
■内各施設掲示の「クールシェアPRポス
ター」のキーワードを集めて応募

■他本市公共施設以外の対象施設や賞品、
応募方法等の詳細は市内各施設に設
置されたチラシをご覧ください
■問環境都市推進課（緯〈７１〉２２０６）

クールシェアで西三河を巡
ろう

■場■問マーメイドパレス（緯〈９２〉７３５１）
健康お灸～ケアしたいNo.１のツボ
■時７月１２日昭午前１０時３０分～正午
■内お灸の安全な使い方、目の疲れや肩
こりに効くツボ等の初歩的なお灸
■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
■持肘、膝を出せる服装（スカート不可）
■申７月６日晶午前１０時から、電話でマ
ーメイドパレスへ
肌つまみ整膚
■時７月１７日昇午前１０時３０分～正午
■内肌をつまんで痛みやこりを緩和する
整膚の体験
せい ふ

■講新美タエ子氏（整膚マスター養成校
認定）
■対１８歳以上で体に痛みを感じている人
■定１０人（先着順）
■￥５００円（施設利用料）
■持肘、膝を出せる服装（スカート不可）
■申７月５日昭午前１０時から、電話でマ
ーメイドパレスへ

マーメイドパレスの講座

丈山苑の催し
■場■問丈山苑（緯〈９２〉７７８０）
■￥入苑料施１００円（中学生以下は無料）
呈茶料施３００円

漢詩勉強会
■時７月１５日掌午後２時～４時
■内石川丈山についての勉強会
■講三島徹氏（東洋文化振興会）
宵開苑（夕涼み会：怪談、古典音楽）
７月２１日松・２２日掌は午後７時３０分
まで開苑します（入苑は７時まで）。
■時怪談話施２１日午後６時３０分～７時
古典音楽（CD）施２２日午後６時～７
時

平成２８年度・２９年度市民ギャラリー
版画講座受講者の作品展です。銅版画
やリトグラフによる作品６０点余を展示
します。
■時７月１７日昇～２２日掌午前９時～午後
５時（１７日は正午から、２２日は午後
４時まで）
■場■問市民ギャラリー（緯〈７７〉６８５３）

版画講座受講者作品展
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■内利用日獅２０１９年１０月１日～２０２０年３
月２９日

■申優先予約（条件：連続する４日間以上
の利用、３室以上又は３階全室利用
のどちらにも該当）施７月２５日昌～
３１日昇午前９時～午後５時（３０日捷

を除く） 通常予約施８月１日昌～
１０日晶午前９時～午後５時（６日捷

を除く）に、直接市民ギャラリーへ
※電話申込不可。
※希望日が重複した場合は抽選。申
込期間以降は随時受け付けます。
※２０１９年４月から利用料金を改定予
定です。

■問市民ギャラリー（緯〈７７〉６８５３）

市民ギャラリー展示室の利
用予約を受付

県に提出された大規模小売店舗立地
法に係る届出書を縦覧します。
■時８月２７日捷までの開庁時間
■内店舗名称獅さるびあプラザ／住吉町
縦覧内容獅駐車場の位置及び収容台
数、建物設置者の名称変更、店舗の
所在地変更及び小売業者の入退店等

■場■問県商業流通課（緯０５２〈９５４〉６３３８）、
市商工課（緯〈７１〉２２３５）

大規模小売店舗立地法に係
る届出書の縦覧

県下一斉に「青少年の非行・被害防
止に取り組む県民運動」を展開してい
ます。本市も、昭和５７年に「青少年を
すこやかにはぐくむ都市」宣言を行い、
全市民的な運動を繰り広げています。
特に夏期は開放的な雰囲気の中に危険
な落とし穴が待ち受けています。日ご
ろから子どもとの会話の機会を持ち、
地域ぐるみで青少年の非行・被害防止
運動に取り組みましょう。
■時７月１日～８月３１日
■内スローガン獅非行の芽 はやめにつ
もう みな我が子
■問青少年愛護センター（青少年の家内
／緯〈７６〉３４３２）

青少年の非行・被害防止に
取り組む県民運動（夏期）

■内対象者獅大会開催時の年齢が満１８歳
以下で、市内在住・在学及び所定の
団体に所属する者 対象となる大会
獅文化芸術の分野で県大会・地方大
会等の予選会・選考会等を経て、出
場が決定される個人・団体が成績を
競う全国的な規模の大会やコンクー
ル等 激励金額獅出場者１人につき
５０００円、団体出場の場合は１団体に
つき上限５万円
■申大会の１４日前までの午前９時～午後
５時（休館日を除く）に、申請書・出
場する大会の開催要項・大会参加申
込書の写し、予選大会の成績表等を
持ち市民ギャラリーへ
※申請書は同館・市HPで配布。
■問市民ギャラリー（緯〈７７〉６８５３）

全国大会に出場する青少年（個
人・団体）に対する激励金

◆◆◆衣浦東部広域連合ＮＥＷＳ◆◆◆
本年第１回衣浦東部広域連合議会臨時会を、５月３０日に広域連合議場（刈
谷市役所）にて開催しました。今議会は、碧南市、安城市及び高浜市選出議
員の辞職により３市議会において後任の広域連合議会議員が選出されたこと
に伴うものです。議長に杉浦哲也議員が、副議長に杉浦秀昭議員が選出され、
広域連合副長及び監査委員（議会選出）の人事案件が同意されました。
また、化学消防ポンプ自動車１台の更新に伴う、財産の取得についての議
案が可決されました。
●今回選出の衣浦東部広域連合議会議員（議席番号順） 〈敬称略〉
碧南市選出獅杉浦文俊、小林晃三、杉浦哲也
安城市選出獅宗文代、深津修、杉山

そう

朗、杉浦秀昭、宮川金彦
ほがら

高浜市選出獅神谷利盛、杉浦辰夫
とし もり

●正副議長
議長獅杉浦哲也（碧南市）
副議長獅杉浦秀昭（安城市）
●同意された人事
広域連合副長獅稲垣武（刈谷市副市長）
監査委員（議員選出）獅杉浦辰夫（高浜市）
■問衣浦東部広域連合総務課（緯〈６３〉０１３１） 杉浦議長 杉浦副議長

夏本番を迎え、本格的なレジャーシ
ーズンが到来します。
この時期は、行楽のため車を利用す
る機会が増え、暑さやレジャーの疲れ
から運転者の注意力が散漫になる傾向
があり、交通事故に巻き込まれる危険
性が高まります。ながらスマホは絶対
にしない、反射材を身につける、自転
車乗車中はヘルメットを着用する等、
交通安全を心がけましょう！
■時７月１１日～２０日
■内運動重点施

暫歩行中の子供・高齢者の交通事故
及び高齢ドライバーの交通事故を防
止しよう
暫後部座席を含めた全ての座席でシ
ートベルトとチャイルドシートを正
しく着用しよう
暫飲酒運転を根絶しよう
暫歩行中・自転車乗用中の交通事故
をなくそう

■問市民安全課（緯〈７１〉２２１９）
反射材普及キャンペーン
■時７月１１日昌午後
４時～４時３０分

■場西友 ザ・モー
ル安城店（大東
町）

交通事故なくそうめん（素麺）キャンペ
ーン
■時７月１７日昇午後４時～４時３０分
■場 JR安城駅

夏の交通安全市民運動

６月３日に開催した消防団消防操法
競練会の結果は以下のとおりです。
■内小型ポンプの部諮

優勝獅三別分団
準優勝獅西尾分団
３位獅新田分団
４位獅里分団
５位獅二本木分団
６位獅赤松分団
７位獅東端分団 ８位獅福釜分団
ポンプ車の部諮優勝獅小川分団 準
優勝獅桜井北部分団

■問危機管理課（緯〈７１〉２２２０）

消防団消防操法競練会結果
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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。

デンパークのスタッフ
陰～韻共通事項
■内賃金獅時給８８０円（松掌抄は１００円増）、
通勤割増１日２００円 休日獅応相談
※高校生不可。

■他面接時に顔写真付履歴書を持参
■申７月１１日昌までの午前９時３０分～午
後５時（休園日を除く）に、電話でデ
ンパーク（緯〈９２〉７１１１）へ
※期限内に申込みがない場合は、期
限後も受け付けます。

陰植栽スタッフ
■内職務内容獅植物の管理等 勤務日時
獅松掌抄を含む陰午前８時～正午
隠午後１時～５時

■定各２人
隠インフォメーションスタッフ
■内職務内容獅窓口対応等のインフォメ
ーション事務 勤務日時獅松掌抄を
含む午前９時１５分～午後５時１５分の
うち指定する時間（１日４時間程度）

■定１人
韻メルヘン号運転スタッフ
■内職務内容獅メルヘン号の運転及び乗
車補助 勤務日時獅松掌抄を含む午
前９時１５分～午後５時１５分のうち指
定する時間（１日４時間程度）

■対普通自動車運転免許を有する人
■定１人

詳細は問い合わせるか、下記ＱＲコ
ードから確認してください。
■問自衛隊愛知地方協力本
部安城地域事務所（緯

〈７４〉６８９４）、市危機管理
課（緯〈７１〉２２２０）

一般曹候補生
■時受付期間獅７月１日掌～９月７日晶

試験日諮１次獅９月２１日晶～２３日抄

のうち指定する１日 ２次獅１０月１２
日晶～１７日昌のうち指定する１日

■対平成４年４月２日～平成１３年４月１
日生まれの人

自衛官候補生
■時受付期間獅年間を通じて募集 試験
日獅受付時に案内

■対平成４年４月２日～平成１３年４月１
日生まれの人

海上・航空自衛隊 航空学生
■時受付期間獅７月１日掌～９月７日晶

試験日諮１次獅９月１７日抄 ２次獅

１０月１５日捷～２１日掌のうち指定する
１日 ３次獅２次試験合格発表時に案内
■対高等学校を卒業した（見込含む）２０歳
以下の人（海上自衛隊は２２歳以下）

■内募集科獅クレーン運転科 訓練期間
獅１０月２日～平成３１年３月２５日 訓
練場所獅ポリテクセンター名古屋港
（名古屋市港区） 選考獅筆記試験、
面接（９月１３日昭）
■対ハローワークで求職登録をしており、
訓練受講が必要と認められ、自動車
運転免許（普通自動車以上）を持って
いる人

■定３０人
■￥教科書、作業着代
■他７月２５日昌、８月８日昌・２２日昌午
前９時３０分から事前説明会を開催

■申７月１８日昌～８月３１日晶午前８時３０
分～午後５時１５分（松掌を除く）に入
所願書（ハローワークで配布）を持ち
刈谷公共職業安定所へ

■問ポリテクセンター名古屋港（緯０５２
〈３８１〉２７７５）

ポリテクセンター名古屋港
受講生

自衛官

自然災害で生活基盤に著しい被害を
受けた被災世帯に対し、生活再建を支
援するための制度を創設しました。
■内対象となる自然災害獅暴風、豪雨、
洪水、地震、津波その他の異常な自
然現象 支援対象となる被災世帯獅

居住する住宅が全壊した世帯、居住
する住宅が半壊したためやむを得ず
解体した世帯等 支援金の支給額諮

陰基礎支援金（住宅の被害程度に応
じて支給する支援金）獅最高１００万円
隠加算支援金（住宅の再建方法に応
じて支給する支援金）獅最高２００万円
※災害の規模により被災者生活再建
支援法に基づく支援の対象とならな
い場合が対象となります。
■他支援の対象となる世帯には、社会福
祉課から通知を送ります
■問社会福祉課（緯〈７１〉２２２４）

安城市被災者生活再建支援
金支給制度の創設

姉妹都市への交換学生決定
ホームステイで友好を深めながら各
種交流行事に参加します。
■内交換学生・引率教諭〈敬称略〉諮ハン
チントンビーチ市（８月１３日捷～２４
日晶）獅写真前列左から田原満朋（安

ま ほ

城北中３年）、浅岡万尋（安城西中３
ま ひろ

年）、髙見かんな（東山中３年）、松尾
佳奈（篠目中３年）、寺嶋宏樹（安城北
中教諭） ホブソンズベイ市（７月２
日捷～１４日松）獅写真後列左から伊
奈桜子（安城南中３年）、秋田依里（明

え り

祥中２年）、長西華（桜井中３年）、中
はな

村空也（安祥中３年）、可児武（高棚小
くう や

教諭）

■問市国際交流協会（緯〈７１〉２２６０）

市民課等の窓口で使用する
封筒提供事業者
市民課等の窓口で使用する、広告を
掲載した封筒の提供事業者（広告代理
店を含む）を募集します。
■他詳細は市HP内「市民課等の窓口で使
用する封筒提供事業者の募集」ペー
ジ参照
■申７月２日捷～８月１０日晶午前８時３０
分～午後５時１５分（松掌抄を除く）に、
申込書・封筒の見本又は案を持参か
郵送（必着）で市民課（〒４４６－８５０１住
所不要）へ
※申込書・募集要項は市HPで配布。

■問市民課（緯〈７１〉２２２１）
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放送大学はテレビやインターネット
を利用して授業を行う通信制の大学で
す。心理学・福祉・経済・歴史・文学・
情報・自然科学等、約３００の幅広い授
業科目があり、１科目から学ぶことが
できます。
１０代から９０代の幅広い世代の方が、
大学を卒業したい、学びを楽しみたい
等、様々な目的で学んでいます。
■時出願期間諮第１回出願閣８月３１日晶

まで 第２回出願閣９月２０日昭まで
■他資料は放送大学へ請求してください
※電話又はHPで請求できます。
■問放送大学愛知学習センター（緯０５２
〈８３１〉１７７１）

平成３０年度第２学期放送大
学学生

会 広報あんじょう 2017.7.1

あんジョイプラン８に基づき、地域
密着型サービス事業者を設置運営する
法人を募集し選定します。
■内サービス種類獅陰認知症対応型共同
生活介護（グループホーム） 隠地域
密着型特定施設入居者生活介護（介
護付有料老人ホーム） 募集対象地
域・数諮陰獅安城北・安城西・篠目
中学校区以外で１カ所 隠獅安城北・
安城南中学校区以外で１カ所
■対２０１９年度までにサービス提供を開始
できる法人
■他応募した法人については陰獅９月２５
日昇 隠獅１０月５日晶にヒアリング
を行います

■申８月１日昌～３１日晶午前９時～午後
５時（松掌抄を除く）に、応募申請書
を持って高齢福祉課へ
※募集要項・応募申請書は高齢福祉
課・市HPで配布。

■問高齢福祉課（緯〈７１〉２２９０）

介護保険地域密着型サービ
ス事業者

本券１枚で２人まで１回限り入園できます
休園日：火曜日（８月１４日昇は開園）
※７月２１日松は無料開園。

〈キリトリセン〉

本券１枚で２人まで１回限り入園できます
休園日：火曜日（８月１４日昇は開園）
※７月２１日松は無料開園。

市民特別入園券
安城産業文化公園デンパーク

有効期限

市民特別入園券
２０１８年
９月３０日掌

安城産業文化公園デンパーク

有効期限

２０１８年
９月３０日掌

〈キリトリセン〉

陰～右共通事項
平成３１年４月１日から次の施設の管
理運営を行う指定管理者を募集します。
■内業務内容獅施設の利用に関する業務、
施設及び設備の維持管理に関する業
務。詳細は問い合わせるか、募集要
項を確認してください

■他募集要項等は各配布期間中に担当課・
市HPで配布

陰柿田公園及び里緑地
■内担当課獅公園緑地課（緯〈７１〉２２４４）
■申募集要項等配布期間獅７月２日捷～
１７日昇 書類受付期間獅８月２４日晶

～３１日晶に必要書類を持ち担当課へ
※いずれも午前８時３０分～午後５時
１５分（閉庁日を除く）。

隠安城市有料駐車場
■内担当課獅維持管理課（緯〈７１〉２２３７）
■申募集要項等配布期間獅７月２日捷～
１７日昇 書類受付期間獅８月２４日晶

～３１日晶に必要書類を持ち担当課へ
※いずれも午前８時３０分～午後５時
１５分（閉庁日を除く）。

韻安祥閣
■内担当課獅生涯学習課（市役所西庁舎
内／緯〈７６〉１５１５）
■申募集要項等配布期間獅７月３日昇～
１７日昇 書類受付期間獅８月２１日昇

～２８日昇に必要書類を持ち担当課へ
※いずれも午前８時３０分～午後５時
１５分（７月９日捷、８月２７日捷を除く）。

吋丈山苑
右歴史博物館・市民ギャラリー・埋蔵
文化財センター・安祥城址公園
■内担当課獅文化振興課（安城町城堀３０
歴史博物館内／緯〈７７〉６６５５）

■申募集要項等配布期間獅７月３日昇～
１７日昇 書類受付期間獅８月２１日昇

～２８日昇に必要書類を持ち担当課へ
※いずれも午前９時～午後５時（７
月９日捷、８月２７日捷を除く）。

あんくるバス時刻表広告掲
載者
１０月頃から配布
する２万部の時刻
表に掲載する広告
を募集します。
■内掲載位置獅裏表
紙部等半頁（右
図参照） 仕様
獅フルカラー
（約縦７４勺×横１０５勺、広告の右上部
に広告であることを示すロゴを表示）
■対市税・料金の滞納がない事業者及び
広告代理店等
■定募集枠数獅８枠（複数枠の申込可）
※複数の申込みがあった場合は、先
着順で掲載位置を決定。
※募集枠数以上の申込みがあった場
合は、市の代理抽選により決定。
■￥１枠２万円
■他掲載が決定した場合は、広告原稿の
印刷物・電子データを記録した指定
記録媒体等を、８月１０日晶までに提出
■申７月９日捷～３１日昇午前８時３０分～
午後５時１５分（松掌抄を除く）に、申
込書と会社概要（パンフレット等）
を持参か郵送（必着）で都市計画課
（〒４４６－８５０１住所不要）へ
※申込書・募集要項・作成要領は、
同課・市HPで配布。

■問都市計画課（緯〈７１〉２２４３）

掲載位置
広告

市施設の指定管理者
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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。

デンパークのスタッフ
陰～韻共通事項
■内賃金獅時給８８０円（松掌抄は１００円増）、
通勤割増１日２００円 休日獅応相談
※高校生不可。

■他面接時に顔写真付履歴書を持参
■申７月１１日昌までの午前９時３０分～午
後５時（休園日を除く）に、電話でデ
ンパーク（緯〈９２〉７１１１）へ
※期限内に申込みがない場合は、期
限後も受け付けます。

陰植栽スタッフ
■内職務内容獅植物の管理等 勤務日時
獅松掌抄を含む陰午前８時～正午
隠午後１時～５時

■定各２人
隠インフォメーションスタッフ
■内職務内容獅窓口対応等のインフォメ
ーション事務 勤務日時獅松掌抄を
含む午前９時１５分～午後５時１５分の
うち指定する時間（１日４時間程度）

■定１人
韻メルヘン号運転スタッフ
■内職務内容獅メルヘン号の運転及び乗
車補助 勤務日時獅松掌抄を含む午
前９時１５分～午後５時１５分のうち指
定する時間（１日４時間程度）

■対普通自動車運転免許を有する人
■定１人

詳細は問い合わせるか、下記ＱＲコ
ードから確認してください。
■問自衛隊愛知地方協力本
部安城地域事務所（緯

〈７４〉６８９４）、市危機管理
課（緯〈７１〉２２２０）

一般曹候補生
■時受付期間獅７月１日掌～９月７日晶

試験日諮１次獅９月２１日晶～２３日抄

のうち指定する１日 ２次獅１０月１２
日晶～１７日昌のうち指定する１日

■対平成４年４月２日～平成１３年４月１
日生まれの人

自衛官候補生
■時受付期間獅年間を通じて募集 試験
日獅受付時に案内

■対平成４年４月２日～平成１３年４月１
日生まれの人

海上・航空自衛隊 航空学生
■時受付期間獅７月１日掌～９月７日晶

試験日諮１次獅９月１７日抄 ２次獅

１０月１５日捷～２１日掌のうち指定する
１日 ３次獅２次試験合格発表時に案内
■対高等学校を卒業した（見込含む）２０歳
以下の人（海上自衛隊は２２歳以下）

■内募集科獅クレーン運転科 訓練期間
獅１０月２日～平成３１年３月２５日 訓
練場所獅ポリテクセンター名古屋港
（名古屋市港区） 選考獅筆記試験、
面接（９月１３日昭）
■対ハローワークで求職登録をしており、
訓練受講が必要と認められ、自動車
運転免許（普通自動車以上）を持って
いる人

■定３０人
■￥教科書、作業着代
■他７月２５日昌、８月８日昌・２２日昌午
前９時３０分から事前説明会を開催

■申７月１８日昌～８月３１日晶午前８時３０
分～午後５時１５分（松掌を除く）に入
所願書（ハローワークで配布）を持ち
刈谷公共職業安定所へ

■問ポリテクセンター名古屋港（緯０５２
〈３８１〉２７７５）

ポリテクセンター名古屋港
受講生

自衛官

自然災害で生活基盤に著しい被害を
受けた被災世帯に対し、生活再建を支
援するための制度を創設しました。
■内対象となる自然災害獅暴風、豪雨、
洪水、地震、津波その他の異常な自
然現象 支援対象となる被災世帯獅

居住する住宅が全壊した世帯、居住
する住宅が半壊したためやむを得ず
解体した世帯等 支援金の支給額諮

陰基礎支援金（住宅の被害程度に応
じて支給する支援金）獅最高１００万円
隠加算支援金（住宅の再建方法に応
じて支給する支援金）獅最高２００万円
※災害の規模により被災者生活再建
支援法に基づく支援の対象とならな
い場合が対象となります。
■他支援の対象となる世帯には、社会福
祉課から通知を送ります
■問社会福祉課（緯〈７１〉２２２４）

安城市被災者生活再建支援
金支給制度の創設

姉妹都市への交換学生決定
ホームステイで友好を深めながら各
種交流行事に参加します。
■内交換学生・引率教諭〈敬称略〉諮ハン
チントンビーチ市（８月１３日捷～２４
日晶）獅写真前列左から田原満朋（安

ま ほ

城北中３年）、浅岡万尋（安城西中３
ま ひろ

年）、髙見かんな（東山中３年）、松尾
佳奈（篠目中３年）、寺嶋宏樹（安城北
中教諭） ホブソンズベイ市（７月２
日捷～１４日松）獅写真後列左から伊
奈桜子（安城南中３年）、秋田依里（明

え り

祥中２年）、長西華（桜井中３年）、中
はな

村空也（安祥中３年）、可児武（高棚小
くう や

教諭）

■問市国際交流協会（緯〈７１〉２２６０）

市民課等の窓口で使用する
封筒提供事業者
市民課等の窓口で使用する、広告を
掲載した封筒の提供事業者（広告代理
店を含む）を募集します。
■他詳細は市HP内「市民課等の窓口で使
用する封筒提供事業者の募集」ペー
ジ参照
■申７月２日捷～８月１０日晶午前８時３０
分～午後５時１５分（松掌抄を除く）に、
申込書・封筒の見本又は案を持参か
郵送（必着）で市民課（〒４４６－８５０１住
所不要）へ
※申込書・募集要項は市HPで配布。

■問市民課（緯〈７１〉２２２１）

情
報
ボ
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放送大学はテレビやインターネット
を利用して授業を行う通信制の大学で
す。心理学・福祉・経済・歴史・文学・
情報・自然科学等、約３００の幅広い授
業科目があり、１科目から学ぶことが
できます。
１０代から９０代の幅広い世代の方が、
大学を卒業したい、学びを楽しみたい
等、様々な目的で学んでいます。
■時出願期間諮第１回出願閣８月３１日晶

まで 第２回出願閣９月２０日昭まで
■他資料は放送大学へ請求してください
※電話又はHPで請求できます。
■問放送大学愛知学習センター（緯０５２
〈８３１〉１７７１）

平成３０年度第２学期放送大
学学生

会 広報あんじょう 2017.7.1

あんジョイプラン８に基づき、地域
密着型サービス事業者を設置運営する
法人を募集し選定します。
■内サービス種類獅陰認知症対応型共同
生活介護（グループホーム） 隠地域
密着型特定施設入居者生活介護（介
護付有料老人ホーム） 募集対象地
域・数諮陰獅安城北・安城西・篠目
中学校区以外で１カ所 隠獅安城北・
安城南中学校区以外で１カ所
■対２０１９年度までにサービス提供を開始
できる法人
■他応募した法人については陰獅９月２５
日昇 隠獅１０月５日晶にヒアリング
を行います

■申８月１日昌～３１日晶午前９時～午後
５時（松掌抄を除く）に、応募申請書
を持って高齢福祉課へ
※募集要項・応募申請書は高齢福祉
課・市HPで配布。

■問高齢福祉課（緯〈７１〉２２９０）

介護保険地域密着型サービ
ス事業者

本券１枚で２人まで１回限り入園できます
休園日：火曜日（８月１４日昇は開園）
※７月２１日松は無料開園。

〈キリトリセン〉

本券１枚で２人まで１回限り入園できます
休園日：火曜日（８月１４日昇は開園）
※７月２１日松は無料開園。

市民特別入園券
安城産業文化公園デンパーク

有効期限

市民特別入園券
２０１８年
９月３０日掌

安城産業文化公園デンパーク

有効期限

２０１８年
９月３０日掌

〈キリトリセン〉

陰～右共通事項
平成３１年４月１日から次の施設の管
理運営を行う指定管理者を募集します。
■内業務内容獅施設の利用に関する業務、
施設及び設備の維持管理に関する業
務。詳細は問い合わせるか、募集要
項を確認してください

■他募集要項等は各配布期間中に担当課・
市HPで配布

陰柿田公園及び里緑地
■内担当課獅公園緑地課（緯〈７１〉２２４４）
■申募集要項等配布期間獅７月２日捷～
１７日昇 書類受付期間獅８月２４日晶

～３１日晶に必要書類を持ち担当課へ
※いずれも午前８時３０分～午後５時
１５分（閉庁日を除く）。

隠安城市有料駐車場
■内担当課獅維持管理課（緯〈７１〉２２３７）
■申募集要項等配布期間獅７月２日捷～
１７日昇 書類受付期間獅８月２４日晶

～３１日晶に必要書類を持ち担当課へ
※いずれも午前８時３０分～午後５時
１５分（閉庁日を除く）。

韻安祥閣
■内担当課獅生涯学習課（市役所西庁舎
内／緯〈７６〉１５１５）
■申募集要項等配布期間獅７月３日昇～
１７日昇 書類受付期間獅８月２１日昇

～２８日昇に必要書類を持ち担当課へ
※いずれも午前８時３０分～午後５時
１５分（７月９日捷、８月２７日捷を除く）。

吋丈山苑
右歴史博物館・市民ギャラリー・埋蔵
文化財センター・安祥城址公園
■内担当課獅文化振興課（安城町城堀３０
歴史博物館内／緯〈７７〉６６５５）

■申募集要項等配布期間獅７月３日昇～
１７日昇 書類受付期間獅８月２１日昇

～２８日昇に必要書類を持ち担当課へ
※いずれも午前９時～午後５時（７
月９日捷、８月２７日捷を除く）。

あんくるバス時刻表広告掲
載者
１０月頃から配布
する２万部の時刻
表に掲載する広告
を募集します。
■内掲載位置獅裏表
紙部等半頁（右
図参照） 仕様
獅フルカラー
（約縦７４勺×横１０５勺、広告の右上部
に広告であることを示すロゴを表示）
■対市税・料金の滞納がない事業者及び
広告代理店等

■定募集枠数獅８枠（複数枠の申込可）
※複数の申込みがあった場合は、先
着順で掲載位置を決定。
※募集枠数以上の申込みがあった場
合は、市の代理抽選により決定。

■￥１枠２万円
■他掲載が決定した場合は、広告原稿の
印刷物・電子データを記録した指定
記録媒体等を、８月１０日晶までに提出
■申７月９日捷～３１日昇午前８時３０分～
午後５時１５分（松掌抄を除く）に、申
込書と会社概要（パンフレット等）
を持参か郵送（必着）で都市計画課
（〒４４６－８５０１住所不要）へ
※申込書・募集要項・作成要領は、
同課・市HPで配布。

■問都市計画課（緯〈７１〉２２４３）

掲載位置
広告

市施設の指定管理者



解

■問豊田おいでんまつり実行委員会（豊
田市商業観光課内／緯０５６５〈３４〉６６４２）
■他公共交通機関を利用してください
おいでん前夜祭
■時７月２７日晶午後６時～８時
■場名鉄豊田市駅周辺の公共空間
■内おいでん踊り、夏祭り等で親しまれ
ている音頭、飲食販売 他
おいでんファイナル
■時７月２８日松午後５時～８時３０分（小
雨決行）

■場名鉄豊田市駅
東側一帯
■内市内各地で開
催されるマイ
タウンおいで
んの締めくく
り「おいでん
ファイナル」。マイタウンおいでんで
活躍した踊り連が笑顔と元気のあふ
れる踊りを披露します

花火大会
■時７月２９日掌午後７時１０分～９時
※雨天決行。荒天又は河川増水時は
中止。
■場矢作川河畔（白浜公園一帯）
■内スターマイン、メロディ花火、仕掛
け花火、地上約３０杓の高さからのナ
イアガラ大瀑布等が夜空を彩ります

だい ばく ふ

豊田の夏の風物詩
第５０回豊田おいでんまつり

豊
田

碧南市最大
の市民参加型
イベントです。
メインの総踊
りをはじめ、
出店やステー
ジ発表等、イベントが盛りだくさん。
■時陰前夜祭施７月２７日晶午後６時～８
時４０分 隠本祭施２８日松午後２時～
８時４５分

■場陰施碧南市文化会館駐車場 隠施碧
南市役所前道路及びその周辺
■問碧南市地域協働課（緯〈４１〉３３１１）

元気ッス！へきなん 碧
南

広報あんじょう 2017.７.1

・市内在住の人のみ使用できます
・本券の払い戻し、再発行はできません
・本券の転売は禁止します
・コピーやホームページから印刷したものは使用できません
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安城市・（公財）安城都市農業振興協会
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〈キリトリセン〉
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夏まつり
■時７月２７日晶・２９日掌、８月１日昌～
５日掌

■場岡崎公園、籠田公園、イオンモール
岡崎、NEOPASA岡崎等
※詳しくは観光サイト「岡崎おでか
けナビ」でご確認ください。
■内ステージ、グルメ、夜市、盆踊り等
■問岡崎市観光協会（緯０５６４〈７７〉７２８３）
花火大会
■時８月４日松午後６
時５０分～９時
■場乙川河川敷（名鉄
東岡崎駅から徒歩
７分）
■内仕掛け花火、金魚
花火、各種スター
マイン等が楽しめます
■問岡崎市観光推進課（緯０５６４〈２３〉６２１６）、
岡崎市観光協会（緯０５６４〈７７〉７２８３）

岡崎城下家康公夏まつり・
第７０回花火大会

岡
崎

天下の奇祭
刈谷万燈祭（まんどまつり）

刈
谷

県の無形民俗文化財に指定された伝
統的な祭りです。武者人形をかたどっ
た重さ約６０手の「万燈」を若衆が一人で
担ぎ、お囃子に合わ

はや し

せて勇壮に舞います。
初日の「新楽」では

若衆が万燈を担いで
市内を練り歩き、２
日目の「本楽」では秋
葉社の境内で舞が奉
納されます。
■時７月２８日松・２９日掌

■場秋葉社周辺（刈谷市銀座／名鉄刈谷
市駅又はJR・名鉄刈谷駅下車）
※公共交通機関を利用してください。
■問刈谷市観光協会（緯〈２３〉４１００）、刈谷
駅前観光案内所（緯〈４５〉５８３３）■場西尾駅西側中心市街地（名鉄西尾駅

下車徒歩３分）
■問西尾祇園祭協賛会事務局（西尾市商
工観光課内／緯０５６３〈６５〉２１６９）
町ぞろい
本町通りで「手踊り」「祭礼道具」が一
堂に会し、「祇園祭」の気分を盛り上げ
ます。
■時７月１３日晶午後６時３０分～９時
祗園祭
江戸時代より４００年以上に渡り受け
継がれる祇園
祭。大名行列
をはじめ、み
こしや獅子舞
が時代絵巻さ
ながらに市街
地を練り歩きます。
■時７月１４日松午後５時～９時
踊ろっ茶・西尾錘

たくさんのグループが趣向を凝らし
た衣装や踊りで西尾祇園祭のフィナー
レを飾ります。
■時７月１５日掌午後５時～９時

２０１８西尾祇園祭 西
尾情

報
ボ
ッ
ク
ス
は
左
側
か
ら
お
読
み
く
だ
さ
い
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解

■問豊田おいでんまつり実行委員会（豊
田市商業観光課内／緯０５６５〈３４〉６６４２）
■他公共交通機関を利用してください
おいでん前夜祭
■時７月２７日晶午後６時～８時
■場名鉄豊田市駅周辺の公共空間
■内おいでん踊り、夏祭り等で親しまれ
ている音頭、飲食販売 他
おいでんファイナル
■時７月２８日松午後５時～８時３０分（小
雨決行）

■場名鉄豊田市駅
東側一帯
■内市内各地で開
催されるマイ
タウンおいで
んの締めくく
り「おいでん
ファイナル」。マイタウンおいでんで
活躍した踊り連が笑顔と元気のあふ
れる踊りを披露します

花火大会
■時７月２９日掌午後７時１０分～９時
※雨天決行。荒天又は河川増水時は
中止。
■場矢作川河畔（白浜公園一帯）
■内スターマイン、メロディ花火、仕掛
け花火、地上約３０杓の高さからのナ
イアガラ大瀑布等が夜空を彩ります

だい ばく ふ

豊田の夏の風物詩
第５０回豊田おいでんまつり

豊
田

碧南市最大
の市民参加型
イベントです。
メインの総踊
りをはじめ、
出店やステー
ジ発表等、イベントが盛りだくさん。
■時陰前夜祭施７月２７日晶午後６時～８
時４０分 隠本祭施２８日松午後２時～
８時４５分

■場陰施碧南市文化会館駐車場 隠施碧
南市役所前道路及びその周辺
■問碧南市地域協働課（緯〈４１〉３３１１）
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