
賀広報あんじょう 2018.8.1

■申申込方法等 ■問問合せ先 ※なお、制限を設けていない項目は記載していません。

デンパークサマーフェステ
ィバル
■問デンパーク（緯〈９２〉７１１１）
■￥入園料
ナイター営業＆ゆかた入園無料サービス
■時８月１１日抄～９月２日掌の松掌抄

■内午後９時まで営業。８月１２日掌にゆ
かたで来園した人は入園無料

花火ショー
■時８月１１日抄・１２日
掌・１８日松・１９日
掌・２５日松・２６日
掌、９月１日松・
２日掌 いずれも
午後８時２０分から
※雨天決行、荒天
中止。

BBQエリアオープン！
夏休み限定！完全持込式のBBQエ
リアが四季の花木園にオープンします。
■時９月２日掌までの午前１０時～午後４
時（休園日を除く）
■定各日８組（先着順）
■￥１区画（約３０釈）１日１０００円
※１区画あたり８人まで利用可。
■申事前に電話でデンパーククラブハウ
ス（緯〈９２〉７１１２）へ
※デンパークHPからも申込可。
体験学習『草木と遊ぼう』―夏学習ー
夏休みの自由研究にピッタリ！デン
パークの水生植物を楽しく学習する体
験観察会を行います。
■時８月１８日松・１９日掌午前１０時～正午
（雨天決行）
■対小学４年生～中学生（親子参加も可）
■定各１０人（先着順）
■申８月６日捷から電話でデンパーク
（緯〈９２〉７１１１）へ

ペーパークイリング
■時９月５日昌午前１０時～正午
■講磯貝裕子氏
■定１０人（先着順）
■￥３５００円（材料費を含む）
■申申込締切日獅８月２９日昌

押し花講座（Ⅱ）
■時９月６日昭・２０日昭、１０月４日昭・
１８日昭、１１月１日昭・１５日昭午前
１０時～正午（全６回）
■内押し花の作り方を学び、押し花を
使った額物作りにも挑戦します
■講長谷川はる子氏
■定３０人（先着順）
■￥６０００円（材料費別途。開講日の入
園券付）
■申申込締切日獅８月３０日昭

フラワーアレンジメント講座（Ⅱ）
■時９月６日昭・２０日昭、１０月４日昭・
１８日昭、１１月１日昭・１５日昭午後
１時３０分～３時３０分（全６回）
■内季節やテーマに沿ったアレンジを
学びます
■講山口秋子氏
■定３０人（先着順）
■￥６０００円（材料費別途。開講日の入
園券付）
■申申込締切日獅８月３０日昭

デンパークでお散歩フォト
■時９月１２日昌・２６日昌午前１０時３０分
～午後０時３０分（全２回）
■講岡本由樹子氏
■定１５人（先着順）
■￥２３００円
■持カメラ、筆記用具
■申申込締切日獅９月５日昌

フォトマスターEX
■時９月１４日晶・２８日晶午前１０時～正
午（全２回）
■内テーマ施三分割法と美しさ
■講鶴田郁夫氏
■定２０人（先着順）
■￥２３００円
■持カメラ、筆記用具
■申申込締切日獅９月７日晶

寄せ植え講座
■時９月１４日晶午前１０時～正午
■内ガラスの器で作るハイドロカルチ
ャー
■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）
■申申込締切日獅８月３１日晶

特に記載がない場合は入園料別途。都合により変更する場合あり。詳細は
問い合わせてください。
■申８月６日捷～各申込締切日の午前９時３０分～午後５時に、直接か電話で同
クラブハウス（緯〈９２〉７１１２）へ

市民健康講座
陰隠共通事項
■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（先着１０人）を希
望する人、手話通訳・要約筆記が必
要な人は、各講座の２週間前までに
申し込んでください
■場■問保健センター（緯〈７６〉１１３３）
陰高血圧症を考える。健康寿命を維持
する為に。
■時９月４日昇午後２時～３時
※受付は午後１時３０分から。
■講渡辺洋樹氏（赤松町わたなべ内科ク
リニック医師）

隠奥深い漢方と、簡単な役立て方
■時９月２０日昭午前１０時～１１時３０分
※受付は午前９時３０分から。
■講奥村裕一氏（治源堂漢方薬局薬剤師）

衣浦東部保健所 家族教室
陰隠共通事項
■場衣浦東部保健所（刈谷市大手町）
■定３０人（先着順）
■申８月１日昌～開催日前日午前８時４５
分～午後５時３０分（松掌抄を除く）に
電話で同所健康支援課（緯〈２１〉９３３７）へ

陰講話「統合失調症の薬について」
■時８月２３日昭午後２時～４時
■講原田真理子氏（刈谷病院薬剤師）
■対統合失調症患者の家族
隠講話「ひきこもる方を支えるご家族
へ～経験者からのメッセージ～」
■時８月２４日晶午後２時～４時
■講田中義和氏（NPO法人なでしこの会
理事長）
■対ひきこもり状態にある人の家族

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「交流イベントを考え
よう！」。
■時８月２５日松午後１時３０分～３時３０分
■場市民会館
■内１１月２５日掌に開催する多文化共生イ
ベントに展示するパネルを作ります
■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
■申８月１日昌～１７日晶午前８時３０分～
午後５時１５分（松掌抄を除く）に、直
接か電話で市民協働課（緯〈７１〉２２１８）
へ

第６回多文化共生ワークシ
ョップ
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英会話を初歩から学びませんか？
■時９月５日昌～１１月２１日昌の毎週昌

（全１２回） 陰旅行編獅午後６時１０分
～７時１０分 隠ビジネス編獅午後７
時３０分～８時３０分
■場市民会館
■対市内在住・在勤者（学生は不可）
※過去２回以上、同協会主催の英会
話講座を受講した人は申込み不可。
■定各２０人（定員を超えた場合は抽選）
■￥各１２０００円（市国際交流協会個人会員
は９０００円）
■他講座は英語で行います
■申８月１４日昇までの午前９時～午後５
時（松掌抄を除く）に申込書を持って
市国際交流協会（さくら庁舎内）へ
※申込書は同協会・同協会HPで配
布。
■問市国際交流協会（緯〈７１〉２２６０）

外国人講師による初級英会
話講座

子育て支援センター講習会
陰～韻共通事項
■対市内在住者
■場■申８月７日昇午前９時から（松掌抄

を除く）、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。

陰親子遊び講習会「音楽に合わせて親
子で遊ぼう」
■時８月２８日昇午前１０時～１１時３０分
■講青山尚実氏（AFAA認定キッズイン
ストラクター）
■対１歳６カ月～未就園の子と保護者
■定３０組（先着順）
隠子育て何でも相談広場「入園を控え
ての子育て」
■時９月４日昇午前１０時～１１時３０分
■講保育園・幼稚園園長
■対乳幼児と保護者
■定２０組（先着順）
韻育児講習会「乳幼児期の子育ての大
切さ（自立と依存）～イヤイヤ期をどう
乗り越えるか～」
■時９月２０日昭午前１０時～１１時３０分
■講須佐栄子氏（心理カウンセラー）
■対乳幼児の保護者
■定３０人（先着順）
■他別室託児有

救命講習会
■対安城・碧南・刈谷・知立・高浜市在
住・在勤・在学者（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８月５日掌午前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〉０１
３５）
普通救命講習Ⅲ
■時８月１８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８月１９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■申碧南消防署救急係（緯〈４１〉２６２５）
上級救命講習
■時８月２５日松午前９時～午後６時
■内成人・乳児等の心肺蘇生法、傷病者
管理、外傷の応急手当、搬送法等
■場■申刈谷消防署救急係（緯〈２３〉１２９９）
普及員講習再教育
■時８月２６日掌午前９時～正午
■内■対応急手当普及員の資格を持つ人が、
前回の講習受講日から３年以内に再
度受講するための講習
■場■申高浜消防署救急係（緯〈５２〉１１９２）

■時９月２９日松午前１０時～１１時３０分
■場あんぱ～く
■内パパも絵本で遊ぼう
■講伊藤義明氏（絵本専門店店主）
■対市内在住の乳幼児の父親
■定３０人（先着順）
■他別室託児有り
■申８月２１日昇午前９時から（松掌抄を
除く）、電話で子育て支援センター
（あんぱ～く内／緯〈７２〉２３１７）へ

第２回パパ講座

■時９月２２日松午後６時～７時３０分
■場丈山苑
■内オペレッタ「いのちのうた～アリと
キリギリスの物語」 出演施豊田か
おり（ソプラノ）、橋本慧（テノール）、

けい

市川麻里子（ピアノ）
■定２００人（先着順）
※雨天の場合は１５０人。

■￥１０００円（入苑料を含む）
※中学生以下は９００円

■申８月８日昌午前９時から電話で丈山
苑（緯〈９２〉７７８０）へ

■内■時■場■￥下表のとおり。いずれの講座
も９月又は１０月から開始。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）
※宇のみ４０人。

■申８月６日捷～２７日捷午前８時３０分～
午後５時１５分（松掌抄を除く）に、直
接子育て支援課へ（電話申込不可）
※申込書は同課で配布。詳細は問い
合わせてください。

場所／
教材費開講日講習内容

岡崎市／
３,２４０円

松
（全１５回）陰パソコン

初級 豊橋市／
２,４８０円

松
（全１５回）

名古屋市
／３,４３４円

松
（全１５回）

隠パソコン
中級

名古屋市
／５,５００円

昌
（全７回）

韻調剤薬局
事務

名古屋市
／１,８９０円

松
（全１５回）吋経理事務

知立市／
６,９９５円

掌
（全１６回）

右介護職員
初任者研修

名古屋市
／６,４８０円

昌
（全１６回）

豊橋市／
６,９９５円

松
（全１７回）

名古屋市
／９,８００円

掌
（全２０回）宇登録販売者

※講習時間は午前１０時～午後３時４０分。
ただし右は午前９時３０分～午後４時
３０分。
※隠、右（知立市）、宇は無料託児有（６
カ月以上１０歳未満対象）。

■問子育て支援課（緯〈７１〉２２２９）

丈山苑 観月オペラ

ひとり親家庭就業支援講習
会
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クラブハウス（緯〈９２〉７１１２）へ

市民健康講座
陰隠共通事項
■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（先着１０人）を希
望する人、手話通訳・要約筆記が必
要な人は、各講座の２週間前までに
申し込んでください
■場■問保健センター（緯〈７６〉１１３３）
陰高血圧症を考える。健康寿命を維持
する為に。
■時９月４日昇午後２時～３時
※受付は午後１時３０分から。
■講渡辺洋樹氏（赤松町わたなべ内科ク
リニック医師）

隠奥深い漢方と、簡単な役立て方
■時９月２０日昭午前１０時～１１時３０分
※受付は午前９時３０分から。
■講奥村裕一氏（治源堂漢方薬局薬剤師）

衣浦東部保健所 家族教室
陰隠共通事項
■場衣浦東部保健所（刈谷市大手町）
■定３０人（先着順）
■申８月１日昌～開催日前日午前８時４５
分～午後５時３０分（松掌抄を除く）に
電話で同所健康支援課（緯〈２１〉９３３７）へ

陰講話「統合失調症の薬について」
■時８月２３日昭午後２時～４時
■講原田真理子氏（刈谷病院薬剤師）
■対統合失調症患者の家族
隠講話「ひきこもる方を支えるご家族
へ～経験者からのメッセージ～」
■時８月２４日晶午後２時～４時
■講田中義和氏（NPO法人なでしこの会
理事長）
■対ひきこもり状態にある人の家族

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「交流イベントを考え
よう！」。
■時８月２５日松午後１時３０分～３時３０分
■場市民会館
■内１１月２５日掌に開催する多文化共生イ
ベントに展示するパネルを作ります
■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
■申８月１日昌～１７日晶午前８時３０分～
午後５時１５分（松掌抄を除く）に、直
接か電話で市民協働課（緯〈７１〉２２１８）
へ

第６回多文化共生ワークシ
ョップ
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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

英会話を初歩から学びませんか？
■時９月５日昌～１１月２１日昌の毎週昌

（全１２回） 陰旅行編獅午後６時１０分
～７時１０分 隠ビジネス編獅午後７
時３０分～８時３０分
■場市民会館
■対市内在住・在勤者（学生は不可）
※過去２回以上、同協会主催の英会
話講座を受講した人は申込み不可。
■定各２０人（定員を超えた場合は抽選）
■￥各１２０００円（市国際交流協会個人会員
は９０００円）
■他講座は英語で行います
■申８月１４日昇までの午前９時～午後５
時（松掌抄を除く）に申込書を持って
市国際交流協会（さくら庁舎内）へ
※申込書は同協会・同協会HPで配
布。
■問市国際交流協会（緯〈７１〉２２６０）

外国人講師による初級英会
話講座

子育て支援センター講習会
陰～韻共通事項
■対市内在住者
■場■申８月７日昇午前９時から（松掌抄

を除く）、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。

陰親子遊び講習会「音楽に合わせて親
子で遊ぼう」
■時８月２８日昇午前１０時～１１時３０分
■講青山尚実氏（AFAA認定キッズイン
ストラクター）
■対１歳６カ月～未就園の子と保護者
■定３０組（先着順）
隠子育て何でも相談広場「入園を控え
ての子育て」
■時９月４日昇午前１０時～１１時３０分
■講保育園・幼稚園園長
■対乳幼児と保護者
■定２０組（先着順）
韻育児講習会「乳幼児期の子育ての大
切さ（自立と依存）～イヤイヤ期をどう
乗り越えるか～」
■時９月２０日昭午前１０時～１１時３０分
■講須佐栄子氏（心理カウンセラー）
■対乳幼児の保護者
■定３０人（先着順）
■他別室託児有

救命講習会
■対安城・碧南・刈谷・知立・高浜市在
住・在勤・在学者（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８月５日掌午前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〉０１
３５）
普通救命講習Ⅲ
■時８月１８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８月１９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■申碧南消防署救急係（緯〈４１〉２６２５）
上級救命講習
■時８月２５日松午前９時～午後６時
■内成人・乳児等の心肺蘇生法、傷病者
管理、外傷の応急手当、搬送法等

■場■申刈谷消防署救急係（緯〈２３〉１２９９）
普及員講習再教育
■時８月２６日掌午前９時～正午
■内■対応急手当普及員の資格を持つ人が、
前回の講習受講日から３年以内に再
度受講するための講習

■場■申高浜消防署救急係（緯〈５２〉１１９２）

■時９月２９日松午前１０時～１１時３０分
■場あんぱ～く
■内パパも絵本で遊ぼう
■講伊藤義明氏（絵本専門店店主）
■対市内在住の乳幼児の父親
■定３０人（先着順）
■他別室託児有り
■申８月２１日昇午前９時から（松掌抄を
除く）、電話で子育て支援センター
（あんぱ～く内／緯〈７２〉２３１７）へ

第２回パパ講座

■時９月２２日松午後６時～７時３０分
■場丈山苑
■内オペレッタ「いのちのうた～アリと
キリギリスの物語」 出演施豊田か
おり（ソプラノ）、橋本慧（テノール）、

けい

市川麻里子（ピアノ）
■定２００人（先着順）
※雨天の場合は１５０人。

■￥１０００円（入苑料を含む）
※中学生以下は９００円

■申８月８日昌午前９時から電話で丈山
苑（緯〈９２〉７７８０）へ

■内■時■場■￥下表のとおり。いずれの講座
も９月又は１０月から開始。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）
※宇のみ４０人。

■申８月６日捷～２７日捷午前８時３０分～
午後５時１５分（松掌抄を除く）に、直
接子育て支援課へ（電話申込不可）
※申込書は同課で配布。詳細は問い
合わせてください。

場所／
教材費開講日講習内容

岡崎市／
３,２４０円

松
（全１５回）陰パソコン

初級 豊橋市／
２,４８０円

松
（全１５回）

名古屋市
／３,４３４円

松
（全１５回）

隠パソコン
中級

名古屋市
／５,５００円

昌
（全７回）

韻調剤薬局
事務

名古屋市
／１,８９０円

松
（全１５回）吋経理事務

知立市／
６,９９５円

掌
（全１６回）

右介護職員
初任者研修

名古屋市
／６,４８０円

昌
（全１６回）

豊橋市／
６,９９５円

松
（全１７回）

名古屋市
／９,８００円

掌
（全２０回）宇登録販売者

※講習時間は午前１０時～午後３時４０分。
ただし右は午前９時３０分～午後４時
３０分。
※隠、右（知立市）、宇は無料託児有（６
カ月以上１０歳未満対象）。

■問子育て支援課（緯〈７１〉２２２９）

丈山苑 観月オペラ

ひとり親家庭就業支援講習
会



埋蔵文化財
センターで平
成２９年度の市
内の発掘の調
査成果を見学
した後、県内最古の弥生遺跡である朝
日遺跡と県内最古の古墳である東

ひがし

之宮
の みや

古墳を巡ります。
■時９月８日松午前９時～午後５時
■場集合・解散獅埋蔵文化財センター
（バスで移動）
■内行き先諮清須市獅朝日遺跡、貝殻山
貝塚資料館 犬山市獅東之宮古墳、
木之下城伝承館・堀部邸（旧堀部家
住宅）
■講川﨑みどり氏（市文化財保護委員）
■対市内在住・在勤・在学者
■定１９人（定員を超えた場合は抽選）
■￥２０００円（昼食代を含む）
■持筆記用具、傘、水筒、帽子、虫除け等
■申８月１７日晶までに、住所・氏名・年
齢・電話番号を郵送（必着）かファク
ス・Ｅメールで、文化振興課「第１回
あおぞら歴史教室係」（〒４４６－００２６安
城町城堀３０／胃〈７７〉６６００／bunka
zai@city.anjo.lg.jp）へ
※２人分まで同時に申込可。
■問文化振興課（緯〈７７〉４４７７）

あおぞら歴史教室「愛知最
古の弥生遺跡と古墳を巡る」

陰間伐材と電熱ペンでネームプレート
づくり
■時８月１６日昭・２０日捷・２１日昇午前１０
時～１１時３０分
■対小学生と保護者
■定各５組（先着順）
■￥２００円

隠ザリガニ釣り
■時８月１７日晶午前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人（先着順）
■￥５０円
韻夜のネイチャーゲーム
秋葉公園の夜の自然を楽しもう。
■時８月１８日松午後６時～７時３０分
■講古居敬子氏
■対４歳以上の子と保護者
■定１５人（先着順）
■￥１人１００円
■持懐中電灯、長ズボン、長袖

■申申込方法等 ■問問合せ先 ※なお、制限を設けていない項目は記載していません。
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エコきちへ行こう

■時８月１８日松午前８時３０分～１０時３０分
※小雨決行。
■場水の駅（篠目町童子橋北）
■内アジサイの剪定体験。アジサイの挿
し木の仕方も説明します
■対市内在住・在勤・在学者
■持軽作業のできる服装（長袖、長ズボン）
※お茶・作業用手袋は用意します。
■申８月８日昌までに、講座名・郵便番
号・住所・氏名・生年月日・電話番
号・ファクス番号をファクスかEメ
ールで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）

アジサイの剪定体験をしま
せんか

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。
今回は「会話がない！動かない！ど
うすればいいの？」をテーマに学習し
ます。
■時９月８日松午後１時３０分～４時
■対不登校やひきこもり等、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９月７日晶までに電話か、催し名・
住所・氏名・電話番号をファクス・
Eメールで青少年愛護センター（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。
■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）

吋流しそうめん
■時８月１９日掌・２７日捷

午前１０時～１１時
■講古居敬子氏
■対４歳以上の子と保護
者
■定各２０人（先着順）
■￥１人３００円
■持お椀、箸、ふきん
右環境大学～自然農法を学ぼう
■時８月２４日晶午後１時３０分～３時
■講野中慎吾氏（農業生産法人「みどりの
里」）
■対１８歳以上
■定４０人（先着順）
■持筆記用具
宇忍者であそぼう
■時８月２５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）
■￥１組１００円
■持親子ともに動きやすい服装と靴、タ
オル、水筒

陰～宇共通事項
■場環境学習センターエコきち
■申８月５日掌から各開催日の３日前まで（昌を除く。開催３日前が昌の場合はその
前日まで）の午前９時～午後９時に、講座名・住所・氏名・年齢・電話番号・参
加人数を直接か電話・ファクスで環境学習センターエコきち（緯・胃〈７６〉７１４８）へ
※申込開始日は１家族１講座のみ。
※ファクスで申し込んだ人には、ファクスで受講の可否を連絡します。
※代理申込不可。

市民活動補助金対象事業
子ども音楽フェスタ２０１８
音楽による子ども達の健全な育成を
図ることを目的に、小中学生を中心と
した音楽フェスタを開催します。
家族によるバンドや親子共演、ギタ
ー弾き語り、ソロドラム等、多様なパ
フォーマンスが見られます。この機会
に親子でぜひお越しください。
■時８月２５日松午後１時～４時
■場アンフォーレ
■内出演施みこと＆ダブルカホンズ 他
■定２００人（当日先着順）
■￥２００円
■問イベントの内容について施子ども音
楽フェスタ実行委員会 寺田覚さん

さとる

（緯０９０〈８１８２〉０２８５） 市民活動補助
金について施市民協働課（緯〈７１〉２２
１８）
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■申特に記載のあるものを除き、８月５
日掌～３１日晶午前９時～午後８時
（休館日を除く）に、直接か電話でス
ポーツセンター（緯〈７５〉３５４５）へ
チャレンジバタフライ
■時９月４日昇～１０月９日昇の毎週昇午
後２時～３時（全６回）

■内バタフライに挑戦
■対市内在住・在勤の１８歳以上で、クロ
ールで２５杓泳げる水泳初級者
■定１０人（先着順）
■￥３０００円（施設利用料含む）
■持水着、水泳帽子、ゴーグル
アクアビクス教室
■時９月６日昭～１２月１３日昭の毎週昭午
後１時～２時（全１５回）

■対市内在住・在勤の１８歳以上
■定３０人（先着順）
■￥７０００円（施設利用料含む）
■持水着、水泳帽子
ベーシッククロール２５
水泳を基礎から学びます。

■時９月７日晶～１０月１２日晶の毎週晶午
後１時～２時（全６回）

■対１８歳以上で２５ｍ泳げない人
■定１０人（先着順）
■￥３０００円（施設利用料含む）
■持水着、水泳帽子、ゴーグル
チャレンジ背泳ぎ
■時９月７日晶～１０月１２日晶の毎週晶午
後１時～２時（全６回）

■内背泳ぎに挑戦
■対市内在住・在勤の１８歳以上で、クロ
ールで２５杓泳げる水泳初級者
■定１０人（先着順）
■￥３０００円（施設利用料含む）
■持水着、水泳帽子、ゴーグル
水中ウォーキング
■時９月１１日昇・１８日昇・２５日昇午後１
時～２時（全３回）

■対中高年
■定１０人（先着順）
■￥施設利用料
■持水着、水泳帽子
■申８月５日掌～９月９日掌の午前９時
～午後８時（休館日を除く）に、直接
か電話でスポーツセンターへ

市スポーツセンタープール
の教室・講座

共通事項
■申各申込期間の午前９時～午後８時（休
館日を除く）に、直接か電話でスポ
ーツセンター（緯〈７５〉３５４５）へ
シェイプアップエアロ
音楽に合わせて楽しく汗をかき、脂
肪を燃焼させましょう！
■時９月５日昌～２６日昌の毎週昌午後１
時３０分～２時３０分（全４回）
■対１８歳以上で運動制限のない市内在住・
在勤者
■定２５人程度（先着順）
■￥施設使用料
■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）
■申申込期間施８月５日掌～９月４日昇

ノルディックウォーキング基本教室
■時９月１３日昭・２０日昭午前１０時３０分～
１１時３０分（小雨決行。全２回）
■講梛野久美子氏（日本ノルディックフィ

なぎ の

ットネス協会）
■対１８歳以上で運動制限のない人
■定１０人（先着順）
■持運動のできる服装・靴、帽子、タオ
ル、飲料（ペットボトル）、ノルディ
ックウォーキング専用ポール
※ポールの無料貸出有。必要な人は
申込時に申し出てください。
■申申込期間施８月５日掌～９月１２日昌

市スポーツセンターの教室・
講座

■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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今月の再生家具等入札販売
■時８月１２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）

愛知県史の執筆を担当する委員によ
る講演を開催します。
■時８月１８日松午後１時～４時３０分
■場愛知県図書館（名古屋市中区）
■内講演施あいちの現代史再発見 講師

施中田實氏（名古屋大学名誉教授）、
みのる

西形久司氏（東海高等学校教頭）、牧
幸輝氏（立正大学准教授）、木下信三
氏（愛知文学史誌会代表）

■定２００人（先着順）
■申８月１７日晶までの午前９時～午後５
時（松掌抄を除く）に電話で、県法務文
書課県史編さん室（緯０５２〈９７２〉９１７３）へ
■問県法務文書課県史編さん室、市文化
振興課（緯〈７７〉４４７７）

愛知県史を語る会

■問マーメイドパレス（緯〈９２〉７３５１）
改修工事に伴う全館休館のお知らせ
天井等の耐震化及び設備等の改修工
事を行うため下記の期間、全館臨時休
館します。
■時９月３日捷～２０１９年７月中旬（予定）
水中宝探し
■時８月１０日晶午前１０時から
■内プール内に隠されたカプセルを見つ
け出して、景品をゲットしよう
■対小学生以下
■定５０人（当日先着順）
■￥施設利用料
ちびっこ抽選会
■時８月２０日捷午前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等を進
呈
■定５０人（当日先着順）
■￥施設利用料

働くことに悩
みや不安を抱え
た若者に対し、
相談や各種体験
を通じて、一人
ひとりにあった
支援をします。
■場若者総合相談窓口あんサポ（朝日町）
■対市内在住の１５～３９歳
■他開所日施昇～松午前１０時～午後５時
※抄、夏季（８月１１日抄～１５日昌）、
年末年始を除く。
■問若者総合相談窓口あんサポ（NPO法
人育て上げネット中部虹の会／緯〈９５〉
３１３７）、市商工課（緯〈７１〉２２３５）
就労相談
■時毎週昇晶午前１０時・１１時、午後１時・
２時・３時（各回５０分）
■内仕事が長続きしない、人間関係が不
安、面接に自信がない、履歴書作り
等の悩みに心理相談員らが応じます
ワークショップ
■時毎週昌午後１時～３時
■内ビジネスマナー、コミュニケーショ
ン、自己分析等を習得。その他、適
性検査、興味検査、職場見学も予定

若者総合相談窓口
“あんサポ”就労支援

マーメイドパレスのお知らせ・
催し



埋蔵文化財
センターで平
成２９年度の市
内の発掘の調
査成果を見学
した後、県内最古の弥生遺跡である朝
日遺跡と県内最古の古墳である東

ひがし

之宮
の みや

古墳を巡ります。
■時９月８日松午前９時～午後５時
■場集合・解散獅埋蔵文化財センター
（バスで移動）
■内行き先諮清須市獅朝日遺跡、貝殻山
貝塚資料館 犬山市獅東之宮古墳、
木之下城伝承館・堀部邸（旧堀部家
住宅）
■講川﨑みどり氏（市文化財保護委員）
■対市内在住・在勤・在学者
■定１９人（定員を超えた場合は抽選）
■￥２０００円（昼食代を含む）
■持筆記用具、傘、水筒、帽子、虫除け等
■申８月１７日晶までに、住所・氏名・年
齢・電話番号を郵送（必着）かファク
ス・Ｅメールで、文化振興課「第１回
あおぞら歴史教室係」（〒４４６－００２６安
城町城堀３０／胃〈７７〉６６００／bunka
zai@city.anjo.lg.jp）へ
※２人分まで同時に申込可。
■問文化振興課（緯〈７７〉４４７７）

あおぞら歴史教室「愛知最
古の弥生遺跡と古墳を巡る」

陰間伐材と電熱ペンでネームプレート
づくり
■時８月１６日昭・２０日捷・２１日昇午前１０
時～１１時３０分
■対小学生と保護者
■定各５組（先着順）
■￥２００円

隠ザリガニ釣り
■時８月１７日晶午前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人（先着順）
■￥５０円
韻夜のネイチャーゲーム
秋葉公園の夜の自然を楽しもう。
■時８月１８日松午後６時～７時３０分
■講古居敬子氏
■対４歳以上の子と保護者
■定１５人（先着順）
■￥１人１００円
■持懐中電灯、長ズボン、長袖

■申申込方法等 ■問問合せ先 ※なお、制限を設けていない項目は記載していません。
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エコきちへ行こう

■時８月１８日松午前８時３０分～１０時３０分
※小雨決行。
■場水の駅（篠目町童子橋北）
■内アジサイの剪定体験。アジサイの挿
し木の仕方も説明します
■対市内在住・在勤・在学者
■持軽作業のできる服装（長袖、長ズボン）
※お茶・作業用手袋は用意します。
■申８月８日昌までに、講座名・郵便番
号・住所・氏名・生年月日・電話番
号・ファクス番号をファクスかEメ
ールで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）

アジサイの剪定体験をしま
せんか

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。
今回は「会話がない！動かない！ど
うすればいいの？」をテーマに学習し
ます。
■時９月８日松午後１時３０分～４時
■対不登校やひきこもり等、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９月７日晶までに電話か、催し名・
住所・氏名・電話番号をファクス・
Eメールで青少年愛護センター（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。
■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）

吋流しそうめん
■時８月１９日掌・２７日捷

午前１０時～１１時
■講古居敬子氏
■対４歳以上の子と保護
者
■定各２０人（先着順）
■￥１人３００円
■持お椀、箸、ふきん
右環境大学～自然農法を学ぼう
■時８月２４日晶午後１時３０分～３時
■講野中慎吾氏（農業生産法人「みどりの
里」）
■対１８歳以上
■定４０人（先着順）
■持筆記用具
宇忍者であそぼう
■時８月２５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）
■￥１組１００円
■持親子ともに動きやすい服装と靴、タ
オル、水筒

陰～宇共通事項
■場環境学習センターエコきち
■申８月５日掌から各開催日の３日前まで（昌を除く。開催３日前が昌の場合はその
前日まで）の午前９時～午後９時に、講座名・住所・氏名・年齢・電話番号・参
加人数を直接か電話・ファクスで環境学習センターエコきち（緯・胃〈７６〉７１４８）へ
※申込開始日は１家族１講座のみ。
※ファクスで申し込んだ人には、ファクスで受講の可否を連絡します。
※代理申込不可。

市民活動補助金対象事業
子ども音楽フェスタ２０１８
音楽による子ども達の健全な育成を
図ることを目的に、小中学生を中心と
した音楽フェスタを開催します。
家族によるバンドや親子共演、ギタ
ー弾き語り、ソロドラム等、多様なパ
フォーマンスが見られます。この機会
に親子でぜひお越しください。
■時８月２５日松午後１時～４時
■場アンフォーレ
■内出演施みこと＆ダブルカホンズ 他
■定２００人（当日先着順）
■￥２００円
■問イベントの内容について施子ども音
楽フェスタ実行委員会 寺田覚さん

さとる

（緯０９０〈８１８２〉０２８５） 市民活動補助
金について施市民協働課（緯〈７１〉２２
１８）
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■申特に記載のあるものを除き、８月５
日掌～３１日晶午前９時～午後８時
（休館日を除く）に、直接か電話でス
ポーツセンター（緯〈７５〉３５４５）へ
チャレンジバタフライ
■時９月４日昇～１０月９日昇の毎週昇午
後２時～３時（全６回）

■内バタフライに挑戦
■対市内在住・在勤の１８歳以上で、クロ
ールで２５杓泳げる水泳初級者
■定１０人（先着順）
■￥３０００円（施設利用料含む）
■持水着、水泳帽子、ゴーグル
アクアビクス教室
■時９月６日昭～１２月１３日昭の毎週昭午
後１時～２時（全１５回）

■対市内在住・在勤の１８歳以上
■定３０人（先着順）
■￥７０００円（施設利用料含む）
■持水着、水泳帽子
ベーシッククロール２５
水泳を基礎から学びます。

■時９月７日晶～１０月１２日晶の毎週晶午
後１時～２時（全６回）

■対１８歳以上で２５ｍ泳げない人
■定１０人（先着順）
■￥３０００円（施設利用料含む）
■持水着、水泳帽子、ゴーグル
チャレンジ背泳ぎ
■時９月７日晶～１０月１２日晶の毎週晶午
後１時～２時（全６回）

■内背泳ぎに挑戦
■対市内在住・在勤の１８歳以上で、クロ
ールで２５杓泳げる水泳初級者
■定１０人（先着順）
■￥３０００円（施設利用料含む）
■持水着、水泳帽子、ゴーグル
水中ウォーキング
■時９月１１日昇・１８日昇・２５日昇午後１
時～２時（全３回）

■対中高年
■定１０人（先着順）
■￥施設利用料
■持水着、水泳帽子
■申８月５日掌～９月９日掌の午前９時
～午後８時（休館日を除く）に、直接
か電話でスポーツセンターへ

市スポーツセンタープール
の教室・講座

共通事項
■申各申込期間の午前９時～午後８時（休
館日を除く）に、直接か電話でスポ
ーツセンター（緯〈７５〉３５４５）へ
シェイプアップエアロ
音楽に合わせて楽しく汗をかき、脂
肪を燃焼させましょう！
■時９月５日昌～２６日昌の毎週昌午後１
時３０分～２時３０分（全４回）
■対１８歳以上で運動制限のない市内在住・
在勤者
■定２５人程度（先着順）
■￥施設使用料
■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）
■申申込期間施８月５日掌～９月４日昇

ノルディックウォーキング基本教室
■時９月１３日昭・２０日昭午前１０時３０分～
１１時３０分（小雨決行。全２回）
■講梛野久美子氏（日本ノルディックフィ

なぎ の

ットネス協会）
■対１８歳以上で運動制限のない人
■定１０人（先着順）
■持運動のできる服装・靴、帽子、タオ
ル、飲料（ペットボトル）、ノルディ
ックウォーキング専用ポール
※ポールの無料貸出有。必要な人は
申込時に申し出てください。
■申申込期間施８月５日掌～９月１２日昌

市スポーツセンターの教室・
講座
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■時８月１２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）

愛知県史の執筆を担当する委員によ
る講演を開催します。
■時８月１８日松午後１時～４時３０分
■場愛知県図書館（名古屋市中区）
■内講演施あいちの現代史再発見 講師

施中田實氏（名古屋大学名誉教授）、
みのる

西形久司氏（東海高等学校教頭）、牧
幸輝氏（立正大学准教授）、木下信三
氏（愛知文学史誌会代表）

■定２００人（先着順）
■申８月１７日晶までの午前９時～午後５
時（松掌抄を除く）に電話で、県法務文
書課県史編さん室（緯０５２〈９７２〉９１７３）へ
■問県法務文書課県史編さん室、市文化
振興課（緯〈７７〉４４７７）

愛知県史を語る会

■問マーメイドパレス（緯〈９２〉７３５１）
改修工事に伴う全館休館のお知らせ
天井等の耐震化及び設備等の改修工
事を行うため下記の期間、全館臨時休
館します。
■時９月３日捷～２０１９年７月中旬（予定）
水中宝探し
■時８月１０日晶午前１０時から
■内プール内に隠されたカプセルを見つ
け出して、景品をゲットしよう
■対小学生以下
■定５０人（当日先着順）
■￥施設利用料
ちびっこ抽選会
■時８月２０日捷午前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等を進
呈
■定５０人（当日先着順）
■￥施設利用料

働くことに悩
みや不安を抱え
た若者に対し、
相談や各種体験
を通じて、一人
ひとりにあった
支援をします。
■場若者総合相談窓口あんサポ（朝日町）
■対市内在住の１５～３９歳
■他開所日施昇～松午前１０時～午後５時
※抄、夏季（８月１１日抄～１５日昌）、
年末年始を除く。

■問若者総合相談窓口あんサポ（NPO法
人育て上げネット中部虹の会／緯〈９５〉
３１３７）、市商工課（緯〈７１〉２２３５）
就労相談
■時毎週昇晶午前１０時・１１時、午後１時・
２時・３時（各回５０分）

■内仕事が長続きしない、人間関係が不
安、面接に自信がない、履歴書作り
等の悩みに心理相談員らが応じます
ワークショップ
■時毎週昌午後１時～３時
■内ビジネスマナー、コミュニケーショ
ン、自己分析等を習得。その他、適
性検査、興味検査、職場見学も予定

若者総合相談窓口
“あんサポ”就労支援

マーメイドパレスのお知らせ・
催し
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期間中は夜９時まで歴史博物館、市
民ギャラリーを開館し、様々なイベン
トを開催します！普段は入れない「夜
の歴史博物館」を体験してみよう！
■時８月１０日晶～１２日掌

■問歴史博物館（緯〈７７〉６６５５）
プロジェクションマッピング
話題のプロジェクターを使った光の
演出を行います。
■時８月１０日晶～１２日掌日没～午後９時
■場安祥城址公園

和紙の風船ランプシェード作り
膨らませた風船
に和紙を貼り、和
紙の丸いランプ
シェードを作りま
す。
■時８月１０日晶午後
５時３０分～８時
３０分（午後８時
受付終了。制作時間３０分～４０分程度）
■場市民ギャラリー
■￥１００円（ライト付）
こわいおはなし会
ちょっぴりこわいおはなしから、ほ
んとうにこわいおはなしまで…。
■時８月１０日晶午後５時３０分～６時１５分
■場歴史博物館
■内出演獅おはなしレストラン
■定５０人（当日先着順）
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－」夜間展
示解説
■時８月１２日掌午後７時
■場歴史博物館
■￥観覧料施５００円（中学生以下は無料）
豚汁のふるまい
■時８月１１日抄午後７時
■場歴史博物館入口前
■定１００人（先着順。無くなり次第終了）
公園内マルシェ
■時８月１１日抄・１２日掌午前１０時～午後
９時
■場安祥城址公園
竹とうろうアートの展示
■時８月１０日晶～１２日掌

■場安祥城址公園
■内製作獅でらバンブー

■申申込方法等 ■問問合せ先 ※なお、制限を設けていない項目は記載していません。

■時８月１１日抄午後１時３０分～４時
■場市民交流センター
■内苔玉の作り方を学びます
※講義のみで実践はありません。
■講安藤豊彦氏（東風山野坊）
■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）、
市環境都市推進課（緯〈７１〉２２０６）

山野草の寄せ植え（苔玉）を
楽しもう

■時８月１１日抄・２５日松午前１０時～正午、
午後１時～３時
■場■問歴史博物館（緯〈７７〉６６５５）

専門医師と酒害相談員等が相談を受
けます。
■時８月２１日昇午後２時～４時（１組１
時間を目安）
■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８月１日昌～２０日捷午前８時４５分～
午後５時３０分（松掌抄を除く）に電話
で同所健康支援課（緯〈２１〉９３３７）へ

アルコール専門相談

ナイトミュージアムを盛り上げるス
テージイベント。
■場陰歴史博物館、隠～吋安祥城址公園
■問歴史博物館（緯〈７７〉６６５５）
陰WAZZ
箏と尺八がク
こと

ールに融合した
新しいジャズの
音楽を演奏しま
す。
■時８月１０日晶午後７時～８時
隠三州輪っ鼓
日本に古く
から伝わる芸
能が好きなメ
ンバーが集ま
り、和太鼓や
踊り、笛等を演奏します。
■時８月１１日抄午後６時～６時３０分
韻チアダンスグループ・レクラ
キッズチア
ダンスを通じ
て踊ることの
楽しさを発信
しています。
パワーあふれるダンスをお楽しみくだ
さい。
■時８月１２日掌午後６時～６時４５分
吋スアラ・スクマ
竹のガムラン演奏で心地良い響きを
お届けします。
■時８月１２日掌午後５時～５時３０分、午
後７時３０分～８時

ナイトミュージアム ナイトステージ

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
で素敵なライブを開催します。
■時８月１１日抄午後６時１５分～７時３０分
■内愛知学泉大学オーケストラによる室
内楽。素敵な「夏のコンサート」
■問安城プロモーションズ（アンフォー
レ総合案内／緯〈７６〉１４００）

■申各申込期間の午前９時～午後８時（休
館日を除く。松掌抄は午後６時まで）
に電話か、催し名・住所・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
中江有里講演会『読書しながら考えた
こと』
年間３００冊以上の本を読む、大の読
書好きで知られる女優・脚本家、中江
有里氏の読書に関する講演会。
■時９月２日掌午後２時～４時
■対中学生以上
■定２００人（定員を超えた場
合は抽選）
■他抽選結果は８月２０日頃
に発送。定員に達しない場合は先着
順で引き続き受け付けます。
■申申込期間施８月１日昌～１５日昌

弁護士がおしえるビジネス法務
■時９月８日松午後１時３０分～３時３０分
■内契約法務、顧客への法対応、社内法
務等についての初歩
■講小嶋道明氏（弁護士）
■定１００人（先着順）
■申申込開始日施８月６日捷

ひとり舞台＋ピアノ演奏「六千人の命
のビザ」
第二次世界大戦中、迫害されたユダ
ヤ人６０００人の命を救った杉原千畝の功

ち うね

績を伝えるひとり舞台とピアノ演奏。
■時９月８日松午後２時～３時１０分
■内出演施ポカラの会
■対中学生以上
■定２００人（先着順）
■申申込開始日施８月６日捷

アンフォーレの催し・講座

博物館ボランティアによる
常設展示ガイド
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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

安城市の農家で構成される「安城農
業士会」による食育活動として、市内
在住の親子を対象に野菜の植付と収穫
体験を行います。
■時植付獅９月８日松午前９時～正午頃
収穫獅平成３１年１月１９日松午前９時
～正午頃（全２回）
※植付は荒天の場合９日掌に順延。
収穫の予備日はありません。
■場和泉町北梶地内の畑
※詳細は参加者に後日連絡します。
■内野菜苗の植付、野菜の収穫（対象野
菜：ジャガイモ、キャベツ、ブロッ
コリー）
※対象野菜は変更の場合有。
■対植付と収穫の両日（予備日を含む）に
参加でき、市内在住の中学生以下の
子どもを含む家族
■定２５組（定員を超えた場合は抽選）
※抽選の有無にかかわらず、８月２４
日晶頃、申し込んだ全ての組に文書
通知を発送します。
■￥１組５００円
■持農作業のできる汚れてもいい服装、
長靴、軍手、タオル、水筒
■申８月２０日捷までに、「親子ふれあい農
業体験」と件名に明記して、参加者
全員の住所・氏名・生年月日・電話
番号を郵送（必着）かファクス・Ｅメ
ールで農務課（〒４４６－８５０１住所不要
／胃７６－１１１２／nomu
@city.anjo.lg.jp）へ
※右QRコードからも
申込みできます。
■問農務課（緯〈７１〉２２３３）

親子ふれあい農業体験

■問堀内公園（緯〈９９〉５９４７）
夏休み企画「回数券限定販売」
■時８月１日昌～３１日晶午前９時～午後
４時３０分（休園日を除く）
■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
ランニンググライダー
走って飛ばす飛行機を作ろう。

■時８月４日松・５日掌午前１０時～午後
３時（午前９時５０分から公園管理事
務所付近にて整理券配布）
※雨天中止。
■定５０人程度（当日先着順）
水遊び企画「うち水大作戦」
バケツ・ジョーロ・水鉄砲を使って

うち水しよう。
■時８月６日捷・８日昌・１０日晶・１３日
捷・１５日昌・１７日晶午後３時～４時
※雨天中止。

■対小学生以下
■持濡れてもいい服装、着替え、タオル
※バケツ・ジョーロ・水鉄砲の持参
可（威力が強い水鉄砲は不可）。

ダンボール迷路
ダン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８月１１日抄・１２日掌午前１０時～午後
３時
※雨天中止。
■対３歳～小学生
■￥１００円
夏休み講座「バスボムづくり」
入浴剤を作ってみよう！

■時８月１５日昌午前１０時３０分～正午（午
前１０時２５分から公園管理事務所付近
にて整理券配布）
※雨天の場合は１６日昭に順延。

■対小学生以下
■定１０人（当日先着順）
牛乳パックではがき作り
■時８月１８日松・１９日掌午前１０時～午後
３時
※雨天中止。
■定各５０人（当日先着順）

ノルディックウォーキング＆棒ビクス
体験会
■時９月８日松・２４日承諮陰ノルディッ
クウォーキング獅午前９時３０分～１０
時３０分 隠棒ビクス獅午前１１時～正
午
■内陰獅ポールの使い方、歩き方 隠獅

肩こり腰痛予防体操
■対小学生以上
■定陰施各４０人 隠施各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
※当日支払で、支払後の返金は不可。
■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８月６日捷～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

児童扶養手当、県・市遺児
手当の現況届の提出を
手当の受給者（支給停止で受給がな

い人も含む）へ、８月初旬に現況届を
送付します。期限までに提出してくだ
さい。提出がない場合、手当の支払い
ができなくなります。
なお、受給には本人及び生計が同じ
扶養義務者（直系血族、兄弟姉妹）の所
得制限があります。
※市遺児手当の現況届は、義務教育修
了後の児童を養育している受給者の
み提出が必要です。提出が必要な受
給者のうち、児童扶養手当を受給し
ている人には送付しません。窓口で
記入・提出してください。
※県遺児手当の現況届は送付しません。
窓口で記入・提出してください。

■他児童扶養手当の受給開始後５年経過
した人等は、就労状況等の届出が必
要です。６月に該当者へ書類を送付
済。下記期限までに提出がない場合、
手当額が２分の１に減額されます
■申提出期限獅８月３１日晶 提出方法獅

午前８時３０分～午後５時１５分（松掌

抄を除く）に、書類を持ち子育て支
援課へ

■問子育て支援課（緯〈７１〉２２２９）

耐震、屋根防水等工事のため、臨時
休苑日を設けます。休苑日前日の通夜
から利用できず、休苑日の通夜から利
用できます。なお、動物の火葬につい
ては休苑せずに受け付けます。
■時臨時休苑日施８月２日昭・８日昌・
１２日掌・１８日松・２４日晶・３０日昭、
９月５日昌・１０日捷・１６日掌・２２日
松、２８日晶、１０月４日昭・１４日掌・
２０日松・２６日晶、１１月１日昭・７日
昌・１２日捷・１８日掌・２４日松・３０日
晶

※工事の進ちょくにより、休苑日の
変更有。市HPでお知らせします。

■問総合斎苑（緯〈７２〉６６２６）

総合斎苑の一部休苑
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韻チアダンスグループ・レクラ
キッズチア
ダンスを通じ
て踊ることの
楽しさを発信
しています。
パワーあふれるダンスをお楽しみくだ
さい。
■時８月１２日掌午後６時～６時４５分
吋スアラ・スクマ
竹のガムラン演奏で心地良い響きを
お届けします。
■時８月１２日掌午後５時～５時３０分、午
後７時３０分～８時

ナイトミュージアム ナイトステージ

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
で素敵なライブを開催します。
■時８月１１日抄午後６時１５分～７時３０分
■内愛知学泉大学オーケストラによる室
内楽。素敵な「夏のコンサート」
■問安城プロモーションズ（アンフォー
レ総合案内／緯〈７６〉１４００）

■申各申込期間の午前９時～午後８時（休
館日を除く。松掌抄は午後６時まで）
に電話か、催し名・住所・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
中江有里講演会『読書しながら考えた
こと』
年間３００冊以上の本を読む、大の読
書好きで知られる女優・脚本家、中江
有里氏の読書に関する講演会。
■時９月２日掌午後２時～４時
■対中学生以上
■定２００人（定員を超えた場
合は抽選）
■他抽選結果は８月２０日頃
に発送。定員に達しない場合は先着
順で引き続き受け付けます。
■申申込期間施８月１日昌～１５日昌

弁護士がおしえるビジネス法務
■時９月８日松午後１時３０分～３時３０分
■内契約法務、顧客への法対応、社内法
務等についての初歩
■講小嶋道明氏（弁護士）
■定１００人（先着順）
■申申込開始日施８月６日捷

ひとり舞台＋ピアノ演奏「六千人の命
のビザ」
第二次世界大戦中、迫害されたユダ
ヤ人６０００人の命を救った杉原千畝の功

ち うね

績を伝えるひとり舞台とピアノ演奏。
■時９月８日松午後２時～３時１０分
■内出演施ポカラの会
■対中学生以上
■定２００人（先着順）
■申申込開始日施８月６日捷

アンフォーレの催し・講座

博物館ボランティアによる
常設展示ガイド
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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

安城市の農家で構成される「安城農
業士会」による食育活動として、市内
在住の親子を対象に野菜の植付と収穫
体験を行います。
■時植付獅９月８日松午前９時～正午頃
収穫獅平成３１年１月１９日松午前９時
～正午頃（全２回）
※植付は荒天の場合９日掌に順延。
収穫の予備日はありません。
■場和泉町北梶地内の畑
※詳細は参加者に後日連絡します。
■内野菜苗の植付、野菜の収穫（対象野
菜：ジャガイモ、キャベツ、ブロッ
コリー）
※対象野菜は変更の場合有。
■対植付と収穫の両日（予備日を含む）に
参加でき、市内在住の中学生以下の
子どもを含む家族
■定２５組（定員を超えた場合は抽選）
※抽選の有無にかかわらず、８月２４
日晶頃、申し込んだ全ての組に文書
通知を発送します。
■￥１組５００円
■持農作業のできる汚れてもいい服装、
長靴、軍手、タオル、水筒
■申８月２０日捷までに、「親子ふれあい農
業体験」と件名に明記して、参加者
全員の住所・氏名・生年月日・電話
番号を郵送（必着）かファクス・Ｅメ
ールで農務課（〒４４６－８５０１住所不要
／胃７６－１１１２／nomu
@city.anjo.lg.jp）へ
※右QRコードからも
申込みできます。
■問農務課（緯〈７１〉２２３３）

親子ふれあい農業体験

■問堀内公園（緯〈９９〉５９４７）
夏休み企画「回数券限定販売」
■時８月１日昌～３１日晶午前９時～午後
４時３０分（休園日を除く）

■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
ランニンググライダー
走って飛ばす飛行機を作ろう。

■時８月４日松・５日掌午前１０時～午後
３時（午前９時５０分から公園管理事
務所付近にて整理券配布）
※雨天中止。

■定５０人程度（当日先着順）
水遊び企画「うち水大作戦」
バケツ・ジョーロ・水鉄砲を使って

うち水しよう。
■時８月６日捷・８日昌・１０日晶・１３日
捷・１５日昌・１７日晶午後３時～４時
※雨天中止。

■対小学生以下
■持濡れてもいい服装、着替え、タオル
※バケツ・ジョーロ・水鉄砲の持参
可（威力が強い水鉄砲は不可）。

ダンボール迷路
ダン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８月１１日抄・１２日掌午前１０時～午後
３時
※雨天中止。

■対３歳～小学生
■￥１００円
夏休み講座「バスボムづくり」
入浴剤を作ってみよう！

■時８月１５日昌午前１０時３０分～正午（午
前１０時２５分から公園管理事務所付近
にて整理券配布）
※雨天の場合は１６日昭に順延。

■対小学生以下
■定１０人（当日先着順）
牛乳パックではがき作り
■時８月１８日松・１９日掌午前１０時～午後
３時
※雨天中止。

■定各５０人（当日先着順）

ノルディックウォーキング＆棒ビクス
体験会
■時９月８日松・２４日承諮陰ノルディッ
クウォーキング獅午前９時３０分～１０
時３０分 隠棒ビクス獅午前１１時～正
午
■内陰獅ポールの使い方、歩き方 隠獅

肩こり腰痛予防体操
■対小学生以上
■定陰施各４０人 隠施各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
※当日支払で、支払後の返金は不可。
■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８月６日捷～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

児童扶養手当、県・市遺児
手当の現況届の提出を
手当の受給者（支給停止で受給がな

い人も含む）へ、８月初旬に現況届を
送付します。期限までに提出してくだ
さい。提出がない場合、手当の支払い
ができなくなります。
なお、受給には本人及び生計が同じ

扶養義務者（直系血族、兄弟姉妹）の所
得制限があります。
※市遺児手当の現況届は、義務教育修
了後の児童を養育している受給者の
み提出が必要です。提出が必要な受
給者のうち、児童扶養手当を受給し
ている人には送付しません。窓口で
記入・提出してください。

※県遺児手当の現況届は送付しません。
窓口で記入・提出してください。

■他児童扶養手当の受給開始後５年経過
した人等は、就労状況等の届出が必
要です。６月に該当者へ書類を送付
済。下記期限までに提出がない場合、
手当額が２分の１に減額されます

■申提出期限獅８月３１日晶 提出方法獅

午前８時３０分～午後５時１５分（松掌

抄を除く）に、書類を持ち子育て支
援課へ

■問子育て支援課（緯〈７１〉２２２９）

耐震、屋根防水等工事のため、臨時
休苑日を設けます。休苑日前日の通夜
から利用できず、休苑日の通夜から利
用できます。なお、動物の火葬につい
ては休苑せずに受け付けます。
■時臨時休苑日施８月２日昭・８日昌・
１２日掌・１８日松・２４日晶・３０日昭、
９月５日昌・１０日捷・１６日掌・２２日
松、２８日晶、１０月４日昭・１４日掌・
２０日松・２６日晶、１１月１日昭・７日
昌・１２日捷・１８日掌・２４日松・３０日
晶

※工事の進ちょくにより、休苑日の
変更有。市HPでお知らせします。

■問総合斎苑（緯〈７２〉６６２６）

総合斎苑の一部休苑
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■申申込方法等 ■問問合せ先 ※なお、制限を設けていない項目は記載していません。

矢作川水源基金に参加と関
心を
矢作川の水は私たちの生活に欠かせ
ない大切なもの。しかし水源地域では
過疎化や林業の低迷等、課題は山積し
ています。この基金は、植林や保育等、
山の管理と上下流域の交流に活用され
ます。
皆さんも上下流域の交流への参加や、
基金への寄付をお願いします。
■問（公財）矢作川水源基金事務局（緯０５６４
〈２３〉２６４５）、市企画情報課（緯〈７１〉２２０４）

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１０月１日捷までの開庁時間
■内店舗名称施フィール新安城店・上新
電機新安城店／住吉町 縦覧内容施

大規模小売店舗を設置する法人の代
表者の氏名変更及び小売業を行う法
人の代表者の氏名変更
■場■問県商業流通課（緯０５２〈９５４〉６３３８）、
市商工課〈７１〉２２３５）

大規模小売店舗立地法に係
る届出書の縦覧

生産性向上特別措置法に基
づく先端設備等導入計画
市では、中小企業者の生産性向上の
取り組みを促すため、生産性向上特別
措置法に基づく導入促進基本計画を策
定しました。
先端設備等導入計画を策定し、本市
の認定を受けた中小企業者は、支援措
置を活用することができます。
■内支援内容施計画に基づき導入した設
備の固定資産税の課税標準額を３年
間ゼロに、計画に基づく事業に必要
な資金繰りへの支援、国の補助金に
おける優先採択
■他詳細は市HP・中小企業庁HPを確認
してください
■問計画認定について施商工課（緯〈７１〉
２２３５）、安城ビジネスコンシェルジュ
（緯〈９３〉３３４１） 固定資産税について
施資産税課（緯〈７１〉２２１５）

共通事項
■他補助金交付決定前に工事着手してい
る場合は交付できません
※記載以外に要件有。詳細は問い合
わせるか市HPを確認してください。
※生垣設置事業については本紙７月
１５日号４ページを参照してください。
■申捷～晶午前８時３０分～５時１５分（抄

承、年末年始を除く）に申請書類を
持ち公園緑地課へ
※申請書類は同課・市HPで配布。

■問公園緑地課（緯〈７１〉２２４４）
駐車場緑化事業
住宅や店舗において、駐車場を緑化
する場合に費用の一部を補助します。
■対次のいずれにも該当すること
暫市街化区域である
暫地被植物、緑化保護資材等で、駐
車場面積の２０％以上が緑化され、緑
化面積が２．５釈以上である

■内補助額施対象経費の２分の１（上限
額６万円） 対象経費施地被植物、
植栽土、緑化保護資材費等

街並み緑化事業
住宅や店舗において、樹木を植栽す
る場合に費用の一部を補助します。
■対次のいずれにも該当すること
暫市街化区域である
暫公道から３ｍ以内の場所に植栽す
る
暫高中木の場合は１本以上、低木の
場合は４本以上植栽する
暫プランター等移動可能なものでは
ない
暫高さ３０尺以上の樹木を植栽する
■内補助額施対象経費の２分の１（上限
額６万円） 対象経費施樹木、植栽
土、緑化保護資材費等
※樹木１本あたりの上限額諮高木（３
ｍ以上）施１５０００円、中木（１．５ｍ以上
３ｍ未満）施４０００円、低木（０．３ｍ以
上１．５ｍ未満）施１０００円

緑化に関する補助制度

原爆死没者の慰霊・恒久平
和を願い黙とうを
原爆死没者の慰霊と恒久平和を願い、
家庭・職場・地域等で、原爆が投下さ
れた時間に１分間の黙とうをお願いし
ます。
■時広島獅８月６日捷午前８時１５分

長崎獅８月９日昭午前１１時２分
■問人事課（緯〈７１〉２２０３）

遊休農地と違反転用農地を解消する
ため、農業委員会が市内農地のパトロ
ールを実施します。現地立ち入りへの
ご理解をお願いします。
■時８月上旬～１１月３０日
■問農務課（緯〈７１〉２２３４）

農地パトロール

個人事業税第１期分の納税
をお忘れなく
個人事業税の第１期分の納期限は、
８月３１日晶です。
８月中旬に県から納税通知書を送付
しますので、銀行、信金、農協、ゆう
ちょ銀行（ゆうちょ銀行代理店の郵便
局を含む）等の金融機関・コンビニエ
ンスストア・インターネット（愛知県
県税 クレジットカードお支払サイト）・
MMK設置店（ＭＭＫ端末が設置され
ているスーパー、ドラッグストア等の
店舗）・県税事務所で納付してください。
なお、Ｐａｙ-ｅａｓｙ（ペイジー）に対応
しているインターネットバンキング又
はＡＴＭを利用して納付することもで
きます。
※今年度から、納税通知書に第１期分
と第２期分の納付書を同封していま
す。納付の際は間違えないように注
意してください。
※コンビニエンスストア及びＭＭＫ設
置店については納付書の納付金額が
３０万円以下のものに限ります。
※クレジットカード、Pay-easy、ゆう
ちょ銀行、郵便局では領収証書が発
行されません。必要な場合は他の金
融機関等の窓口で納付してください。

納税には便利な口座振替を
納税には便利で安全な口座振替の制
度があります。希望する人は口座を開
設している金融機関の窓口で手続をし
てください。
■問西三河県税事務所（緯０５６４〈２７〉２７１３）、
市市民税課（緯〈７１〉２２１４）

夏の安全なまちづくり市民
運動
夏は、暑い日に窓を開けたまま寝て
しまうことも多くあり、一年の中でも
侵入盗が多発する時期です。
また、日が長くなり、気がつくと遅
い時間になっていることもしばしば。
夜だけではありませんが、できるだけ
一人で行動しないようにする等、犯罪
に巻き込まれないように注意する必要
があります。
振り込め詐欺、侵入盗、車上ねらい、
性犯罪等の被害に遭わないよう、日ご
ろから、家族や知り合いの人と声を掛
け合う等、対策を実践しましょう。
〈運動の重点〉
暫住宅を対象とした侵入盗の防止
暫自動車盗の防止
暫特殊詐欺の被害防止
暫子どもと女性の犯罪被害防止
■時運動期間獅８月１日～１０日
■問安城警察署（緯〈７６〉０１１０）、市市民安
全課（緯〈７１〉２２１９）
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あんジョイプラン８に基づき、特別
養護老人ホームを１カ所整備するにあ
たり、施設を設置運営する法人を募集
し選定します。
■対２０２０年度までにサービスの提供を開
始できる、既設の社会福祉法人
■申８月１日昌～１０月１５日捷の午前９時
～午後５時（松掌抄を除く）に、申請
書を持って高齢福祉課へ
※募集要項・申請書は市HPで配布。
■問高齢福祉課（緯〈７１〉２２９０）

特別養護老人ホーム事業者

愛知県はいちじくの生産量が日本一
です。あいちのフルーツコンテスト実
行委員会では、品質No．１を決めるコ
ンテストの開催にあたり、特別審査員
を募集します。
■内いちじくの試食等をし、消費者の視
点で審査します
開催日時施８月２８日昇午前１１時～午
後０時３０分 開催場所施JAあいち中
央総合センター（赤松町）
■対市内在住の小学生と保護者
※１組につき小学生２人、保護者１
人まで。
■定５組（定員を超えた場合は抽選）
■他当選者にのみ８月２１日頃までに通知
■申８月１５日昌までに、件名「いちじく
コンテスト」と明記し、住所・電話
番号、参加者全員の氏名・年齢を、
郵送（必着）かファクスで、あいちの
フルーツコンテスト実行委員会（県
園芸農産課内／〒４６０－８５０１名古屋
市中区三の丸３－１－２／胃０５２〈９５４〉
６９３２）へ
■問あいちのフルーツコンテスト実行委
員会（緯０５２〈９５４〉６４１８）

「あいちのいちじくコンテ
スト」特別審査員 今年に入り、６月末までに市内で８８

件の侵入盗が発生しています。
特に市西部地域や南部地域で多発し
ており、今後一層の警戒が必要です。
犯人は、ガラス等を破壊して侵入した
り無施錠の窓や玄関から侵入したりす
ることが多いため、補助錠の取付けや
戸締り等の防犯対策をお願いします。
※万が一、侵入盗と鉢合わせになった
場合は大変危険です。侵入者がいる
と感じたら、まずその場を離れて、
警察に通報しましょう。
■対策
暫出かける時や就寝時に必ず施錠する
暫玄関や窓に補助錠を取り付ける
暫窓ガラスに防犯用ガラスシートを貼
る

暫門灯やセンサーラ
イトで家の周りを
明るくする

暫長期間、家を空け
る場合は、新聞配
達を止めたり、隣
近所に声かけをする
■問安城警察署（緯〈７６〉０１１０）、市市民安全
課（緯〈７１〉２２１９）

侵入盗が多発しています
～防犯対策の徹底を～

■内職務内容施公園の清掃や施設修繕を
主に、道路や水道の維持管理作業等
勤務日時施捷～晶午前８時３０分～午
後５時 賃金施時給１０５０円、通勤割
増１日２００円 福利厚生施健康保険、
厚生年金、雇用保険 勤務開始施９
月３日捷 選考施面接（８月２０日捷）
■対普通自動車免許所持者
■定１人
■申８月１日昌～１６日昭午前８時３０分～
午後５時１５分（松掌抄を除く）に、顔
写真付履歴書を持ち公園緑地課へ
■問公園緑地課（緯〈７１〉２２４４）

現業事務所臨時職員

在宅重度障害者手当等の所
得状況届の提出を
下記手当の受給者へ所得状況届を送
付します。各提出期間に提出してくだ
さい。提出がない場合、手当の支払い
ができなくなります。
■対陰在宅重度障害者手当 隠特別児童
扶養手当・障害児福祉手当・特別障
害者手当・経過的福祉手当の受給者
■申提出期間諮陰施８月１日昌～３１日晶

隠施８月１０日晶～９月１１日昇 提出
方法諮午前８時３０分～午後５時１５分
（松掌抄を除く）に、書類を持って障
害福祉課へ

■問障害福祉課（緯〈７１〉２２２５）

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・在学の
人 提供会員獅心身ともに健康で自
宅にて子どもを預かることができる
市内在住の人

■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９月３日捷午前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

安城の三河万歳後援会では国指定重
要無形民俗文化財の「三河万歳」を支援
する活動を行っています。皆さんのご
協力をお願いします。
■￥年会費諮普通会員施１０００円 特別会

員施３０００円以上
■他加入者には粗品（ハンドタオル）を進
呈します
■申午前９時～午後５時（休館日を除く）
に、年会費を持って安城の三河万歳
後援会事務局（歴史博物館内）へ
■問安城の三河万歳後援会（緯〈７７〉６６５５）

安城の三河万歳後援会会員

ファミリー・サポート・セ
ンターの会員
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■申申込方法等 ■問問合せ先 ※なお、制限を設けていない項目は記載していません。

矢作川水源基金に参加と関
心を
矢作川の水は私たちの生活に欠かせ
ない大切なもの。しかし水源地域では
過疎化や林業の低迷等、課題は山積し
ています。この基金は、植林や保育等、
山の管理と上下流域の交流に活用され
ます。
皆さんも上下流域の交流への参加や、
基金への寄付をお願いします。
■問（公財）矢作川水源基金事務局（緯０５６４
〈２３〉２６４５）、市企画情報課（緯〈７１〉２２０４）

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１０月１日捷までの開庁時間
■内店舗名称施フィール新安城店・上新
電機新安城店／住吉町 縦覧内容施

大規模小売店舗を設置する法人の代
表者の氏名変更及び小売業を行う法
人の代表者の氏名変更
■場■問県商業流通課（緯０５２〈９５４〉６３３８）、
市商工課〈７１〉２２３５）

大規模小売店舗立地法に係
る届出書の縦覧

生産性向上特別措置法に基
づく先端設備等導入計画
市では、中小企業者の生産性向上の
取り組みを促すため、生産性向上特別
措置法に基づく導入促進基本計画を策
定しました。
先端設備等導入計画を策定し、本市
の認定を受けた中小企業者は、支援措
置を活用することができます。
■内支援内容施計画に基づき導入した設
備の固定資産税の課税標準額を３年
間ゼロに、計画に基づく事業に必要
な資金繰りへの支援、国の補助金に
おける優先採択
■他詳細は市HP・中小企業庁HPを確認
してください
■問計画認定について施商工課（緯〈７１〉
２２３５）、安城ビジネスコンシェルジュ
（緯〈９３〉３３４１） 固定資産税について
施資産税課（緯〈７１〉２２１５）

共通事項
■他補助金交付決定前に工事着手してい
る場合は交付できません
※記載以外に要件有。詳細は問い合
わせるか市HPを確認してください。
※生垣設置事業については本紙７月
１５日号４ページを参照してください。
■申捷～晶午前８時３０分～５時１５分（抄

承、年末年始を除く）に申請書類を
持ち公園緑地課へ
※申請書類は同課・市HPで配布。

■問公園緑地課（緯〈７１〉２２４４）
駐車場緑化事業
住宅や店舗において、駐車場を緑化
する場合に費用の一部を補助します。
■対次のいずれにも該当すること
暫市街化区域である
暫地被植物、緑化保護資材等で、駐
車場面積の２０％以上が緑化され、緑
化面積が２．５釈以上である

■内補助額施対象経費の２分の１（上限
額６万円） 対象経費施地被植物、
植栽土、緑化保護資材費等

街並み緑化事業
住宅や店舗において、樹木を植栽す
る場合に費用の一部を補助します。
■対次のいずれにも該当すること
暫市街化区域である
暫公道から３ｍ以内の場所に植栽す
る
暫高中木の場合は１本以上、低木の
場合は４本以上植栽する
暫プランター等移動可能なものでは
ない
暫高さ３０尺以上の樹木を植栽する
■内補助額施対象経費の２分の１（上限
額６万円） 対象経費施樹木、植栽
土、緑化保護資材費等
※樹木１本あたりの上限額諮高木（３
ｍ以上）施１５０００円、中木（１．５ｍ以上
３ｍ未満）施４０００円、低木（０．３ｍ以
上１．５ｍ未満）施１０００円

緑化に関する補助制度

原爆死没者の慰霊・恒久平
和を願い黙とうを
原爆死没者の慰霊と恒久平和を願い、
家庭・職場・地域等で、原爆が投下さ
れた時間に１分間の黙とうをお願いし
ます。
■時広島獅８月６日捷午前８時１５分

長崎獅８月９日昭午前１１時２分
■問人事課（緯〈７１〉２２０３）

遊休農地と違反転用農地を解消する
ため、農業委員会が市内農地のパトロ
ールを実施します。現地立ち入りへの
ご理解をお願いします。
■時８月上旬～１１月３０日
■問農務課（緯〈７１〉２２３４）

農地パトロール

個人事業税第１期分の納税
をお忘れなく
個人事業税の第１期分の納期限は、
８月３１日晶です。
８月中旬に県から納税通知書を送付
しますので、銀行、信金、農協、ゆう
ちょ銀行（ゆうちょ銀行代理店の郵便
局を含む）等の金融機関・コンビニエ
ンスストア・インターネット（愛知県
県税 クレジットカードお支払サイト）・
MMK設置店（ＭＭＫ端末が設置され
ているスーパー、ドラッグストア等の
店舗）・県税事務所で納付してください。
なお、Ｐａｙ-ｅａｓｙ（ペイジー）に対応
しているインターネットバンキング又
はＡＴＭを利用して納付することもで
きます。
※今年度から、納税通知書に第１期分
と第２期分の納付書を同封していま
す。納付の際は間違えないように注
意してください。
※コンビニエンスストア及びＭＭＫ設
置店については納付書の納付金額が
３０万円以下のものに限ります。
※クレジットカード、Pay-easy、ゆう
ちょ銀行、郵便局では領収証書が発
行されません。必要な場合は他の金
融機関等の窓口で納付してください。

納税には便利な口座振替を
納税には便利で安全な口座振替の制
度があります。希望する人は口座を開
設している金融機関の窓口で手続をし
てください。
■問西三河県税事務所（緯０５６４〈２７〉２７１３）、
市市民税課（緯〈７１〉２２１４）

夏の安全なまちづくり市民
運動
夏は、暑い日に窓を開けたまま寝て
しまうことも多くあり、一年の中でも
侵入盗が多発する時期です。
また、日が長くなり、気がつくと遅
い時間になっていることもしばしば。
夜だけではありませんが、できるだけ
一人で行動しないようにする等、犯罪
に巻き込まれないように注意する必要
があります。
振り込め詐欺、侵入盗、車上ねらい、
性犯罪等の被害に遭わないよう、日ご
ろから、家族や知り合いの人と声を掛
け合う等、対策を実践しましょう。
〈運動の重点〉
暫住宅を対象とした侵入盗の防止
暫自動車盗の防止
暫特殊詐欺の被害防止
暫子どもと女性の犯罪被害防止
■時運動期間獅８月１日～１０日
■問安城警察署（緯〈７６〉０１１０）、市市民安
全課（緯〈７１〉２２１９）
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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

あんジョイプラン８に基づき、特別
養護老人ホームを１カ所整備するにあ
たり、施設を設置運営する法人を募集
し選定します。
■対２０２０年度までにサービスの提供を開
始できる、既設の社会福祉法人

■申８月１日昌～１０月１５日捷の午前９時
～午後５時（松掌抄を除く）に、申請
書を持って高齢福祉課へ
※募集要項・申請書は市HPで配布。

■問高齢福祉課（緯〈７１〉２２９０）

特別養護老人ホーム事業者

愛知県はいちじくの生産量が日本一
です。あいちのフルーツコンテスト実
行委員会では、品質No．１を決めるコ
ンテストの開催にあたり、特別審査員
を募集します。
■内いちじくの試食等をし、消費者の視
点で審査します
開催日時施８月２８日昇午前１１時～午
後０時３０分 開催場所施JAあいち中
央総合センター（赤松町）

■対市内在住の小学生と保護者
※１組につき小学生２人、保護者１
人まで。

■定５組（定員を超えた場合は抽選）
■他当選者にのみ８月２１日頃までに通知
■申８月１５日昌までに、件名「いちじく
コンテスト」と明記し、住所・電話
番号、参加者全員の氏名・年齢を、
郵送（必着）かファクスで、あいちの
フルーツコンテスト実行委員会（県
園芸農産課内／〒４６０－８５０１名古屋
市中区三の丸３－１－２／胃０５２〈９５４〉
６９３２）へ
■問あいちのフルーツコンテスト実行委
員会（緯０５２〈９５４〉６４１８）

「あいちのいちじくコンテ
スト」特別審査員 今年に入り、６月末までに市内で８８

件の侵入盗が発生しています。
特に市西部地域や南部地域で多発し
ており、今後一層の警戒が必要です。
犯人は、ガラス等を破壊して侵入した
り無施錠の窓や玄関から侵入したりす
ることが多いため、補助錠の取付けや
戸締り等の防犯対策をお願いします。
※万が一、侵入盗と鉢合わせになった
場合は大変危険です。侵入者がいる
と感じたら、まずその場を離れて、
警察に通報しましょう。
■対策
暫出かける時や就寝時に必ず施錠する
暫玄関や窓に補助錠を取り付ける
暫窓ガラスに防犯用ガラスシートを貼
る

暫門灯やセンサーラ
イトで家の周りを
明るくする

暫長期間、家を空け
る場合は、新聞配
達を止めたり、隣
近所に声かけをする
■問安城警察署（緯〈７６〉０１１０）、市市民安全
課（緯〈７１〉２２１９）

侵入盗が多発しています
～防犯対策の徹底を～

■内職務内容施公園の清掃や施設修繕を
主に、道路や水道の維持管理作業等
勤務日時施捷～晶午前８時３０分～午
後５時 賃金施時給１０５０円、通勤割
増１日２００円 福利厚生施健康保険、
厚生年金、雇用保険 勤務開始施９
月３日捷 選考施面接（８月２０日捷）
■対普通自動車免許所持者
■定１人
■申８月１日昌～１６日昭午前８時３０分～
午後５時１５分（松掌抄を除く）に、顔
写真付履歴書を持ち公園緑地課へ

■問公園緑地課（緯〈７１〉２２４４）

現業事務所臨時職員

在宅重度障害者手当等の所
得状況届の提出を
下記手当の受給者へ所得状況届を送
付します。各提出期間に提出してくだ
さい。提出がない場合、手当の支払い
ができなくなります。
■対陰在宅重度障害者手当 隠特別児童
扶養手当・障害児福祉手当・特別障
害者手当・経過的福祉手当の受給者
■申提出期間諮陰施８月１日昌～３１日晶

隠施８月１０日晶～９月１１日昇 提出
方法諮午前８時３０分～午後５時１５分
（松掌抄を除く）に、書類を持って障
害福祉課へ

■問障害福祉課（緯〈７１〉２２２５）

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・在学の
人 提供会員獅心身ともに健康で自
宅にて子どもを預かることができる
市内在住の人

■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
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ステージショーや体験型アトラクシ
ョン等、子どもから大人まで楽しめる
催し物が盛りだくさん。フィナーレに
はスターマインをはじめとする多くの
花火が夏の夜空を彩ります。
■時８月１７日晶午後５時～９時、１８日松

午前１１時～午後９時
※市民盆おどりは１７日午後５時３０分
から。花火大会は１８日午後７時から。
■場刈谷市総合運動公園（刈谷市築地町）
■他１８日のみ名鉄・JR刈谷駅北口、名鉄
知立駅、刈谷市役所他から無料シャ
トルバスを運行
※会場周辺に駐車場はありません。
■問刈谷市観光協会（緯〈２３〉４１００）、刈谷
駅前観光案内所（緯〈４５〉５８３３）

刈谷わんさか祭り・花火大
会

刈
谷

■申申込方法等 ■問問合せ先 ※なお、制限を設けていない項目は記載していません。

人気番組「開運！なんでも鑑定団」が、
幸田町で出張鑑定を行います。鑑定し
てもらうお宝の募集をします。
■時収録日時獅１２月９日掌午後１時（正
午開場）
■場幸田町民会館（幸田町大字大草）
■申１０月２日昇までに申込書に必要事項
を記入し、持参又は郵送（必着）で幸
田町文化振興協会「出張！なんでも
鑑定団in幸田」お宝係（幸田町民会
館内／〒４４４－０１０３幸田町大字大草
字丸山６０）へ
※申込書は町HPで配布。
※持参による受付は午前９時～午後
１０時（休館日を除く）。
■問幸田町文化振興協会（緯０５６４〈６３〉１１１１）

出張！なんでも鑑定団 in
幸田 お宝募集

幸
田

公共交通機関で来場してください。
■問みよし市観光協会（市産業課内／緯

０５６１〈３４〉６０００）
三好いいじゃんまつり
およそ２２００
人が個性的な
グループに分
かれ、色とり
どりの衣装を
身にまとって
踊ります。
■時８月１８日松

午後５時～９時
※荒天の場合は中止。中止の場合の
み、１８日午後３時以降にみよし市HP
でお知らせします。
■場三好稲荷閣周辺道路（みよし市三好町）
ナイトマーケット
三好いいじゃんまつりと併せて、ナ
イトマーケットを開催します。クラフ
トづくりの体験ブースからキッチンカ
ーまで、様々なお店が出店します。
■時三好いいじゃんまつりに同じ
■場サンライブ西側向かいの駐車場

第２６回三好いいじゃんまつ
り

み
よ
し

ラグビートップリーグの豊田スタジ
アム開幕戦に小中高生を無料招待しま
す。
■時■内９月１日松施午後４時３０分諮ヤマ
ハ発動機ジュビロVSコカ・コーラ
レッドスパークス 午後７時諮トヨ
タ自動車ヴェルブリッツVSサント
リーサンゴリアス
※当日、豊田スタジアム前特設テン
トでチケットを無料配布します。配
布時間等詳細は問合わせてください。
※自由席での観戦です。
■場豊田スタジアム（豊田市千石町）
■他ラグビーワールドカップ２０１９TM日本
大会のチケットは９月１９日昌～１１月
１２日捷に公式チケットサイトで申込
みできます。抽選結果
は１１月２６日捷発表
※右QRコードからも
確認できます。
■問豊田市ラグビーワールドカップ２０１９
推進課（緯０５６５〈３４〉６７８６）

ラグビートップリーグ小中
高生無料招待

豊
田

夏の夜に開催されるアートイベント
です。心地よい音楽と幻想的な空間で、
おいしいものに舌鼓をうちながら、五
感が潤うひとときを過ごしませんか。
■時８月１７日晶・１８日松午後５時～９時
■場半田運河周辺（JR半田駅から東へ徒
歩５分）
■他駐車場はミツカンミュージアム第２
駐車場又はアイプラザ半田北側駐車
場を利用してください。
また、イベント詳細等
は右QRコードからも
確認できます
■問半田運河キャナルナイト実行委員会
（半田商工会議所内／緯０５６９〈２１〉０３１１）
ミズノヒカリ
約３００杓におよぶエリアに２０００のヒ

カリノ玉を浮かべ、ゆらゆらと幻想的
な空間を演出します。
※午後６時４５分頃から、ヒカリノ玉の
無料配布を行い、午後７時に一斉に
投げ込みを開始します。
グルメ・ワークショップの出店
お洒落なキッチンカーや、家族やカ
ップルで楽しめるワークショップ等、
３０を超える出店が運河沿いに並びます。

半田運河キャナルナイト 半
田

情
報
ボ
ッ
ク
ス
は
左
側
か
ら
お
読
み
く
だ
さ
い
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INFORMAÇÕESÚTEIS
SEF INFORMATION

Português

Englis
外国語の
情報ボックス

※申込や問合せは、日本語でお願い
します。

※Inscriçõeseinformaçõessomente
emjaponês

※Applicationsandinquirieswillbein
Japanese.

■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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