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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。

３０００本の竹
あかりや高さ
３ｍの竹灯籠
スクリーン、
キャンドルア
ーティスト・加藤進太郎氏プロデュー
スの幻想的に彩られた明かり空間を楽
しめる「仲秋のあかり祭」。今年は新た
に丸太をくりぬいて作った「ランプ
シェード」が登場。
■時９月１５日松～１７日抄・２２日松～２４日
承（あかりの点灯は午後６時から、
雨天の場合は点灯を中止。期間中は
開園時間を午後９時まで延長）

■￥入園料
■場■問デンパーク（緯〈９２〉７１１１）
あかりアート展
■時９月１２日昌～２４日承（休園日を除く）
■内あかりを使ったすかし絵や立体的な
オブジェ等の展示
月夜のしらべコンサート
■時■内出演諮９月１５日松獅蛮火炎（ファ

ばん び えん

イヤーパフォーマンス） １６日掌施

志多ら（和太鼓）１７日抄施黒野宏通
し た

（オカリナ） ２２日松施雅
みやび

會（津軽三
かい

味線） ２３日抄施和太鼓零（和太鼓）
ぜろ

２４日承施梵迦（和太鼓）
ぼん が

観望会
天体望遠鏡で星を観察します。
■時９月２３日抄午後７時（雨天中止）
シルエット・グラスアート展～光で彩
る幻想的な世界～
光と影で表現された“影絵の世界”を
お楽しみください。
■時９月１５日松～２４日承

※９月１５日松～１７日抄午後１時３０分
～７時３０分、２２日松～２４日承午前１０
時～午後７時３０分は体験会を実施。

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９月５日昌～各申込期限の午前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
ペーパークイリング
■時１０月３日昌午前１０時～午後０時３０分
■講磯貝裕子氏
■定１０人（先着順）
■￥３５００円（材料費込）
■申申込期限施９月２６日昌

花と自然の写真講座
■時１０月５日晶・１９日晶、１１月２日晶・
１６日晶午後１時３０分～３時３０分（全
４回）
■講岡田巳吉氏

み よし

■定２０人（先着順）
■￥４０００円
■持カメラ、筆記
用具
■申申込期限施９月２８日晶

プチ写真家と編集長の学校（後期）
■時１０月１０日昌・２４日昌、１１月１４日昌・
２８日昌、１２月５日昌・１９日昌午後１
時３０分～３時３０分（全６回）
■講鶴田郁夫氏（フォトマスターEX）
■定２０人（先着順）
■￥６３００円（写真集代金別途）
■持カメラ、筆記用具
■申申込期限施１０月３日昌

世界のチーズ講座
■時１０月１１日昭、１１月８日昭、１２月１３日
昭午前１０時３０分～正午（全３回）
■講加藤純子氏（CPA
認定チーズプロフ
ェッショナル、
JSA認定ワインエ
キスパート）
■定２０人（先着順）
■￥６０００円（各回１５００
円程度の材料費別途）

■持筆記用具
■申申込期限獅１０月１日捷

寄せ植え講座「秋の寄せ植え～秋を感
じさせる色鮮やかさ」
■時１０月１２日晶午前１０時～正午
■講野正美保子氏（コンテナガーデニン

の まさ

グマスター）
■定２０人（先着順）
■￥４０００円（材料費込）
■持薄手袋、はさみ、エプロン（ガーデ
ニング用）
■申申込期限施９月２８日晶

デンパーククラブハウスの
体験教室

仲秋のあかり祭

■￥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）
夜間開苑（ライトアップ＋語り）
午後９時まで開苑（入苑は８時３０分

まで）。２３日抄は午後６時３０分から３０分
間、語り部による地元民話を楽しめます。
■時９月２１日晶・２３日抄

秋月コンサート（和洋混成楽）
■時１０月２７日松午後６時～７時３０分
■内出演施弁天COZO

こぞう

■定１３０人（先着順）
■￥１０００円、中学生以下９００円（入苑料・
呈茶料を含む）

■申９月１９日昌午前９時から電話で丈山苑へ

丈山苑の催し

■時１０月２１日掌午前１０時～午後２時３０分
■場デンパーク
■内ソーセージロールパン教室・ビュッ
フェ

■対市内在住のひとり親家庭の子と保護者
■定４５人（先着順）
■￥１人１４００円（３歳以下は無料）
■申９月９日掌～２３日抄に、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

※９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）

ひとり親家庭おたのしみ会

■場アンフォーレ
■申９月５日昌からの午前９時～午後８
時（休館日を除く。松掌抄承は午後
６時まで）に電話か、催し名・氏名・
電話番号を、ファクス又はEメール
でアンフォーレ課（緯〈７６〉６１１１／胃

〈７７〉６０６６／tosyo@city.anjo.lg.jp）へ
陰英語読書会 もう一度英語のおもし
ろさにふれてみませんか。
英語はこりごりと思っている人、も
う一度チャレンジしてみませんか。英
語ならではの表現やいちばん面白いと
ころを取り上げて紹介します。
■時■内第１回（１０月６日松）施『英語の音
声やリズムを感じましょう』 第２
回（１１月３日抄）施『アメリカ文学を
読んでアメリカの心に触れましょ
う』 第３回（１１月２４日松）施『日常の
コミュニケーション英語を読んでみ
ましょう』 第４回（１２月２２日松）施
『翻訳ってどんなこと？言葉とイメ
ージの関係を考えましょう』 いず
れも午後２時～３時３０分（全４回）

■講成田重忠氏（元教諭）
■対中学生以上
■定３０人（先着順）
隠南吉ピアノ企画 レクチャーコンサ
ート『乙女のピアノ～南吉ピアノで聴
く女学生の音楽～』
かつて新美南吉が聴いたピアノ（南
吉ピアノ）で、南吉在職当時の女学生
達が演奏したピアノ曲や南吉が愛した
ショパンの作品等をお届けします。
■時１０月２７日松午後２時～４時（開場は
午後１時３０分）

■内演奏施加藤希央氏（ピアニスト・大
学講師）

■対小学生以上（小学生は保護者同伴）
※未就学児は入場不可。
■定２００人（先着順）

アンフォーレの催し
情
報
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■時期間・日時 ■場場所 ■内内容 ■講講師・指導 ■対対象・資格 ■定定員 ■￥費用 ■持持ち物 ■他その他

雅 広報あんじょう 2018.9.1

９月１７日抄の敬老の日にあわせて敬
老訪問等の敬老行事を行います。
■問高齢福祉課（緯〈７１〉２２２３）
敬老祝品・敬老金の贈呈
満８０歳以上の人に敬老祝品を、満８８
歳及び１００歳以上の人に敬老金（サルビ
ア商品券）を贈呈します。
敬老訪問
市内最高齢者、満１００歳の高齢者宅

を市長らが訪問し、長寿を祝います。
■時９月１０日捷・１１日昇

デンパークでスタンプラリー
お孫さんと一緒に楽しめるスタンプ
ラリーを開催。参加賞もあります。
■時９月１５日松午前９時３０分～午後３時
※景品がなくなり次第終了。
敬老の日浴場無料開放
■時９月１７日抄午前１０時～午後４時
■場市内各福祉センター
■対市内在住の６０歳以上
デンパーク無料入園
本紙１９ページ掲載の無料入園券で、
同行の家族１人まで一緒に入園できま
す。
■時有効期間獅入園券に記載
※９月１日松・２日掌・１５日松～１７
日抄・２２日松～２４日承は午後９時ま
で開園。
■対市内在住の６５歳以上

市の敬老行事

シンガーソングライター赤塩正樹氏
（元H２O）を迎えてのトークショー＆
ライブ。トークショーのテーマは「表
現すること、世界に一つしかないあな
たの声：歌と英語」。ライブでは心地よ
い歌声とメロディーをお楽しみください。
■時９月２９日松午後２時～３時３０分（開
場は午後１時３０分）

■定１５９人（要整理券）
※整理券を９月１５日松午前９時から
昭林公民館で配布。未就学児の入場
は不可。

■場■問昭林公民館（緯〈７７〉６６８８）

昭林コンサート

■時９月１４日晶午後１時～３時・１５日松

午前９時３０分～午後３時
■場中部公民館大会議室
■内暮らしと環境をテーマとした展示・
体験コーナー等
■問安城市消費生活学校・浅田さん（緯

０９０〈８４２２〉４２８６）、商工課（緯〈７１〉２２３５）

第４４回消費生活展「健康で幸せ
に生きる」～暮らしと環境～■時９月９日掌午前９時～正午

■場リサイクルプラザ
■問清掃事業所（緯〈７６〉３０５３）、当日の問
合せ（緯０９０〈９８９２〉２９３３）

今月の再生家具入札販売

■問堀内公園（緯〈９９〉５９４７）
体験！昔あそび
■時９月１５日松～１７日抄午前１０時～午後
３時（雨天中止）
■内コマ・竹馬・けん玉遊びの体験会
遊具に乗って綿菓子プレゼント
■時９月２２日松～２４日承午前９時～午後
４時
■内２２日施メルヘン号（汽車）２３日施メ
リーゴーランド ２４日施観覧車
■対小学生以下
■定各４００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１０月６日松・２２日捷諮①ノルディッ
クウォーキング獅午前９時３０分～１０
時３０分 ②棒びくす獅午前１１時～正午

■内①獅ポールの使い方、歩き方 ②獅

肩こり腰痛予防体操
■対小学生以上
■定①施各４０人 ②施各２０人 いずれも
先着順
■￥器具使用料各５００円。両方使用する
場合は８００円、器具を持参する場合
は無料
※料金当日支払。支払後は返金不可。

■持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、飲料

■申９月６日昭～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

■時９月１５日松午前７時３０分～午後６時
■場集合・解散獅市役所西駐車場 行先
獅水源の森（長野県根羽村）
※バスで移動します。

■対１８歳以上の市内在住・在勤・在学者
■定４０人（先着順）
■￥１０００円（昼食代込）
■持歩きやすい服装、飲料、帽子、雨具
■申９月３日捷～１０日捷に、催し名・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
事務局（胃〈５５〉１３１５／info@econet
anjo.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）

「矢作川水源の森」見学会

■場■申陰隠施各開催日の午前９時～正午、
韻～右施９月６日昭～各申込期限の
午前９時～午後８時（休館日を除く）
に、直接か電話で市スポーツセンタ
ー（緯〈７５〉３５４５）へ

陰アクアビクス教室体験
■時９月６日昭・１３日昭 いずれも午後
１時～２時

■対１８歳以上
■定各５人（先着順）
■持水着、水泳帽子
隠大人水泳体験会
■時９月７日晶・１４日晶 いずれも午後
１時～２時

■対１８歳以上の水泳初心者
■定各３人（先着順）
■持水着、水泳帽子、ゴーグル
韻【秋季】ウォーキング基本教室
■時１０月４日昭～２５日昭の毎週昭午前１０
時３０分～１１時３０分（全４回）
■場市総合運動公園内
■対６０歳以上で運動制限のない人
■定１０人程度（先着順）
■持運動のできる服装、運動シューズ、
帽子、タオル、飲料
■他雨天の場合は屋内施設で行うため施
設利用料と室内用シューズが必要
■申申込期限施１０月３日昌

吋ダンスエクササイズ
■時１０月６日松～２７日松の毎週松午後５
時３０分～６時３０分（全４回）
■対高校生以上
■定１５人程度（先着順）
■￥施設利用料
■持運動のできる服装、室内用シューズ、
タオル、飲料（ペットボトル）
■申申込期限施１０月５日晶

右競泳用ペースメーカー体験会
■時１０月７日掌午後１時～３時
■対小学生以上（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）
■定３０人（先着順）
■￥施設利用料
■持水着、水泳帽子、ゴーグル（必要な場合）
■申申込期限施１０月６日松

市スポーツセンターの催し・教室
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■￥６３００円（写真集代金別途）
■持カメラ、筆記用具
■申申込期限施１０月３日昌

世界のチーズ講座
■時１０月１１日昭、１１月８日昭、１２月１３日
昭午前１０時３０分～正午（全３回）
■講加藤純子氏（CPA
認定チーズプロフ
ェッショナル、
JSA認定ワインエ
キスパート）
■定２０人（先着順）
■￥６０００円（各回１５００
円程度の材料費別途）

■持筆記用具
■申申込期限獅１０月１日捷

寄せ植え講座「秋の寄せ植え～秋を感
じさせる色鮮やかさ」
■時１０月１２日晶午前１０時～正午
■講野正美保子氏（コンテナガーデニン

の まさ

グマスター）
■定２０人（先着順）
■￥４０００円（材料費込）
■持薄手袋、はさみ、エプロン（ガーデ
ニング用）
■申申込期限施９月２８日晶

デンパーククラブハウスの
体験教室

仲秋のあかり祭

■￥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）
夜間開苑（ライトアップ＋語り）
午後９時まで開苑（入苑は８時３０分

まで）。２３日抄は午後６時３０分から３０分
間、語り部による地元民話を楽しめます。
■時９月２１日晶・２３日抄

秋月コンサート（和洋混成楽）
■時１０月２７日松午後６時～７時３０分
■内出演施弁天COZO

こぞう

■定１３０人（先着順）
■￥１０００円、中学生以下９００円（入苑料・
呈茶料を含む）

■申９月１９日昌午前９時から電話で丈山苑へ

丈山苑の催し

■時１０月２１日掌午前１０時～午後２時３０分
■場デンパーク
■内ソーセージロールパン教室・ビュッ
フェ

■対市内在住のひとり親家庭の子と保護者
■定４５人（先着順）
■￥１人１４００円（３歳以下は無料）
■申９月９日掌～２３日抄に、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

※９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）

ひとり親家庭おたのしみ会

■場アンフォーレ
■申９月５日昌からの午前９時～午後８
時（休館日を除く。松掌抄承は午後
６時まで）に電話か、催し名・氏名・
電話番号を、ファクス又はEメール
でアンフォーレ課（緯〈７６〉６１１１／胃

〈７７〉６０６６／tosyo@city.anjo.lg.jp）へ
陰英語読書会 もう一度英語のおもし
ろさにふれてみませんか。
英語はこりごりと思っている人、も
う一度チャレンジしてみませんか。英
語ならではの表現やいちばん面白いと
ころを取り上げて紹介します。
■時■内第１回（１０月６日松）施『英語の音
声やリズムを感じましょう』 第２
回（１１月３日抄）施『アメリカ文学を
読んでアメリカの心に触れましょ
う』 第３回（１１月２４日松）施『日常の
コミュニケーション英語を読んでみ
ましょう』 第４回（１２月２２日松）施
『翻訳ってどんなこと？言葉とイメ
ージの関係を考えましょう』 いず
れも午後２時～３時３０分（全４回）

■講成田重忠氏（元教諭）
■対中学生以上
■定３０人（先着順）
隠南吉ピアノ企画 レクチャーコンサ
ート『乙女のピアノ～南吉ピアノで聴
く女学生の音楽～』
かつて新美南吉が聴いたピアノ（南
吉ピアノ）で、南吉在職当時の女学生
達が演奏したピアノ曲や南吉が愛した
ショパンの作品等をお届けします。
■時１０月２７日松午後２時～４時（開場は
午後１時３０分）

■内演奏施加藤希央氏（ピアニスト・大
学講師）

■対小学生以上（小学生は保護者同伴）
※未就学児は入場不可。
■定２００人（先着順）

アンフォーレの催し
情
報
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９月１７日抄の敬老の日にあわせて敬
老訪問等の敬老行事を行います。
■問高齢福祉課（緯〈７１〉２２２３）
敬老祝品・敬老金の贈呈
満８０歳以上の人に敬老祝品を、満８８
歳及び１００歳以上の人に敬老金（サルビ
ア商品券）を贈呈します。
敬老訪問
市内最高齢者、満１００歳の高齢者宅

を市長らが訪問し、長寿を祝います。
■時９月１０日捷・１１日昇

デンパークでスタンプラリー
お孫さんと一緒に楽しめるスタンプ
ラリーを開催。参加賞もあります。
■時９月１５日松午前９時３０分～午後３時
※景品がなくなり次第終了。
敬老の日浴場無料開放
■時９月１７日抄午前１０時～午後４時
■場市内各福祉センター
■対市内在住の６０歳以上
デンパーク無料入園
本紙１９ページ掲載の無料入園券で、
同行の家族１人まで一緒に入園できま
す。
■時有効期間獅入園券に記載
※９月１日松・２日掌・１５日松～１７
日抄・２２日松～２４日承は午後９時ま
で開園。
■対市内在住の６５歳以上

市の敬老行事

シンガーソングライター赤塩正樹氏
（元H２O）を迎えてのトークショー＆
ライブ。トークショーのテーマは「表
現すること、世界に一つしかないあな
たの声：歌と英語」。ライブでは心地よ
い歌声とメロディーをお楽しみください。
■時９月２９日松午後２時～３時３０分（開
場は午後１時３０分）

■定１５９人（要整理券）
※整理券を９月１５日松午前９時から
昭林公民館で配布。未就学児の入場
は不可。

■場■問昭林公民館（緯〈７７〉６６８８）

昭林コンサート

■時９月１４日晶午後１時～３時・１５日松

午前９時３０分～午後３時
■場中部公民館大会議室
■内暮らしと環境をテーマとした展示・
体験コーナー等
■問安城市消費生活学校・浅田さん（緯

０９０〈８４２２〉４２８６）、商工課（緯〈７１〉２２３５）

第４４回消費生活展「健康で幸せ
に生きる」～暮らしと環境～■時９月９日掌午前９時～正午

■場リサイクルプラザ
■問清掃事業所（緯〈７６〉３０５３）、当日の問
合せ（緯０９０〈９８９２〉２９３３）

今月の再生家具入札販売

■問堀内公園（緯〈９９〉５９４７）
体験！昔あそび
■時９月１５日松～１７日抄午前１０時～午後
３時（雨天中止）
■内コマ・竹馬・けん玉遊びの体験会
遊具に乗って綿菓子プレゼント
■時９月２２日松～２４日承午前９時～午後
４時
■内２２日施メルヘン号（汽車）２３日施メ
リーゴーランド ２４日施観覧車
■対小学生以下
■定各４００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１０月６日松・２２日捷諮①ノルディッ
クウォーキング獅午前９時３０分～１０
時３０分 ②棒びくす獅午前１１時～正午

■内①獅ポールの使い方、歩き方 ②獅

肩こり腰痛予防体操
■対小学生以上
■定①施各４０人 ②施各２０人 いずれも
先着順
■￥器具使用料各５００円。両方使用する
場合は８００円、器具を持参する場合
は無料
※料金当日支払。支払後は返金不可。

■持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、飲料

■申９月６日昭～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

■時９月１５日松午前７時３０分～午後６時
■場集合・解散獅市役所西駐車場 行先
獅水源の森（長野県根羽村）
※バスで移動します。

■対１８歳以上の市内在住・在勤・在学者
■定４０人（先着順）
■￥１０００円（昼食代込）
■持歩きやすい服装、飲料、帽子、雨具
■申９月３日捷～１０日捷に、催し名・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
事務局（胃〈５５〉１３１５／info@econet
anjo.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）

「矢作川水源の森」見学会

■場■申陰隠施各開催日の午前９時～正午、
韻～右施９月６日昭～各申込期限の
午前９時～午後８時（休館日を除く）
に、直接か電話で市スポーツセンタ
ー（緯〈７５〉３５４５）へ

陰アクアビクス教室体験
■時９月６日昭・１３日昭 いずれも午後
１時～２時

■対１８歳以上
■定各５人（先着順）
■持水着、水泳帽子
隠大人水泳体験会
■時９月７日晶・１４日晶 いずれも午後
１時～２時

■対１８歳以上の水泳初心者
■定各３人（先着順）
■持水着、水泳帽子、ゴーグル
韻【秋季】ウォーキング基本教室
■時１０月４日昭～２５日昭の毎週昭午前１０
時３０分～１１時３０分（全４回）
■場市総合運動公園内
■対６０歳以上で運動制限のない人
■定１０人程度（先着順）
■持運動のできる服装、運動シューズ、
帽子、タオル、飲料
■他雨天の場合は屋内施設で行うため施
設利用料と室内用シューズが必要
■申申込期限施１０月３日昌

吋ダンスエクササイズ
■時１０月６日松～２７日松の毎週松午後５
時３０分～６時３０分（全４回）
■対高校生以上
■定１５人程度（先着順）
■￥施設利用料
■持運動のできる服装、室内用シューズ、
タオル、飲料（ペットボトル）
■申申込期限施１０月５日晶

右競泳用ペースメーカー体験会
■時１０月７日掌午後１時～３時
■対小学生以上（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）
■定３０人（先着順）
■￥施設利用料
■持水着、水泳帽子、ゴーグル（必要な場合）
■申申込期限施１０月６日松

市スポーツセンターの催し・教室



■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。
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市長・副市長、教育長らが、参加者の皆さんから市政に関する意見を聴く
「市長と語ろう あんトーク」を下表のとおり開催します。
※いずれも１時間４５分程度を予定。
※関係町以外の人も参加可。

関係町（町内会等）名ところとき
里、井畑、石橋、橋目、柿 、尾崎、宇頭
茶屋、浜屋、東栄、今本北部公民館９月２９日松

午前１０時

下管池、箕輪、高棚、福釜、榎前西部福祉センター１０月２７日松

午前１０時
栄町、御幸、本町、本通り、朝日町、相生、
末広、花ノ木、日の出、南町、百石、城南、
大山、横山、赤松

昭林公民館１１月２３日抄

午前１０時

■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９月５日昌午前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９月１５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■申碧南消防署救急係（緯〈４１〉２６２５）
普通救命講習Ⅰ
■時９月１６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）
実技救命講習
■時９月２３日抄午前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
の使用法、止血法の実技を行います
■場■申高浜消防署救急係（緯〈５２〉１１９２）

救命講習会

■対市内在住・在勤・在学者
■定各８０人（当日先着順）
■他未就学児の無料託児（先着１０人）及び
手話通訳・要約筆記有。希望者は各
開催日の２週間前までに保健センタ
ーへ連絡してください
■場■問保健センター（緯〈７６〉１１３３）
歯垢を取り除け錘意外と知らないお口
のケア
■時１０月２日昇午後１時３０分～３時（受
付は午後１時から）
■講杉浦育子氏（北青山歯科 歯科医師）
緑内障について
■時１０月１５日捷午後１時３０分～２時３０分
（受付は午後１時から）
■講堀田和男氏（ほった眼科クリニック
医師）

市民健康講座

結婚・出産等により離職し、再就職
を考えている子育て中の女性に対し、
カウンセラーによる無料相談を実施し
ます（職業紹介はありません）。
■時１０月４日昭、１１月１日昭、１２月６日
昭、来年１月１０日昭、２月７日昭

いずれも午前９時３０分、１０時３０分、
１１時３０分（１人約５０分）
■場アンフォーレ
■対県内在住で再就職を考えている子育
て中の女性
■定各日３人（先着順）
■他無料託児有（相談日の１週間前まで
に予約してください）
■申９月１０日捷から各相談日の１週間前
までの午前８時３０分～午後５時１５分
（松掌抄承を除く）に、電話で市商工
課（緯〈７１〉２２３５）へ
■問ママ・ジョブ・あいち（緯０５２〈４８５〉
６９９６）

ママ・ジョブ・あいち無料
出張相談

■時９月８日松・２２日松午前１０時～正午、
午後１時～３時
■場■問歴史博物館（緯〈７７〉６６５５）

博物館ボランティアによる
常設展示ガイド 思い出の写真や暮らしのひとコマの

写真をデコレーションして、記念日に
プレゼントしたり、部屋に飾ったりし
てみませんか。
■時１０月２日昇午前１０時～正午
■場市民ギャラリー
■講池田麻紀氏（アルバムアドバイザー）
■定１２人（定員を超えた場合は抽選）
■￥１２００円（材料費込）
■持思い出の写真３～４枚
■申９月１５日松までに、講座名、代表者
の住所、参加者全員の氏名・年齢・
電話番号をはがき（必着）かファクス
で市民ギャラリー（〒４４６－００２６安城
町城堀３０／胃〈７７〉４４９１）へ
※はがき１枚で２人分まで申込可。
※市民ギャラリーHPからも申込可。

■問市民ギャラリー（緯〈７７〉６８５３）

スクラップブッキングづくり

調理実習を通して、料理の楽しさや
バランスの良い食事、生活習慣病予防
について学びます。
■時９月３０日掌午前１０時～午後１時３０分
（受付は午前９時３０分から）
■場市民交流センター
■内メニュー施野菜たっぷり元気もりも
りドライカレー、彩りヨーグルトサ
ラダ、デザート

■講食育メイト（安城市食育健康づくり
の会会員）
■対市内在住の小学生と父親又は祖父
■定１０組（先着順）
■￥１人３００円
■持エプロン、三角巾、タオル、子ども
用上履き、お茶又は水

■申９月６日昭～１３日昭午前８時３０分～
午後５時１５分（松掌を除く）に、電話
で保健センター（緯〈７６〉１１３３）へ

お父さんと子どもの料理教室

同じような経験や悩みごとがある本
人同士や家族同士で、仕事や生活につ
いて感じていることを話したり、情報
交換をしたりしませんか。日頃の思い
を安心して話し、尊重し、一緒に考え
る仲間に出会える場です。
■時１０月１３日松午前１０時～１１時３０分
■場アンフォーレ
■対若年性認知症と診断を受けた本人と
家族（６５歳未満で確定診断はなくて
も物忘れ等に不安を感じている人も
参加可）
■申９月５日昌からの午前８時３０分～午
後５時１５分（松掌抄承を除く）に、直
接か電話又は住所・氏名・年齢をE
メールで高齢福祉課（緯〈７１〉２２６４／
koufuku@city.anjo.lg.jp）へ

若年性認知症のご本人、ご
家族のつどい

■問秘書課広報広聴係（緯〈７１〉２２０２）
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■対市内在住者
■場■申９月１０日捷午前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。
子育て何でも相談広場
■時１０月２日昇午前１０時～１１時３０分
■内 Let’sトイレトレーニング
■講保健師
■対これから始める子と保護者
■定２０組（先着順）
育児講習会「アンガーマネジメントで
笑顔の子育てはじめの一歩」
■時１０月２３日昇午前１０時～１１時３０分
■講稲垣真紀子氏（（一社）日本アンガー
マネジメント協会 アンガーマネジ
メントコンサルタント）

■対乳幼児の保護者
■定３０人（先着順）
■他別室託児あり
親子遊び講習会「うたって★おどろう
リトミック♪」
■時１１月２０日昇午前１０時～１１時３０分
■講岡奈弥氏（い～ないちごリトミック代表）

な み

■対１歳６カ月～未就園の子と保護者
■定３０組（先着順）

子育て支援センター講習会

〈キリトリセン〉
興興デンパーク興興

敬老無料入園券
有効期間 ▼平成３０年９月１日松～９月３０日掌

（毎週昇を除く）
本券１枚で、市内在住の６５歳以上１人と同行の家族１人が
入園できます。（孫の付添い、６５歳以上1人のみも可）

［安城市高齢福祉課・（公財）安城都市農業振興協会］

〈キリトリセン〉
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リ
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〈キリトリセン〉
興興デンパーク興興

敬老無料入園券
有効期間 ▼平成３０年９月１日松～９月３０日掌

（毎週昇を除く）
本券１枚で、市内在住の６５歳以上１人と同行の家族１人が
入園できます。（孫の付添い、６５歳以上1人のみも可）

［安城市高齢福祉課・（公財）安城都市農業振興協会］

安祥公民館で活動している陶芸の自
主グループが作った作品の展示やチャ
リティバザーのほか、保育園児が作っ
た作品の展示、陶板羽子板の絵付け体
験、陶芸教室等、どなたでも楽しめる
まつりを開催します。
■時９月２９日松・３０日掌午前９時～午後
４時（３０日は午後３時まで）

■場■問安祥公民館（緯〈７７〉５０７０）
１日陶芸教室
手回しろくろを使って、陶芸作品を
作ります。
■時９月２９日松午前１０時～１１時４５分・午
後２時～３時４５分
■定各６組程度（１組４人まで。定員を
超えた場合は抽選）
■￥１人４００円
■他小学３年生以下は保護者同伴
■申９月１１日昇までに直接
安祥公民館へ
※右のQRコードから
も申込みできます。

第２７回市民陶芸まつり

ソーシャルスキルトレーニング（略
称SST）は、集団生活のルールや対人
関係を学び、実践的に行う練習です。
■場■問子ども発達支援センターあんス
テップ汐（緯〈７７〉７７９６）
■講佐藤眞由美氏（臨床心理士）
陰SST公開講座
■時９月２２日松午後１時３０分～４時頃
■内 SSTの考え方や実施について
■対 SSTに関心のある人、SST教室の受
講を希望する保護者
■定６０人（当日先着順）
隠SST教室
■時１０月６日松・２７日松、１１月１０日松・
２４日松、１２月８日松・２２日松、１月
1２日松、２月２日松 いずれも午後
１時３０分～３時３０分頃（全８回）

■対全ての回に参加でき、市内に住民登
録がある小学生と保護者
※受講には保護者が陰に参加する必
要があります。
■定６組（定員を超えた場合は申込書を
基に選考）
■￥１０００円
■申 SST公開講座終了後～９月２６日昌

午前８時３０分～午後５時１５分（掌抄

承を除く）に申込書を直接か郵送
（消印有効）であんステップ汐（〒
４４６－００４３城南町２－１０－３）へ
※申込書は陰の講座内で配付。

■場■申９月６日昭～各開催日３日前（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
に直接か、講座名・住所・氏名・年
齢・電話番号を電話・ファクスで環
境学習センターエコきち（緯・胃〈７６〉
７１４８）へ
※受付開始日は１家族１講座のみ。

間伐材パズルをつくろう
■時９月１５日松・２９日松・３０日掌午前１０
時～１１時３０分

■対４歳以上の子と保護者
■定各１０組（先着順）
■￥１組２００円
うどんづくり体験
■時９月１７日抄午前１０時～１１時３０分
■講古居敬子氏
■対４歳以上の子と保護者
■定１０組（先着順）
■￥１人２００円（保護者も要参加費）
■持エプロン、三角巾、マスク、ふきん、
ボウル（１８～２０尺）、お椀、箸

エコクッキー
■時９月２２日松午前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１０人（先着順）
■￥１人２００円（保護者も要参加費）
■持エプロン、三角巾、マスク、ふきん、皿
おはぎづくり体験
■時９月２３日抄午前１０時～１１時３０分
■講神谷直子氏
■対４歳以上の子と保護者
■定１０人（先着順）
■￥１人２００円（保護者も要参加費）
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エコきちへ行こう

あんステップ汐の講座・教室



■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。

餓広報あんじょう 2018.9.1

市長・副市長、教育長らが、参加者の皆さんから市政に関する意見を聴く
「市長と語ろう あんトーク」を下表のとおり開催します。
※いずれも１時間４５分程度を予定。
※関係町以外の人も参加可。

関係町（町内会等）名ところとき
里、井畑、石橋、橋目、柿 、尾崎、宇頭
茶屋、浜屋、東栄、今本北部公民館９月２９日松

午前１０時

下管池、箕輪、高棚、福釜、榎前西部福祉センター１０月２７日松

午前１０時
栄町、御幸、本町、本通り、朝日町、相生、
末広、花ノ木、日の出、南町、百石、城南、
大山、横山、赤松

昭林公民館１１月２３日抄

午前１０時

■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９月５日昌午前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９月１５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■申碧南消防署救急係（緯〈４１〉２６２５）
普通救命講習Ⅰ
■時９月１６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）
実技救命講習
■時９月２３日抄午前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
の使用法、止血法の実技を行います
■場■申高浜消防署救急係（緯〈５２〉１１９２）

救命講習会

■対市内在住・在勤・在学者
■定各８０人（当日先着順）
■他未就学児の無料託児（先着１０人）及び
手話通訳・要約筆記有。希望者は各
開催日の２週間前までに保健センタ
ーへ連絡してください
■場■問保健センター（緯〈７６〉１１３３）
歯垢を取り除け錘意外と知らないお口
のケア
■時１０月２日昇午後１時３０分～３時（受
付は午後１時から）
■講杉浦育子氏（北青山歯科 歯科医師）
緑内障について
■時１０月１５日捷午後１時３０分～２時３０分
（受付は午後１時から）
■講堀田和男氏（ほった眼科クリニック
医師）

市民健康講座

結婚・出産等により離職し、再就職
を考えている子育て中の女性に対し、
カウンセラーによる無料相談を実施し
ます（職業紹介はありません）。
■時１０月４日昭、１１月１日昭、１２月６日
昭、来年１月１０日昭、２月７日昭

いずれも午前９時３０分、１０時３０分、
１１時３０分（１人約５０分）
■場アンフォーレ
■対県内在住で再就職を考えている子育
て中の女性
■定各日３人（先着順）
■他無料託児有（相談日の１週間前まで
に予約してください）
■申９月１０日捷から各相談日の１週間前
までの午前８時３０分～午後５時１５分
（松掌抄承を除く）に、電話で市商工
課（緯〈７１〉２２３５）へ
■問ママ・ジョブ・あいち（緯０５２〈４８５〉
６９９６）

ママ・ジョブ・あいち無料
出張相談

■時９月８日松・２２日松午前１０時～正午、
午後１時～３時
■場■問歴史博物館（緯〈７７〉６６５５）

博物館ボランティアによる
常設展示ガイド 思い出の写真や暮らしのひとコマの

写真をデコレーションして、記念日に
プレゼントしたり、部屋に飾ったりし
てみませんか。
■時１０月２日昇午前１０時～正午
■場市民ギャラリー
■講池田麻紀氏（アルバムアドバイザー）
■定１２人（定員を超えた場合は抽選）
■￥１２００円（材料費込）
■持思い出の写真３～４枚
■申９月１５日松までに、講座名、代表者
の住所、参加者全員の氏名・年齢・
電話番号をはがき（必着）かファクス
で市民ギャラリー（〒４４６－００２６安城
町城堀３０／胃〈７７〉４４９１）へ
※はがき１枚で２人分まで申込可。
※市民ギャラリーHPからも申込可。

■問市民ギャラリー（緯〈７７〉６８５３）

スクラップブッキングづくり

調理実習を通して、料理の楽しさや
バランスの良い食事、生活習慣病予防
について学びます。
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■講食育メイト（安城市食育健康づくり
の会会員）
■対市内在住の小学生と父親又は祖父
■定１０組（先着順）
■￥１人３００円
■持エプロン、三角巾、タオル、子ども
用上履き、お茶又は水
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午後５時１５分（松掌を除く）に、電話
で保健センター（緯〈７６〉１１３３）へ

お父さんと子どもの料理教室

同じような経験や悩みごとがある本
人同士や家族同士で、仕事や生活につ
いて感じていることを話したり、情報
交換をしたりしませんか。日頃の思い
を安心して話し、尊重し、一緒に考え
る仲間に出会える場です。
■時１０月１３日松午前１０時～１１時３０分
■場アンフォーレ
■対若年性認知症と診断を受けた本人と
家族（６５歳未満で確定診断はなくて
も物忘れ等に不安を感じている人も
参加可）
■申９月５日昌からの午前８時３０分～午
後５時１５分（松掌抄承を除く）に、直
接か電話又は住所・氏名・年齢をE
メールで高齢福祉課（緯〈７１〉２２６４／
koufuku@city.anjo.lg.jp）へ

若年性認知症のご本人、ご
家族のつどい

■問秘書課広報広聴係（緯〈７１〉２２０２）
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■対市内在住者
■場■申９月１０日捷午前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。
子育て何でも相談広場
■時１０月２日昇午前１０時～１１時３０分
■内 Let’sトイレトレーニング
■講保健師
■対これから始める子と保護者
■定２０組（先着順）
育児講習会「アンガーマネジメントで
笑顔の子育てはじめの一歩」
■時１０月２３日昇午前１０時～１１時３０分
■講稲垣真紀子氏（（一社）日本アンガー
マネジメント協会 アンガーマネジ
メントコンサルタント）

■対乳幼児の保護者
■定３０人（先着順）
■他別室託児あり
親子遊び講習会「うたって★おどろう
リトミック♪」
■時１１月２０日昇午前１０時～１１時３０分
■講岡奈弥氏（い～ないちごリトミック代表）

な み

■対１歳６カ月～未就園の子と保護者
■定３０組（先着順）
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安祥公民館で活動している陶芸の自
主グループが作った作品の展示やチャ
リティバザーのほか、保育園児が作っ
た作品の展示、陶板羽子板の絵付け体
験、陶芸教室等、どなたでも楽しめる
まつりを開催します。
■時９月２９日松・３０日掌午前９時～午後
４時（３０日は午後３時まで）

■場■問安祥公民館（緯〈７７〉５０７０）
１日陶芸教室
手回しろくろを使って、陶芸作品を
作ります。
■時９月２９日松午前１０時～１１時４５分・午
後２時～３時４５分
■定各６組程度（１組４人まで。定員を
超えた場合は抽選）
■￥１人４００円
■他小学３年生以下は保護者同伴
■申９月１１日昇までに直接
安祥公民館へ
※右のQRコードから
も申込みできます。

第２７回市民陶芸まつり

ソーシャルスキルトレーニング（略
称SST）は、集団生活のルールや対人
関係を学び、実践的に行う練習です。
■場■問子ども発達支援センターあんス
テップ汐（緯〈７７〉７７９６）
■講佐藤眞由美氏（臨床心理士）
陰SST公開講座
■時９月２２日松午後１時３０分～４時頃
■内 SSTの考え方や実施について
■対 SSTに関心のある人、SST教室の受
講を希望する保護者
■定６０人（当日先着順）
隠SST教室
■時１０月６日松・２７日松、１１月１０日松・
２４日松、１２月８日松・２２日松、１月
1２日松、２月２日松 いずれも午後
１時３０分～３時３０分頃（全８回）

■対全ての回に参加でき、市内に住民登
録がある小学生と保護者
※受講には保護者が陰に参加する必
要があります。
■定６組（定員を超えた場合は申込書を
基に選考）
■￥１０００円
■申 SST公開講座終了後～９月２６日昌

午前８時３０分～午後５時１５分（掌抄

承を除く）に申込書を直接か郵送
（消印有効）であんステップ汐（〒
４４６－００４３城南町２－１０－３）へ
※申込書は陰の講座内で配付。

■場■申９月６日昭～各開催日３日前（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
に直接か、講座名・住所・氏名・年
齢・電話番号を電話・ファクスで環
境学習センターエコきち（緯・胃〈７６〉
７１４８）へ
※受付開始日は１家族１講座のみ。

間伐材パズルをつくろう
■時９月１５日松・２９日松・３０日掌午前１０
時～１１時３０分

■対４歳以上の子と保護者
■定各１０組（先着順）
■￥１組２００円
うどんづくり体験
■時９月１７日抄午前１０時～１１時３０分
■講古居敬子氏
■対４歳以上の子と保護者
■定１０組（先着順）
■￥１人２００円（保護者も要参加費）
■持エプロン、三角巾、マスク、ふきん、
ボウル（１８～２０尺）、お椀、箸

エコクッキー
■時９月２２日松午前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１０人（先着順）
■￥１人２００円（保護者も要参加費）
■持エプロン、三角巾、マスク、ふきん、皿
おはぎづくり体験
■時９月２３日抄午前１０時～１１時３０分
■講神谷直子氏
■対４歳以上の子と保護者
■定１０人（先着順）
■￥１人２００円（保護者も要参加費）
■持エプロン、三角巾、マスク、ふきん、
箸、皿、持ち帰り容器

エコきちへ行こう

あんステップ汐の講座・教室
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興興デンパーク興興

敬老無料入園券
有効期間 ▼表面に記載しています

★本券の払戻し、再発行はできません
★本券の転売・コピーは禁止します

利用人数 □１人 □２人

〈キリトリセン〉

興興デンパーク興興

敬老無料入園券
有効期間 ▼表面に記載しています

★本券の払戻し、再発行はできません
★本券の転売・コピーは禁止します

利用人数 □１人 □２人

仕事と生活の調和した社会を実現す
るには、経営者や管理職がその必要性
を理解し行動することが鍵となります。
そこで、働き方の見直し、チームワ
ークの重要性等について理解促進を図
るためのセミナーを開催します。
■時１０月１０日昌午後１時３０分～４時
■場アンフォーレ
■内■講ワーク・ライフ・バランスの取組
みを紹介します
基調講演施「経営者が働きたい会社
は、社員も働きたい会社」梶川洋氏
（中小企業診断士）
事例発表施川合誠治氏（メトロ電気
工業叙代表取締役社長）、甲斐毅氏（叙

たけし

キャプテックス取締役）、西田礼子氏
（叙デンソー人材活躍推進課担当係長）
■対企業の管理職、中小企業経営者等
■定３０人（先着順）
■申１０月３日昌までの午前９時～午後５
時（松掌抄承を除く）に、電話で県西
三河県民事務所産業労働課（緯０５６４
〈２７〉２７８２）へ

イクボスセミナー

家族の夢って何だろう？子どもが生
まれて、少し変わったかも。「時間」や
「お金」「キャリアプラン」等、夫婦で一
緒に考えるワーク＆キャリアプラン講
座を開催します。この機会に、家族の
夢について家族会議をしてみませんか。
■時９月３０日掌午前１０時～正午
■場市民交流センター
■講鬼木利恵氏（

おに き

叙eight代表取締役）
エイト

■定１５人（先着順）
■￥１００円（茶菓子代）
■他会場内見守り託児有
■申９月２９日松までの午前９時～午後８
時（休館日を除く）に電話か、催し名・
住所・氏名・参加人数・電話番号を、
ファクスかEメールで市民交流セン
ター（緯〈７１〉０６０１／胃〈７１〉０６６８／info
@wakuwakucenter.jp）へ

「ママの働く・活動する」を
応援する講座withパパ

「救急の日」である９月９日に救急業
務及び救急医療の普及啓発を図るため、
“もっと知ろうよきゅうＱたい衣浦東
部消防局「救急の日２０１８」”を開催しま
す。
■時９月９日掌午前９時３０分～１１時５０分
※衣浦東部広域連合管内の一部又は
全域に気象警報が発令された場合、
相当規模の災害が発生又は発生する
恐れがある場合は中止。

■場アンフォーレ
■内市民フォーラム諮演題施「大丈夫か
救急医療！」～最後の砦を皆で守ろ
う～ 講師施田渕昭彦氏（安城市災
害医療コーディネーター、安城更生
病院救急科代表部長） 定員施２００人
（当日先着順）
■他救急活動の実演コーナーや、きーぼ
ー・ちりゅっぴと記念撮影等、様々
なコーナーがあります

■問衣浦東部広域連合消防課（緯〈６３〉０１３５）

もっと知ろうよ きゅうＱ
たい「救急の日２０１８」

ごみ埋立場跡地の農地でひまわりを
栽培しています。周辺環境や廃棄物に
対する関心の向上及び人々のふれあい
や交流を目的として開催されます。
■時９月１６日掌午前９時３０分～１１時３０分
■場えのき保育園と長田川の間のひまわ
り畑・ひまわり広場（榎前町宮下地内）
■内安城七夕親善大使撮影会、産直市、不
要品バザー、スーパーボールすくい等
■問清掃事業所（緯〈７６〉３０５３）

榎前町せせらぎひまわりま
つり

大浜騒動の舞台となった市内及び近
隣市の寺院・史跡をバスで巡ります。
■時１０月６日松午前９時～午後４時３０分
■場集合・解散獅歴史博物館
■内行先諮安城市獅蓮泉寺、護法有志の
墓、城泉寺 岡崎市施暮戸会所 碧

くれ ど

南市施池端蓮
れん

成
じょう

寺、洋々医館跡、大
よう よう

浜陣屋広場、林泉寺 西尾市施殉教
記念碑
■講天野暢保氏（市文化財保護委員長）

のぶ やす

■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（昼食代込）
■持歩きやすい服装・靴、筆記用具、傘、
水筒、帽子、常備薬、虫除け等
■申９月１４日晶までに、住所・氏名・年
齢・電話番号をはがき（必着）かファ
クス・Ｅメールで、文化振興課「第２
回あおぞら歴史教室」係（〒４４６－００
２６安城町城堀３０／胃〈７７〉６６００／bunka
zai@city.anjo.lg.jp）へ
※はがき１枚で２人分まで申込可。

■問文化振興課（緯〈７７〉４４７７）

第２回あおぞら歴史教室
「大浜騒動史跡を巡るⅢ」

■時９月８日松

１回目施午後６時１５分～６時４５分
２回目施午後７時～７時３０分
■内９月は「JAZZの夕べ」。市内在住の
ジャズボーカリスト長谷部泰子さん
と、主に三河地区で活躍中の野本謙

かね

之さん（ベーシスト）、牧哲也さん（ピ
ゆき

アニスト）による「長谷部泰子トリオ」
の素敵なライブをお楽しみください。
ドリンク付有料席有
■問安城プロモーションズ（アンフォー
レ総合案内／緯〈７６〉１４００）

アンフォーレエントランス
ライブ

情
報
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ス
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ら
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さ
い

■時期間・日時 ■場場所 ■内内容 ■講講師・指導 ■対対象・資格 ■定定員 ■￥費用 ■持持ち物 ■他その他
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９月は健康増進普及月間です。自分
のカラダのこと、知っていますか？検
診を受診して自分のカラダを知り、元
気な生活を送れる健康寿命を延ばしま
しょう。
今年度から、胃がん検診に胃内視鏡
検査が加わりました。対象者は５０歳以
上で偶数月生まれの人です。また、子
宮頸がん検診の受診期間を３月３１日ま

けい

で延長しました。市の検診事業につい
ては市HPか本紙５月１日号を確認し
てください。
■問保健センター（緯〈７６〉１１３３）

がん検診を受けましょう

地球環境の保全と財政負担の軽減を
目的として、市内の道路、公園、駅施
設の照明灯約２９００基をLED化し、使用
する電力量を削減することで、地球温
暖化対策及び省エネルギー化を図りま
す。
この事業は、環境省の補助金を利用
して実施します。市内の電気工事事業
者が工事を行い、来年１月末の工事完
了を予定しています。
■問維持管理課（緯〈７１〉２２３７）

道路、駅、公園の照明灯を
LED化します

衣浦東部広域連合消防局の平成２９年
中の救急出動件数２２０１１件、搬送人員
数２０７３５人はともに過去最多でした。
救急出動件数の増加は、救急車を遠
いところから出動させることになり、
現場到着までの時間を遅らせてしまう
場合があります。さらに、搬送された
人の約半数が、「軽症」であったという
現状もあります。このままでは本当に
緊急性のある傷病者への対応が遅れて
しまい、救えるはずの命が救えなくな
るおそれがあります。
救急車は限りある資源です。尊い命
を救うために、適正利用をお願いしま
す。
■問衣浦東部広域連合消防課（緯〈６３〉０１３５）

救急車の適正利用にご協力を

平成２８年度自殺対策に関する意識調
査で約５人に１人が「これまでに本気
で自殺を考えたことがある」と回答し
ています。
一人で抱え込まず、保健所や専門機
関に相談してください。また、あなた
の周りの悩んでいる人にも紹介してあ
げてください。そして、一人ではない
と温かく寄り添いましょう。
衣浦東部保健所では、電話や面接（要
予約）で、こころの健康相談を実施し
ています。
■時こころの健康相談施捷～晶午前９時
～午後４時３０分
※抄、承、正午～午後１時を除く。

■問衣浦東部保健所健康支援課（緯〈２１〉
９３３７）

９月１０日～１６日は自殺予防
週間

「孫や息子をかたった電話があった」
「嫌がらせメールが届いて不安だ」これ
らはまず「＃９１１０」へ。警察で解決でき
ないものは、専門の相談機関を案内し
ます。安心して相談してください。
■内警察相談専用電話獅緯＃９１１０
※捷～晶午前９時～午後５時（抄承、
年末年始を除く。相談料無料）。
※ダイヤル回線及び一部のIP電話
からかけるときは（緯０５２〈９５３〉９１１０）。
■他愛知県警HPに、「よくある警察相談
Q&A」等、警察相談の情報掲載有
■問安城警察署（緯〈７６〉０１１０）、市市民安
全課（緯〈７１〉２２１９）

９月１１日は警察相談の日

総務省統計局では、１０月１日現在の
内容で住宅・土地統計調査を実施しま
す。
この調査は、住生活に関する最も基
本的で重要な調査で、全国約３７０万世
帯を対象とした大規模な調査です。統
計調査員が対象世帯に調査票を持って
伺います。インターネット又は紙の調
査票のいずれかで回答してください。
なお、提出された調査票については、
統計法に基づき調査内容の秘密は厳守
されます。
■問経営管理課（緯〈７１〉２２０５）

平成３０年住宅・土地統計調
査にご協力を

県手帳・県勢要覧・県地図
の購入予約を受付
■申９月２８日晶までの午前８時３０分～午
後５時１５分（松掌抄承を除く）に、直
接か電話で経営管理課（緯〈７１〉２２０５）へ

２０１９年版愛知県手帳
■内見開きカレンダー、見開き１週間日
記、県内市町村のイベント紹介等各
種情報を掲載。１５尺×９尺で黒と赤
の２種類

■￥５００円
あいち県勢要覧２０１９
■内統計表とグラフでみる県・市町村の
概要。裏面は１７万分の１のカラー地
図を掲載。Ａ１判、４色刷
■￥３００円
愛知県地図
■内Ａ１判の白地図（平成２４年１０月時点
の内容）
■￥１５０円

指定管理者外部評価部会において、
下記指定管理者の昨年度の管理運営実
績について４人の委員が第三者の視点
から客観的に評価を行いました。評価
結果の詳細は、経営管理課・市HPで
閲覧できます。
指定管理者（管理運営施設）施（福）ぬく
もり福祉会（虹の家）、西三河エリアワ
ン・エコネットあんじょうグループ
（秋葉いこいの広場）、叙愛知スイミン
グ三河安城支店（堀内公園、レジャー
プール）、コニックス叙（安祥閣）、安祥
文化のさと地域運営共同体（歴史博物
館ほか３施設）、叙ピーアンドピー（丈
山苑）
■問経営管理課（緯〈７１〉２２０５）

指定管理者の管理運営に対
する外部評価を実施

■時休日営業獅９月２３日抄、１０月７日掌

午前８時３０分～午後５時１５分 夜間
営業獅９月２８日晶、１０月５日晶午後
５時１５分～８時

■内市役所閉庁時間帯に、市税の納め忘
れのある人に電話で案内します。す
でに納付している人へ行き違いで案
内する場合がありますのでご容赦く
ださい。なお、市税に関する簡単な
問合せにも答えます
対象税目獅市民税・県民税、固定資
産税、軽自動車税、国民健康保険税
電話番号獅（緯〈７１〉２２８８／安城市税
コールセンター直通）
※安城市税コールセンターは銀行口
座への入金誘導や訪問徴収は行いま
せん。特殊詐欺にご注意ください。

■問納税課（緯〈７１〉２２１７）

安城市税コールセンター
土日・夜間営業日
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有効期間 ▼表面に記載しています

★本券の払戻し、再発行はできません
★本券の転売・コピーは禁止します

利用人数 □１人 □２人

仕事と生活の調和した社会を実現す
るには、経営者や管理職がその必要性
を理解し行動することが鍵となります。
そこで、働き方の見直し、チームワ
ークの重要性等について理解促進を図
るためのセミナーを開催します。
■時１０月１０日昌午後１時３０分～４時
■場アンフォーレ
■内■講ワーク・ライフ・バランスの取組
みを紹介します
基調講演施「経営者が働きたい会社
は、社員も働きたい会社」梶川洋氏
（中小企業診断士）
事例発表施川合誠治氏（メトロ電気
工業叙代表取締役社長）、甲斐毅氏（叙

たけし

キャプテックス取締役）、西田礼子氏
（叙デンソー人材活躍推進課担当係長）
■対企業の管理職、中小企業経営者等
■定３０人（先着順）
■申１０月３日昌までの午前９時～午後５
時（松掌抄承を除く）に、電話で県西
三河県民事務所産業労働課（緯０５６４
〈２７〉２７８２）へ

イクボスセミナー

家族の夢って何だろう？子どもが生
まれて、少し変わったかも。「時間」や
「お金」「キャリアプラン」等、夫婦で一
緒に考えるワーク＆キャリアプラン講
座を開催します。この機会に、家族の
夢について家族会議をしてみませんか。
■時９月３０日掌午前１０時～正午
■場市民交流センター
■講鬼木利恵氏（

おに き

叙eight代表取締役）
エイト

■定１５人（先着順）
■￥１００円（茶菓子代）
■他会場内見守り託児有
■申９月２９日松までの午前９時～午後８
時（休館日を除く）に電話か、催し名・
住所・氏名・参加人数・電話番号を、
ファクスかEメールで市民交流セン
ター（緯〈７１〉０６０１／胃〈７１〉０６６８／info
@wakuwakucenter.jp）へ

「ママの働く・活動する」を
応援する講座withパパ

「救急の日」である９月９日に救急業
務及び救急医療の普及啓発を図るため、
“もっと知ろうよきゅうＱたい衣浦東
部消防局「救急の日２０１８」”を開催しま
す。
■時９月９日掌午前９時３０分～１１時５０分
※衣浦東部広域連合管内の一部又は
全域に気象警報が発令された場合、
相当規模の災害が発生又は発生する
恐れがある場合は中止。

■場アンフォーレ
■内市民フォーラム諮演題施「大丈夫か
救急医療！」～最後の砦を皆で守ろ
う～ 講師施田渕昭彦氏（安城市災
害医療コーディネーター、安城更生
病院救急科代表部長） 定員施２００人
（当日先着順）
■他救急活動の実演コーナーや、きーぼ
ー・ちりゅっぴと記念撮影等、様々
なコーナーがあります

■問衣浦東部広域連合消防課（緯〈６３〉０１３５）

もっと知ろうよ きゅうＱ
たい「救急の日２０１８」

ごみ埋立場跡地の農地でひまわりを
栽培しています。周辺環境や廃棄物に
対する関心の向上及び人々のふれあい
や交流を目的として開催されます。
■時９月１６日掌午前９時３０分～１１時３０分
■場えのき保育園と長田川の間のひまわ
り畑・ひまわり広場（榎前町宮下地内）
■内安城七夕親善大使撮影会、産直市、不
要品バザー、スーパーボールすくい等
■問清掃事業所（緯〈７６〉３０５３）

榎前町せせらぎひまわりま
つり

大浜騒動の舞台となった市内及び近
隣市の寺院・史跡をバスで巡ります。
■時１０月６日松午前９時～午後４時３０分
■場集合・解散獅歴史博物館
■内行先諮安城市獅蓮泉寺、護法有志の
墓、城泉寺 岡崎市施暮戸会所 碧

くれ ど

南市施池端蓮
れん

成
じょう

寺、洋々医館跡、大
よう よう

浜陣屋広場、林泉寺 西尾市施殉教
記念碑
■講天野暢保氏（市文化財保護委員長）

のぶ やす

■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（昼食代込）
■持歩きやすい服装・靴、筆記用具、傘、
水筒、帽子、常備薬、虫除け等
■申９月１４日晶までに、住所・氏名・年
齢・電話番号をはがき（必着）かファ
クス・Ｅメールで、文化振興課「第２
回あおぞら歴史教室」係（〒４４６－００
２６安城町城堀３０／胃〈７７〉６６００／bunka
zai@city.anjo.lg.jp）へ
※はがき１枚で２人分まで申込可。

■問文化振興課（緯〈７７〉４４７７）

第２回あおぞら歴史教室
「大浜騒動史跡を巡るⅢ」

■時９月８日松

１回目施午後６時１５分～６時４５分
２回目施午後７時～７時３０分
■内９月は「JAZZの夕べ」。市内在住の
ジャズボーカリスト長谷部泰子さん
と、主に三河地区で活躍中の野本謙

かね

之さん（ベーシスト）、牧哲也さん（ピ
ゆき

アニスト）による「長谷部泰子トリオ」
の素敵なライブをお楽しみください。
ドリンク付有料席有
■問安城プロモーションズ（アンフォー
レ総合案内／緯〈７６〉１４００）

アンフォーレエントランス
ライブ

情
報
ボ
ッ
ク
ス
は
左
側
か
ら
お
読
み
く
だ
さ
い

■時期間・日時 ■場場所 ■内内容 ■講講師・指導 ■対対象・資格 ■定定員 ■￥費用 ■持持ち物 ■他その他
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９月は健康増進普及月間です。自分
のカラダのこと、知っていますか？検
診を受診して自分のカラダを知り、元
気な生活を送れる健康寿命を延ばしま
しょう。
今年度から、胃がん検診に胃内視鏡
検査が加わりました。対象者は５０歳以
上で偶数月生まれの人です。また、子
宮頸がん検診の受診期間を３月３１日ま

けい

で延長しました。市の検診事業につい
ては市HPか本紙５月１日号を確認し
てください。
■問保健センター（緯〈７６〉１１３３）

がん検診を受けましょう

地球環境の保全と財政負担の軽減を
目的として、市内の道路、公園、駅施
設の照明灯約２９００基をLED化し、使用
する電力量を削減することで、地球温
暖化対策及び省エネルギー化を図りま
す。
この事業は、環境省の補助金を利用
して実施します。市内の電気工事事業
者が工事を行い、来年１月末の工事完
了を予定しています。
■問維持管理課（緯〈７１〉２２３７）

道路、駅、公園の照明灯を
LED化します

衣浦東部広域連合消防局の平成２９年
中の救急出動件数２２０１１件、搬送人員
数２０７３５人はともに過去最多でした。
救急出動件数の増加は、救急車を遠
いところから出動させることになり、
現場到着までの時間を遅らせてしまう
場合があります。さらに、搬送された
人の約半数が、「軽症」であったという
現状もあります。このままでは本当に
緊急性のある傷病者への対応が遅れて
しまい、救えるはずの命が救えなくな
るおそれがあります。
救急車は限りある資源です。尊い命
を救うために、適正利用をお願いしま
す。
■問衣浦東部広域連合消防課（緯〈６３〉０１３５）

救急車の適正利用にご協力を

平成２８年度自殺対策に関する意識調
査で約５人に１人が「これまでに本気
で自殺を考えたことがある」と回答し
ています。
一人で抱え込まず、保健所や専門機
関に相談してください。また、あなた
の周りの悩んでいる人にも紹介してあ
げてください。そして、一人ではない
と温かく寄り添いましょう。
衣浦東部保健所では、電話や面接（要

予約）で、こころの健康相談を実施し
ています。
■時こころの健康相談施捷～晶午前９時
～午後４時３０分
※抄、承、正午～午後１時を除く。

■問衣浦東部保健所健康支援課（緯〈２１〉
９３３７）

９月１０日～１６日は自殺予防
週間

「孫や息子をかたった電話があった」
「嫌がらせメールが届いて不安だ」これ
らはまず「＃９１１０」へ。警察で解決でき
ないものは、専門の相談機関を案内し
ます。安心して相談してください。
■内警察相談専用電話獅緯＃９１１０
※捷～晶午前９時～午後５時（抄承、
年末年始を除く。相談料無料）。
※ダイヤル回線及び一部のIP電話
からかけるときは（緯０５２〈９５３〉９１１０）。

■他愛知県警HPに、「よくある警察相談
Q&A」等、警察相談の情報掲載有
■問安城警察署（緯〈７６〉０１１０）、市市民安
全課（緯〈７１〉２２１９）

９月１１日は警察相談の日

総務省統計局では、１０月１日現在の
内容で住宅・土地統計調査を実施しま
す。
この調査は、住生活に関する最も基
本的で重要な調査で、全国約３７０万世
帯を対象とした大規模な調査です。統
計調査員が対象世帯に調査票を持って
伺います。インターネット又は紙の調
査票のいずれかで回答してください。
なお、提出された調査票については、
統計法に基づき調査内容の秘密は厳守
されます。
■問経営管理課（緯〈７１〉２２０５）

平成３０年住宅・土地統計調
査にご協力を

県手帳・県勢要覧・県地図
の購入予約を受付
■申９月２８日晶までの午前８時３０分～午
後５時１５分（松掌抄承を除く）に、直
接か電話で経営管理課（緯〈７１〉２２０５）へ

２０１９年版愛知県手帳
■内見開きカレンダー、見開き１週間日
記、県内市町村のイベント紹介等各
種情報を掲載。１５尺×９尺で黒と赤
の２種類

■￥５００円
あいち県勢要覧２０１９
■内統計表とグラフでみる県・市町村の
概要。裏面は１７万分の１のカラー地
図を掲載。Ａ１判、４色刷
■￥３００円
愛知県地図
■内Ａ１判の白地図（平成２４年１０月時点
の内容）
■￥１５０円

指定管理者外部評価部会において、
下記指定管理者の昨年度の管理運営実
績について４人の委員が第三者の視点
から客観的に評価を行いました。評価
結果の詳細は、経営管理課・市HPで
閲覧できます。
指定管理者（管理運営施設）施（福）ぬく
もり福祉会（虹の家）、西三河エリアワ
ン・エコネットあんじょうグループ
（秋葉いこいの広場）、叙愛知スイミン
グ三河安城支店（堀内公園、レジャー
プール）、コニックス叙（安祥閣）、安祥
文化のさと地域運営共同体（歴史博物
館ほか３施設）、叙ピーアンドピー（丈
山苑）
■問経営管理課（緯〈７１〉２２０５）

指定管理者の管理運営に対
する外部評価を実施

■時休日営業獅９月２３日抄、１０月７日掌

午前８時３０分～午後５時１５分 夜間
営業獅９月２８日晶、１０月５日晶午後
５時１５分～８時

■内市役所閉庁時間帯に、市税の納め忘
れのある人に電話で案内します。す
でに納付している人へ行き違いで案
内する場合がありますのでご容赦く
ださい。なお、市税に関する簡単な
問合せにも答えます
対象税目獅市民税・県民税、固定資
産税、軽自動車税、国民健康保険税
電話番号獅（緯〈７１〉２２８８／安城市税
コールセンター直通）
※安城市税コールセンターは銀行口
座への入金誘導や訪問徴収は行いま
せん。特殊詐欺にご注意ください。

■問納税課（緯〈７１〉２２１７）

安城市税コールセンター
土日・夜間営業日
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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。

９月８日松に明祥プラザ北の田んぼ
（和泉町）で開催する「明祥地域どろん
こまつり」を撮影した写真を募集しま
す。
■内作品規格獅２Ｌ～Ａ４又は四ツ切
賞諮市長賞（１点）獅賞状・図書カー
ド２０００円分 議長賞（１点）獅賞状・
図書カード２０００円分 発表・表彰獅

１０月末に入賞者に直接通知。１１月１１
日掌明祥プラザまつりにて表彰
■他募集した写真は１０月２日昇～２１日掌

午前９時～午後９時（休館日を除く）
に明祥プラザで展示します
■申９月８日松～２５日昇午前９時～午後
９時（休館日を除く）に、必要事項を
記載した応募票を作品裏面に貼付し、
持参か郵送（必着）で明祥公民館（〒
４４４－１２２１和泉町大下３８－１）へ
※応募票・応募要項は同館・市HP
で配布。
※詳細は応募要項で確認してくださ
い。
■問明祥公民館（緯〈９２〉３５２１）

明祥地域どろんこまつり写
真展作品■内賃金獅時給８８０円（松掌抄は１００円増）、

通勤割増１日２００円 休日施応相談
■申９月１０日捷までの午前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。

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

■定各２人
インフォメーションスタッフ
■内職務内容獅電話対応等のインフォメ
ーション事務 勤務日時施松掌抄を
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
メルヘン号スタッフ
■内職務内容獅メルヘン号の運転及び乗
務補助 勤務日時施松掌抄を含む午
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

デンパークのスタッフ

安祥文化のさとまつりボラ
ンティア
歴史博物館周辺の施設や公園で開催
する「安祥文化のさとまつり」で、模擬
店の手伝い、汁物ふるまいの案内や整
理等をするボランティアを募集します。
■内活動日時施９月２９日松・３０日掌午前
９時～午後４時（時間は応相談） 活
動場所施安祥城址公園一帯

■定各３人程度
■申９月１４日晶までの午前９時～午後５
時（休館日を除く）に、電話で歴史博
物館（緯〈７７〉６６５５）へ

■内職種獅看護師 勤務場所獅休日夜間
急病診療所（保健センター併設） 職
務内容獅診察介助等 雇用期間施１０
月１日から（応相談、研修期間有）
勤務日数施月５～１０日程度 勤務日
時諮捷～晶施午後８時～１０時 松施

午後５時～９時３０分 掌抄・年末年
始獅午前８時３０分～午後５時（休憩
６０分）又は午後５時３０分～９時３０分
賃金獅時給１８１３円から（勤務日・時
間により設定）、通勤割増１日２００円
選考施面接（９月２１日晶）

■定若干名
■申９月３日捷～１８日昇午前８時３０分～
午後５時１５分（松掌抄を除く）に、看
護師免許証原本と顔写真付履歴書を
持ち保健センターへ

■問保健センター（緯〈７６〉１１３３）

休日夜間急病診療所看護師

となみ庄川散居村縦断マラ
ソン２０１８出場者
■時１１月１８日掌午前８時５０分
■場砺波チューリップ公園（富山県砺波市）
■内種目施ファミリージョギング、２灼、
３灼、１０灼、ハーフマラソンの部

■申９月３０日掌までに、大会HPから
■問となみ庄川散居村縦断マラソン実行
委員会（緯０７６３〈３２〉５２４０）

「安城市緑の基本計画」の見直しにあ
たり、パブリックコメントによる意見
を募集します。この計画は、市の緑地
の保全及び緑化の推進に関する基本方
針を定めるためのものです。
■時計画閲覧期間獅９月１４日晶～１０月１５
日捷午前８時３０分～午後５時１５分
（閉庁・休館日を除く）
■場計画閲覧場所獅公園緑地課、市民交
流センター、各地区公民館、アン
フォーレ、社会福祉会館
※市HPでも閲覧できます。
■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
ールで公園緑地課（〒４４６－８５０１住所
不要／胃〈７６〉００６６／ koen@city.
anjo.lg.jp）へ
※電話受付不可。個別回答はしません。
■問公園緑地課（緯〈７１〉２２４４）

パブリックコメントによる
意見

＃一番住みたい愛知SNS
フォトコンテストの作品
県では、“愛知県の素敵なヒト・モノ・

コト・バショ”の写真を募集しています。
■内応募方法施陰インスタグラム又はツ
イッターで「＃一番住みたい愛知SNS
フォトコンテスト」公式アカウント
をフォロー 隠撮影日・場所を明記
し、ハッシュタグ「＃一番住みたい
愛知」を付けて写真を投稿 応募期
間施１０月３１日昌まで
※詳細は右のＱＲコー
ドから確認できます。

■他優秀作品の応募者には、
愛知県ゆかりの素敵な賞品を贈呈

■問県政策企画局企画課（緯０５２〈９５４〉６０８９）
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※Applicationsandinquirieswillbein
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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。
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■内職種獅看護師 勤務場所獅休日夜間
急病診療所（保健センター併設） 職
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