
■問堀内公園（緯〈９９〉５９４７）
赤ちゃんハイハイレース
■時９月２９日松午前１０時３０分（受付は午
前１０時から公園管理事務所前）
※雨天の場合は３０日掌に順延。

■対未歩行の赤ちゃんと保護者
■定４０組（当日先着順）
■他参加者に有料遊具利用券を進呈

遊具に乗って綿菓子プレゼント
■時１０月６日松～８日抄

■内指定遊具の利用者に綿菓子を進呈
指定遊具諮６日施メルヘン号（汽車）
７日施メリーゴーランド ８日施観
覧車
■対小学生以下
■定各３００人（当日先着順）
堀内公園 秋まつり
■時１０月１３日松・１４日掌午前１０時～午後
３時（雨天中止）
■内輪投げ等の模擬店（有料）を開催
■対小学生以下
■他景品が無くなり次第終了します

堀内公園の催し
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今月のホコ天きーぼー市

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

■時１０月６日松午前１０時３０分（開場は午
前１０時）

■内出演獅前田聡子（ピアノ）、谷田育代
さと こ や た やす よ

（ソプラノ）、富永雅美（フルート）
演奏曲獅月の光、オペラ『カルメン』
より「ハバネラ」、庭の千草変奏曲 他

■定１５９人（要整理券）
※９月２２日松午前９時から昭林公民
館で整理券を配布。
※未就学児は入場不可。

■場■問昭林公民館（緯〈７７〉６６８８）

昭林モーニングコンサート

■時１０月１２日晶午後１時３０分～３時３０分
■場市役所北庁舎
■内高齢者の雇用に力を入れ、多くのシ
ニアが活躍している企業からの仕事
内容の説明、個別相談会、レジ打ち
等の仕事体験
出展企業施コンビニエンスストア、
弁当宅配業者、新聞配達店、農業協
同組合、シルバー人材センター
■対概ね６０歳以上の人
■問高齢福祉課（緯〈７１〉２２６４）

シニア向けお仕事説明会

書家の山本祐司さんが「丈山の詩句
を書く、丈山の心を書く」をテーマに
表現した作品を展示します。
■時１０月３日昌～７日掌午前９時～午後
５時（３日は午後１時から、７日は
午後３時まで）

■￥入苑料施１００円（中学生以下無料）
呈茶料施３００円

■場■問丈山苑（緯〈９２〉７７８０）

丈山苑 書道展

■時１０月８日抄・２２日捷午前１０時～正午
■内朗読者から１対１で図書、新聞、雑
誌の朗読を聴けます
※持ち込んだ図書等の朗読も可。

■他朗読者２人が時間中常駐します
■場■問図書情報館（緯〈７６〉６１１１）

安城ひびきの会の対面朗読

碧海信用金庫本店前会場（御幸本町）
■時９月２２日松午前９時から（商品がな
くなり次第終了）

■内愛知県農村生活アドバイザーによる
地元産野菜の販売・調理法のアドバ
イスに加え、午前１０時３０分から食育
紙芝居を上演

■問農務課（緯〈７１〉２２３３）
JR安城駅南側ホコ天会場（御幸本町）
■時９月２２日松午前１０時～午後３時
■内子どもの遊び場（昔懐かしい手作り
おもちゃが登場）、地元産野菜・特産
物・ハンドクラフトグッズ等の販売、
グルメ移動販売車、限定グッズが買
えるきーぼーショップミニ、きーぼ
ーお楽しみ抽選会、安城商店街アイ
ドル「看板娘。」ステージ等

■問叙安城スタイル（緯〈７３〉９５１１）、市商
工課（緯〈７１〉２２３５）

あんくるバス乗車券をプレゼント
■内各会場で買い物をした人に、当日か
ら次回のホコ天きーぼー市開催日ま
で利用できる乗車券を２枚進呈
■問都市計画課（緯〈７１〉２２４３）

■えほんのとびらの「にこにこ会」
１０カ月までの赤ちゃんと保護者向
けのおはなし会です。
■時１０月１日捷・１５日捷・２９日捷午前
１０時３０分～１１時（全３回）
■対３回とも参加できる未受講の乳幼
児と保護者
■定１５組（先着順）
■申９月１７日抄午前９時から電話でア
ンフォーレ課へ
■講座「子どもとえほんを楽しもう」
絵本の選び方や、読み聞かせの方
法を紹介します。
■時１０月１５日捷・２２日捷・２９日捷午前
１０時～１１時３０分（全３回）
■対乳幼児を持つ保護者
■定３０人（先着順）
■他託児有（先着１０人、１人1日３００円）
■申９月２４日承午前９時から電話でア
ンフォーレ課へ

アンフォーレ課（緯〈７６〉６１１１）

催 し

１０月の休館日
２日昇・９日昇・１６日昇・２３日昇・
２６日晶・３０日昇

※対象年齢は目安です。

１日捷午前１０時
３０分

絵本好き集まれ！
おすすめ絵本紹介

４日昭午前１０時
３０分

おはなしゆりかご
（０～２歳）

６日松午後３時おはなしレストラン
（小学生以上）

７日掌・１４日掌
２１日掌・２８日掌
午後４時

にちようびのおはな
しかい（小学生）

８日抄・２２日捷
午前１０時３０分

えほんとわらべうた
の会（０～２歳）

１０日昌午後７時
大人のための絵本朗
読会 atエントラン
ス（一般）

１３日松午後２時おはなしえがお
（３歳～小学３年生）

１４日掌午前１１時大人のための絵本朗
読会（一般）

１８日昭午前１０時
３０分

いないいないばあ
（１～５歳）

１９日晶午前１０時
３０分

このゆびと～まれ
（０～２歳）

２０日松・２７日松
午後２時

南吉朗読ででむし会
（小学生以上）

２１日掌午後２時かみしばいの会
（３歳～小学３年生）

２４日昌午前１０時
３０分

おはなしまあだ
（１～５歳）

２７日松午後３時でんでんむかしあそ
びの会（小学生）

１０月のおはなし会
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親子いちごプランター植付
体験
■時１０月２７日松午前９時３０分～１１時
■場アグリライフ支援センター
■内プランターにいちごの苗を植付
※植付後は自宅で管理・収穫。

■対市内在住の小学生以下の子と保護者
■定２０組（定員を超えた場合は抽選）
■￥１０００円（２５尺×６５尺×２０尺程度のプ
ランターを持参する場合は７００円）
■申９月２５日昇までの午前８時３０分～午
後５時１５分（捷抄承を除く）に、代表
者の住所・氏名・電話番号、参加人
数（子ども・大人それぞれ）、プラン
ターの要・不要を、電話かファクス・
Ｅメール・郵送（必着）でアグリライ
フ支援センター（緯〈９２〉６２００／胃〈９２〉
６１２２／agrilife@city.anjo.lg.jp／〒
４４４－１２０１石井町辻原
１３１－２）へ
※右のQRコードから
も申込可。

牙 広報あんじょう 2018.9.15

■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

補助輪を外して自転車に乗るための
お手伝いをします。
■時１０月２８日掌午前９時３０分～１１時３０分、
午後０時３０分～２時３０分
■場アンフォーレ
■対市内在住の補助輪を外して自転車に
乗りたい子と保護者
■定各３０組（定員を超えた場合は抽選）
■持自転車、ヘルメット、参加者に事前
送付する参加証（１０月中旬に発送予
定）、飲料、タオル
■他ボランティアスタッフも募集。詳細
はエコりんりん・小森さん（緯０９０
〈７８６６〉１６３０）へ問い合わせてください
■申９月１５日松～１０月５日
晶に市HPから申し込
んでください
※右のQRコードから
も申込可。

■問都市計画課（緯〈７１〉２２４３）

子ども自転車教室

陰～⑤共通事項
■場■申９月２０日昭～各講座開催日３日前
まで（昌を除く、昌の場合はその前
日）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（☎・
胃〈７６〉７１４８）へ
※申込開始日は１家族１講座のみ申
込可。
①秋のスノードームをつくろう
空き瓶と卵の殻でスノードーム秋バ
ージョンをつくろう。
■時１０月６日松午前１０時～１１時３０分
■講本間嘉彰氏
■対４歳以上の子と保護
者
■定１０組（先着順）
■￥１組４００円
■持空き瓶（佃煮、ジャム等）
②メダカ里親プロジェクト２０１８ 放流
式・表彰式
育てたメダカの放流と、観察記録の
表彰・講評を行います。
■時１０月７日掌午後１時３０分～３時
■場集合場所獅歴史博
物館玄関前

■講岩松鷹司氏
■定２０人（先着順）
■持育てたメダカ（里
親の人）、放流用のバケツ
③野菜でスタンプあそび
野菜のきれはしを使って楽しくスタ
ンプ遊びをしよう。
■時１０月８日抄午前１０時～１１時３０分
■対４歳以上の子と
保護者
■定１０組（先着順）
■￥１人１００円
■持スタンプにしてみたい好きな形の野
菜（オクラ等）

④環境サロン『自然農法』
秋野菜の育て方をテーマに自由に話
し合いましょう。
■時１０月１４日掌午後１時３０分～３時
■講神谷輝幸氏
■対１８歳以上
■定１０人（先着順）
■￥１人２００円
⑤廃油石けんをつくろう
■時１０月１５日捷午前１０時～正午
■講古居敬子氏
■対１８歳以上
■定１０人（先着順）
■持長袖、長ズボン

エコきちの催し

陰～吋共通事項
入園料別途。都合により変更の場合
有。詳細は問い合わせてください。
■申９月２０日昭から各申込期限までの午
前９時３０分～午後５時（休園日を除
く）に、直接か電話でデンパークク
ラブハウス（緯〈９２〉７１１２）へ

①ペーパークイリング
■時１０月１７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）
■申申込期限獅１０月１０日昌

②もったいナイスな料理教室
■時１０月１９日晶午前１０時～午後０時３０分
■内テーマ獅かぼちゃの巻き寿司で和風
ハロウィン
メニュー獅かぼ
ちゃの飾り巻き
寿司、かぼちゃ
の梅あん、かぼ
ちゃの味噌汁、
かぼちゃプリン、かぼちゃのサラダ

■講永井恵氏（Mottainice☆Cooking
Schoolそら）

■定２０人（先着順）
■￥３０００円（材料費込）
■持エプロン、手拭き用タオル、箸
■申申込期限獅１０月１２日晶

③陶芸教室～暮らしのやきもの作りを
楽しく体験します～
世界で一つのオリジナルマグカップ
を作りましょう。
■時１０月１９日晶午後１時３０分～３時３０分
■講毛利記代子氏（Pottery

ポ タ リ ー

木）
き

■定１５人（先着順）
■￥４０００円（材料費込）
■持筆記用具、作業用
エプロン

■申申込期限獅１０月１２
日晶

④フラワーギャザリング
室内でも飾ることができ、生花を使
いながらも長期間楽しめるフラワー
ギャザリングを作ります。
■時１０月２４日昌午後
１時３０分～３時
３０分
■講高木恵里氏（元
町庵ギャザリン
グアトリエ）
■定１０人（先着順）
■￥４０００円（材料費込）
■申申込期限獅１０月１０日昌

デンパーククラブハウスの
体験教室
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絵本の選び方や、読み聞かせの方
法を紹介します。
■時１０月１５日捷・２２日捷・２９日捷午前
１０時～１１時３０分（全３回）
■対乳幼児を持つ保護者
■定３０人（先着順）
■他託児有（先着１０人、１人1日３００円）
■申９月２４日承午前９時から電話でア
ンフォーレ課へ

アンフォーレ課（緯〈７６〉６１１１）

催 し

１０月の休館日
２日昇・９日昇・１６日昇・２３日昇・
２６日晶・３０日昇

※対象年齢は目安です。

１日捷午前１０時
３０分

絵本好き集まれ！
おすすめ絵本紹介

４日昭午前１０時
３０分

おはなしゆりかご
（０～２歳）

６日松午後３時おはなしレストラン
（小学生以上）

７日掌・１４日掌
２１日掌・２８日掌
午後４時

にちようびのおはな
しかい（小学生）

８日抄・２２日捷
午前１０時３０分

えほんとわらべうた
の会（０～２歳）

１０日昌午後７時
大人のための絵本朗
読会 atエントラン
ス（一般）

１３日松午後２時おはなしえがお
（３歳～小学３年生）

１４日掌午前１１時大人のための絵本朗
読会（一般）

１８日昭午前１０時
３０分

いないいないばあ
（１～５歳）

１９日晶午前１０時
３０分

このゆびと～まれ
（０～２歳）

２０日松・２７日松
午後２時

南吉朗読ででむし会
（小学生以上）

２１日掌午後２時かみしばいの会
（３歳～小学３年生）

２４日昌午前１０時
３０分

おはなしまあだ
（１～５歳）

２７日松午後３時でんでんむかしあそ
びの会（小学生）

１０月のおはなし会
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親子いちごプランター植付
体験
■時１０月２７日松午前９時３０分～１１時
■場アグリライフ支援センター
■内プランターにいちごの苗を植付
※植付後は自宅で管理・収穫。

■対市内在住の小学生以下の子と保護者
■定２０組（定員を超えた場合は抽選）
■￥１０００円（２５尺×６５尺×２０尺程度のプ
ランターを持参する場合は７００円）
■申９月２５日昇までの午前８時３０分～午
後５時１５分（捷抄承を除く）に、代表
者の住所・氏名・電話番号、参加人
数（子ども・大人それぞれ）、プラン
ターの要・不要を、電話かファクス・
Ｅメール・郵送（必着）でアグリライ
フ支援センター（緯〈９２〉６２００／胃〈９２〉
６１２２／agrilife@city.anjo.lg.jp／〒
４４４－１２０１石井町辻原
１３１－２）へ
※右のQRコードから
も申込可。

牙 広報あんじょう 2018.9.15

■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

補助輪を外して自転車に乗るための
お手伝いをします。
■時１０月２８日掌午前９時３０分～１１時３０分、
午後０時３０分～２時３０分

■場アンフォーレ
■対市内在住の補助輪を外して自転車に
乗りたい子と保護者

■定各３０組（定員を超えた場合は抽選）
■持自転車、ヘルメット、参加者に事前
送付する参加証（１０月中旬に発送予
定）、飲料、タオル
■他ボランティアスタッフも募集。詳細
はエコりんりん・小森さん（緯０９０
〈７８６６〉１６３０）へ問い合わせてください
■申９月１５日松～１０月５日
晶に市HPから申し込
んでください
※右のQRコードから
も申込可。

■問都市計画課（緯〈７１〉２２４３）

子ども自転車教室

陰～⑤共通事項
■場■申９月２０日昭～各講座開催日３日前
まで（昌を除く、昌の場合はその前
日）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（☎・
胃〈７６〉７１４８）へ
※申込開始日は１家族１講座のみ申
込可。
①秋のスノードームをつくろう
空き瓶と卵の殻でスノードーム秋バ
ージョンをつくろう。
■時１０月６日松午前１０時～１１時３０分
■講本間嘉彰氏
■対４歳以上の子と保護
者
■定１０組（先着順）
■￥１組４００円
■持空き瓶（佃煮、ジャム等）
②メダカ里親プロジェクト２０１８ 放流
式・表彰式
育てたメダカの放流と、観察記録の
表彰・講評を行います。
■時１０月７日掌午後１時３０分～３時
■場集合場所獅歴史博
物館玄関前

■講岩松鷹司氏
■定２０人（先着順）
■持育てたメダカ（里
親の人）、放流用のバケツ
③野菜でスタンプあそび
野菜のきれはしを使って楽しくスタ
ンプ遊びをしよう。
■時１０月８日抄午前１０時～１１時３０分
■対４歳以上の子と
保護者
■定１０組（先着順）
■￥１人１００円
■持スタンプにしてみたい好きな形の野
菜（オクラ等）

④環境サロン『自然農法』
秋野菜の育て方をテーマに自由に話
し合いましょう。
■時１０月１４日掌午後１時３０分～３時
■講神谷輝幸氏
■対１８歳以上
■定１０人（先着順）
■￥１人２００円
⑤廃油石けんをつくろう
■時１０月１５日捷午前１０時～正午
■講古居敬子氏
■対１８歳以上
■定１０人（先着順）
■持長袖、長ズボン

エコきちの催し

陰～吋共通事項
入園料別途。都合により変更の場合
有。詳細は問い合わせてください。
■申９月２０日昭から各申込期限までの午
前９時３０分～午後５時（休園日を除
く）に、直接か電話でデンパークク
ラブハウス（緯〈９２〉７１１２）へ

①ペーパークイリング
■時１０月１７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）
■申申込期限獅１０月１０日昌

②もったいナイスな料理教室
■時１０月１９日晶午前１０時～午後０時３０分
■内テーマ獅かぼちゃの巻き寿司で和風
ハロウィン
メニュー獅かぼ
ちゃの飾り巻き
寿司、かぼちゃ
の梅あん、かぼ
ちゃの味噌汁、
かぼちゃプリン、かぼちゃのサラダ

■講永井恵氏（Mottainice☆Cooking
Schoolそら）

■定２０人（先着順）
■￥３０００円（材料費込）
■持エプロン、手拭き用タオル、箸
■申申込期限獅１０月１２日晶

③陶芸教室～暮らしのやきもの作りを
楽しく体験します～
世界で一つのオリジナルマグカップ
を作りましょう。
■時１０月１９日晶午後１時３０分～３時３０分
■講毛利記代子氏（Pottery

ポ タ リ ー

木）
き

■定１５人（先着順）
■￥４０００円（材料費込）
■持筆記用具、作業用
エプロン

■申申込期限獅１０月１２
日晶

④フラワーギャザリング
室内でも飾ることができ、生花を使
いながらも長期間楽しめるフラワー
ギャザリングを作ります。
■時１０月２４日昌午後
１時３０分～３時
３０分
■講高木恵里氏（元
町庵ギャザリン
グアトリエ）
■定１０人（先着順）
■￥４０００円（材料費込）
■申申込期限獅１０月１０日昌

デンパーククラブハウスの
体験教室
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１０月の土器づくり教室
■時２日昇～５日晶・８日抄～１２日晶・
１６日昇～２０日松・２３日昇～２７日松・
３０日昇・３１日昌午後１時から（受付
は午後２時まで）

■内弥生時代と同じ方法で土器作り
■対小学生以上（小学１～３年生は保護
者同伴）
■場■問埋蔵文化財センター（緯〈７７〉４４９０）

■場衣浦東部保健所（刈谷市大手町）
こころの健康医師相談（予約制）
■時１０月１７日昌午後２時～４時
■内精神科医師による相談
■申事前に同所健康支援課こころの健康
推進グループ（緯〈２１〉９３３７）へ
エイズ・肝炎検査（無料）、梅毒検査（有
料）、骨髄バンクドナー登録（予約制）
■時毎週昇午前９時～１１時（１０月２３日を
除く。エイズ検査は１０月１日捷・１５
日捷午後６時～７時も実施）
■申■問骨髄バンクドナー登録のみ事前に
同所生活環境安全課（緯〈２１〉４７９７）へ

検便・井戸水検査等（有料）
■問同所試験検査課（緯〈２１〉９３５３）
膠原系難病患者・家族のつどい
■時１０月４日昭午後２時～４時
■内講演「膠原病とともに歩もう！～日

こう げん

常生活の工夫について～」、交流会
■講清水正之氏（清水皮膚科クリニック
院長）

■対膠原系難病患者と家族等
■申９月２８日晶までに、同所健康支援課
地域保健グループ（緯〈２１〉９３３８）へ

アルコール専門相談
アルコール問題で悩んでいる本人や
家族からの相談を、専門医師と酒害相
談員等が受けます（１組約1時間）。
■時１０月４日昭午後２時～４時
■申１０月３日昌までに、同所健康支援課
こころの健康推進グループ（緯〈２１〉
９３３７）へ

１０月の移動児童館
■時■場３日昌・１７日昌獅東部公民館 １２
日晶・１９日晶獅高棚町公民館 いず
れも午前１０時～１１時
■対乳幼児と保護者
■問子育て支援センター（緯〈７２〉２３１７）

■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。

衣浦東部保健所の相談・検
査等

森林浴と工場見学バスツアー
■時１０月１５日捷午前８時１５分～午後４時
※雨天決行。

■場集合・解散獅市役所西駐車場 行き
先獅県森林公園一般公園（尾張旭市）、
キユーピー挙母工場（豊田市）

こ ろ も

■内工場では、説明や案内を受けながら
施設を見学します
■対１８歳以上の市内在住・在勤・在学者
■定４５人（先着順）
■￥２０００円
■持弁当、飲料、筆記用具、雨具
■申９月１８日昇～２８日晶にファクスかE
メールで、郵便番号・住所・氏名・
生年月日・電話番号・ファクス番号
を、NPO法人エコネットあんじょ
う（胃〈５５〉１３１５／info@econetanjo．
org）へ
■問 NPO法人エコネットあんじょう
（☎〈５５〉１３１５）、市環境都市推進課（☎
〈７１〉２２０６）

ハロウィンリース作り体験教室を開
催します。季節の花を使って素敵にア
レンジしましょう錘

■時１０月１１日昭午前１０時３０分～正午
■定２０人（先着順）
■￥２５００円（材料費込）
■他入園料別途。詳細は問い合わせてく
ださい

■場■申９月２０日昭～１０月５日晶に直接か
電話でデンパークフローラルプレイ
ス（緯〈９２〉７１１３）へ

デンパーク
ペタルの花工房の体験教室

交通事故防止のために、少しでも
運転に不安を感じている人は運転免
許証の自主返納を考えてみませんか。
自主返納する人への支援
■内支援内容獅運転免許証を自主返納
した日から２年間分のあんくるバ
ス無料乗車券を交付
■対市内在住の７５歳未満で、有効期限
内の全ての運転免許証を自主返納
した人
※７５歳以上又は身体障害者手帳・
療育手帳・精神障害者保健福祉手
帳を持っている人は、既に無料乗
車対象となっています。
■申警察署で運転免許証を自主返納し
た後、市市民安全課へ
※詳細は市HPに掲載。

運転免許返納相談窓口
自身もしくは家族の運転免許の返
納を検討している人は、安城警察署
交通課へ相談してください。自主返
納制度や運転経歴証明書（下記参照）
の交付等について説明します。
運転経歴証明書をご存知ですか
運転免許を返納してから５年以内
の人は、警察署で「運転経歴証明書」
の交付を受けることができます。こ
の証明書は身分証として使うことが
でき、更新の必要がなく、再交付も
可能です。
■￥手数料獅１１００円
※認知症と診断され、運転免許の
取消処分を受けた場合は運転経歴
証明書の交付を受けられません。

■問市市民安全課（緯〈７１〉２２１９）、安城警察署（緯〈７６〉０１１０）

■時■内庭木の手入れ ①広葉樹の剪定獅

１０月２０日松 ②針葉樹の剪定獅１０月
２７日松 いずれも午前１０時３０分～午
後３時３０分
■場県緑化センター（豊田市西中山町）
■講①獅鈴木金幸氏（同センター職員）

かね ゆき

②獅鳥居和之氏（元同センター職員）
■定各３０人（先着順）
■他当日午前８時に豊田市西部に暴風警
報が発令されている場合は中止とし
ます
■申①獅９月２０日昭 ②獅９月２７日昭か
らの午前９時～午後５時に電話（緯

０５６５〈７６〉２１０９）か、同センターHPの申
込フォームから申し込んでください
※１度に５人まで申込可。

県緑化センターのみどりの
教室
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■場■問歴史博物館（緯〈７７〉６６５５）
昭和の名作シネマ上映会「夜霧よ今夜
も有難う」
夜霧の横浜を舞台にヒット曲に乗せ
てお送りするムードアクション巨編。
出演は石原裕次郎、浅丘ルリ子 他。
■時９月２３日抄午前１０時
■定８０人（当日先着順）
第９回松平シンポジウム
「家康、天下にあい構える―秀吉と
の対決と臣従―」と題したシンポジウ
ムを開催。天正１２（１５８４）年の小牧長久
手の戦いで敗北した秀吉が天下統一を
目指し、織田体制維持を是とする徳川
家康と対峙し、臣従させた経緯をさま
ざまな立場で考えていきます。
■時１０月７日掌午後１時～５時
■講コーディネーター獅平野明夫氏（國
學院大學講師） パネリスト獅播磨

はり ま

良紀氏（中京大学教授）、平井
よし のり

上総氏
かずさ

（花園大学准教授）、福原圭一氏（上越
市公文書センター学芸員）

■定１８０人（当日先着順） 発生が危惧される南海トラフ地震等
き ぐ

を見据えて、防災・減災への心構えや
み す

具体的な備えをより充実させるため、
市内の産官学民７８団体が参加する「安
城市減災まちづくり研究会」が市民目
線での啓発事業を行います。
■時９月２２日松午前１０時～午後３時
■場イトーヨーカドー安城店（住吉町）
■内研究会参加団体による家具転倒防止
や備蓄品の展示、非常食試食体験、
小型電動装置による地震体験、消防
車の展示等
■問危機管理課（緯〈７１〉２２２０）

稲刈り・脱穀を体験しよう！
油ヶ淵水辺公園で、稲刈りや脱穀、
動物とのふれ合い体験をしませんか。
■時①稲刈り獅１０月１４日掌 ②脱穀獅１０
月２８日掌 いずれも午前９時４５分～
正午（雨天中止）
※どちらかのみの参加も可。

■場油ヶ淵水辺公園（東端町）
■内①獅稲刈り・はざ掛け体験とヤギと
のふれ合い ②獅足踏み脱穀機・千

せん

歯扱き体験、五平餅のふるまい
ば こ

■対各５０人（先着順）
■持汚れてもいい服装・靴、帽子、タオ
ル、飲料
■他１４日は出店やふわふわ遊具が楽しめ
る「ふれあいフェスタ」を同時開催
※詳細は本紙１０月１日号に掲載予定。
■申９月１５日松～３０日掌午前９時～午後
５時に電話で油ヶ淵水辺公園管理事
務所（緯〈４１〉１５１５）へ

■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

減災まちフェスタ２０１８

（公社）愛知県不動産鑑定士協会が、
不動産に関する疑問や相談に応じる無
料相談会を開催します。
■時１０月６日松午前１０時～午後４時（受
付は午後３時３０分まで）

■場市民会館
■問（公社）愛知県不動産鑑定士協会（緯

０５２〈２４１〉６６３６）、市資産税課（緯〈７１〉
２２５６）

不動産鑑定士による不動産
の無料相談会

■内職務内容獅霊柩車の運転や窓口対応、
施設管理業務 雇用期間獅１０月１５日
～平成３１年３月３１日（更新の場合有）
勤務日時獅月１２日程度で、午前８時
～午後４時（松掌抄勤務有） 賃金獅

時給１３１０円、通勤割増１日２００円
選考施面接（１０月４日昭）
■対普通自動車免許を持つ６８歳未満
■定１人
■申９月１５日松～３０日掌午前９時～午後
４時に、顔写真付履歴書を持参か郵
送（必着）で総合斎苑（〒４４６－００４６赤
松町乙菊２２－１／緯〈７２〉６６２６）へ

総合斎苑臨時職員 歴史博物館の催し

６種目を測定し、体力年齢を算出し
ます。体組成計での測定もできます。
■時１０月８日抄午前１０時～正午
■対６歳～６４歳の健康な男女（小学生は
保護者同伴）

■持運動のできる服装、室内シューズ、
タオル、飲料

■申開催日当日の午前１１時３０分までに直
接市スポーツセンターへ

■場■問市スポーツセンター（緯〈７５〉３５４５）

体力測定会

舞台芸術の振興及び鑑賞機会の拡大
を図るために、市は市民活動団体が行
う事業に補助金を交付します。２０１９年
度に実施する文化事業を公募します。
■内対象者獅市内に活動拠点を置き、１
年以上の文化活動実績がある市民又
は団体（営利目的で行う者、政治・
宗教団体、学校、企業等は不可）
対象公演獅上記対象者自らが主とな
って演じ、２０１９年４月１日～２０２０年
３月３１日に開催及び実施報告が可能
な音楽・演劇・ダンス・伝統芸能等
の公演（ホールの舞台で行う公演に
限ります）
公演会場獅市民会館サルビアホール、
文化センターマツバホール、昭林公
民館ホール、アンフォーレホールの
いずれか
選考方法獅公演の独創性、実現性及
び公募事業目的との合致性の観点か
ら審査します
■申９月１５日松～１０月２６日晶午前９時～
午後５時（休館日を除く）に、応募用
紙を持って市民ギャラリーへ
※応募用紙は同ギャラリー・市民会
館・各地区公民館・市HPで配布。
※詳細は市HPで確認してください。
■問市民ギャラリー（緯〈７７〉６８５３）

市民公募文化事業

小小型電動装置による地震体小型電動装置による地震体験験
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１０月の土器づくり教室
■時２日昇～５日晶・８日抄～１２日晶・
１６日昇～２０日松・２３日昇～２７日松・
３０日昇・３１日昌午後１時から（受付
は午後２時まで）

■内弥生時代と同じ方法で土器作り
■対小学生以上（小学１～３年生は保護
者同伴）
■場■問埋蔵文化財センター（緯〈７７〉４４９０）

■場衣浦東部保健所（刈谷市大手町）
こころの健康医師相談（予約制）
■時１０月１７日昌午後２時～４時
■内精神科医師による相談
■申事前に同所健康支援課こころの健康
推進グループ（緯〈２１〉９３３７）へ
エイズ・肝炎検査（無料）、梅毒検査（有
料）、骨髄バンクドナー登録（予約制）
■時毎週昇午前９時～１１時（１０月２３日を
除く。エイズ検査は１０月１日捷・１５
日捷午後６時～７時も実施）
■申■問骨髄バンクドナー登録のみ事前に
同所生活環境安全課（緯〈２１〉４７９７）へ

検便・井戸水検査等（有料）
■問同所試験検査課（緯〈２１〉９３５３）
膠原系難病患者・家族のつどい
■時１０月４日昭午後２時～４時
■内講演「膠原病とともに歩もう！～日

こう げん

常生活の工夫について～」、交流会
■講清水正之氏（清水皮膚科クリニック
院長）

■対膠原系難病患者と家族等
■申９月２８日晶までに、同所健康支援課
地域保健グループ（緯〈２１〉９３３８）へ

アルコール専門相談
アルコール問題で悩んでいる本人や
家族からの相談を、専門医師と酒害相
談員等が受けます（１組約1時間）。
■時１０月４日昭午後２時～４時
■申１０月３日昌までに、同所健康支援課
こころの健康推進グループ（緯〈２１〉
９３３７）へ

１０月の移動児童館
■時■場３日昌・１７日昌獅東部公民館 １２
日晶・１９日晶獅高棚町公民館 いず
れも午前１０時～１１時
■対乳幼児と保護者
■問子育て支援センター（緯〈７２〉２３１７）

■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。

衣浦東部保健所の相談・検
査等

森林浴と工場見学バスツアー
■時１０月１５日捷午前８時１５分～午後４時
※雨天決行。

■場集合・解散獅市役所西駐車場 行き
先獅県森林公園一般公園（尾張旭市）、
キユーピー挙母工場（豊田市）

こ ろ も

■内工場では、説明や案内を受けながら
施設を見学します
■対１８歳以上の市内在住・在勤・在学者
■定４５人（先着順）
■￥２０００円
■持弁当、飲料、筆記用具、雨具
■申９月１８日昇～２８日晶にファクスかE
メールで、郵便番号・住所・氏名・
生年月日・電話番号・ファクス番号
を、NPO法人エコネットあんじょ
う（胃〈５５〉１３１５／info@econetanjo．
org）へ
■問 NPO法人エコネットあんじょう
（☎〈５５〉１３１５）、市環境都市推進課（☎
〈７１〉２２０６）

ハロウィンリース作り体験教室を開
催します。季節の花を使って素敵にア
レンジしましょう錘

■時１０月１１日昭午前１０時３０分～正午
■定２０人（先着順）
■￥２５００円（材料費込）
■他入園料別途。詳細は問い合わせてく
ださい

■場■申９月２０日昭～１０月５日晶に直接か
電話でデンパークフローラルプレイ
ス（緯〈９２〉７１１３）へ

デンパーク
ペタルの花工房の体験教室

交通事故防止のために、少しでも
運転に不安を感じている人は運転免
許証の自主返納を考えてみませんか。
自主返納する人への支援
■内支援内容獅運転免許証を自主返納
した日から２年間分のあんくるバ
ス無料乗車券を交付
■対市内在住の７５歳未満で、有効期限
内の全ての運転免許証を自主返納
した人
※７５歳以上又は身体障害者手帳・
療育手帳・精神障害者保健福祉手
帳を持っている人は、既に無料乗
車対象となっています。
■申警察署で運転免許証を自主返納し
た後、市市民安全課へ
※詳細は市HPに掲載。

運転免許返納相談窓口
自身もしくは家族の運転免許の返
納を検討している人は、安城警察署
交通課へ相談してください。自主返
納制度や運転経歴証明書（下記参照）
の交付等について説明します。
運転経歴証明書をご存知ですか
運転免許を返納してから５年以内
の人は、警察署で「運転経歴証明書」
の交付を受けることができます。こ
の証明書は身分証として使うことが
でき、更新の必要がなく、再交付も
可能です。
■￥手数料獅１１００円
※認知症と診断され、運転免許の
取消処分を受けた場合は運転経歴
証明書の交付を受けられません。

■問市市民安全課（緯〈７１〉２２１９）、安城警察署（緯〈７６〉０１１０）

■時■内庭木の手入れ ①広葉樹の剪定獅

１０月２０日松 ②針葉樹の剪定獅１０月
２７日松 いずれも午前１０時３０分～午
後３時３０分
■場県緑化センター（豊田市西中山町）
■講①獅鈴木金幸氏（同センター職員）

かね ゆき

②獅鳥居和之氏（元同センター職員）
■定各３０人（先着順）
■他当日午前８時に豊田市西部に暴風警
報が発令されている場合は中止とし
ます
■申①獅９月２０日昭 ②獅９月２７日昭か
らの午前９時～午後５時に電話（緯

０５６５〈７６〉２１０９）か、同センターHPの申
込フォームから申し込んでください
※１度に５人まで申込可。

県緑化センターのみどりの
教室
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■場■問歴史博物館（緯〈７７〉６６５５）
昭和の名作シネマ上映会「夜霧よ今夜
も有難う」
夜霧の横浜を舞台にヒット曲に乗せ
てお送りするムードアクション巨編。
出演は石原裕次郎、浅丘ルリ子 他。
■時９月２３日抄午前１０時
■定８０人（当日先着順）
第９回松平シンポジウム
「家康、天下にあい構える―秀吉と
の対決と臣従―」と題したシンポジウ
ムを開催。天正１２（１５８４）年の小牧長久
手の戦いで敗北した秀吉が天下統一を
目指し、織田体制維持を是とする徳川
家康と対峙し、臣従させた経緯をさま
ざまな立場で考えていきます。
■時１０月７日掌午後１時～５時
■講コーディネーター獅平野明夫氏（國
學院大學講師） パネリスト獅播磨

はり ま

良紀氏（中京大学教授）、平井
よし のり

上総氏
かずさ

（花園大学准教授）、福原圭一氏（上越
市公文書センター学芸員）

■定１８０人（当日先着順） 発生が危惧される南海トラフ地震等
き ぐ

を見据えて、防災・減災への心構えや
み す

具体的な備えをより充実させるため、
市内の産官学民７８団体が参加する「安
城市減災まちづくり研究会」が市民目
線での啓発事業を行います。
■時９月２２日松午前１０時～午後３時
■場イトーヨーカドー安城店（住吉町）
■内研究会参加団体による家具転倒防止
や備蓄品の展示、非常食試食体験、
小型電動装置による地震体験、消防
車の展示等
■問危機管理課（緯〈７１〉２２２０）

稲刈り・脱穀を体験しよう！
油ヶ淵水辺公園で、稲刈りや脱穀、
動物とのふれ合い体験をしませんか。
■時①稲刈り獅１０月１４日掌 ②脱穀獅１０
月２８日掌 いずれも午前９時４５分～
正午（雨天中止）
※どちらかのみの参加も可。

■場油ヶ淵水辺公園（東端町）
■内①獅稲刈り・はざ掛け体験とヤギと
のふれ合い ②獅足踏み脱穀機・千

せん

歯扱き体験、五平餅のふるまい
ば こ

■対各５０人（先着順）
■持汚れてもいい服装・靴、帽子、タオ
ル、飲料
■他１４日は出店やふわふわ遊具が楽しめ
る「ふれあいフェスタ」を同時開催
※詳細は本紙１０月１日号に掲載予定。
■申９月１５日松～３０日掌午前９時～午後
５時に電話で油ヶ淵水辺公園管理事
務所（緯〈４１〉１５１５）へ

■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

減災まちフェスタ２０１８

（公社）愛知県不動産鑑定士協会が、
不動産に関する疑問や相談に応じる無
料相談会を開催します。
■時１０月６日松午前１０時～午後４時（受
付は午後３時３０分まで）

■場市民会館
■問（公社）愛知県不動産鑑定士協会（緯

０５２〈２４１〉６６３６）、市資産税課（緯〈７１〉
２２５６）

不動産鑑定士による不動産
の無料相談会

■内職務内容獅霊柩車の運転や窓口対応、
施設管理業務 雇用期間獅１０月１５日
～平成３１年３月３１日（更新の場合有）
勤務日時獅月１２日程度で、午前８時
～午後４時（松掌抄勤務有） 賃金獅

時給１３１０円、通勤割増１日２００円
選考施面接（１０月４日昭）

■対普通自動車免許を持つ６８歳未満
■定１人
■申９月１５日松～３０日掌午前９時～午後
４時に、顔写真付履歴書を持参か郵
送（必着）で総合斎苑（〒４４６－００４６赤
松町乙菊２２－１／緯〈７２〉６６２６）へ

総合斎苑臨時職員 歴史博物館の催し

６種目を測定し、体力年齢を算出し
ます。体組成計での測定もできます。
■時１０月８日抄午前１０時～正午
■対６歳～６４歳の健康な男女（小学生は
保護者同伴）

■持運動のできる服装、室内シューズ、
タオル、飲料

■申開催日当日の午前１１時３０分までに直
接市スポーツセンターへ

■場■問市スポーツセンター（緯〈７５〉３５４５）

体力測定会

舞台芸術の振興及び鑑賞機会の拡大
を図るために、市は市民活動団体が行
う事業に補助金を交付します。２０１９年
度に実施する文化事業を公募します。
■内対象者獅市内に活動拠点を置き、１
年以上の文化活動実績がある市民又
は団体（営利目的で行う者、政治・
宗教団体、学校、企業等は不可）
対象公演獅上記対象者自らが主とな
って演じ、２０１９年４月１日～２０２０年
３月３１日に開催及び実施報告が可能
な音楽・演劇・ダンス・伝統芸能等
の公演（ホールの舞台で行う公演に
限ります）
公演会場獅市民会館サルビアホール、
文化センターマツバホール、昭林公
民館ホール、アンフォーレホールの
いずれか
選考方法獅公演の独創性、実現性及
び公募事業目的との合致性の観点か
ら審査します
■申９月１５日松～１０月２６日晶午前９時～
午後５時（休館日を除く）に、応募用
紙を持って市民ギャラリーへ
※応募用紙は同ギャラリー・市民会
館・各地区公民館・市HPで配布。
※詳細は市HPで確認してください。
■問市民ギャラリー（緯〈７７〉６８５３）

市民公募文化事業

小小型電動装置による地震体小型電動装置による地震体験験
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１０月１日捷からあんくるバス全１１路
線のダイヤと一部ルートを変更します。
新しい時刻表については、市役所、各
地区公民館等の公共施設やバス車内、
観光案内所（KEYPORT内）等で配布し

キ ー ポ ー ト

ています。また、市HPや各バス停に
も１０月１日以降の時刻表を掲載してい
ます。
新しいルートについては、循環線左
まわりと循環線右まわりが同様のルー
トになります。他の路線のバス停位置
についての変更はありません。
あんくるバスのダイヤの変更に伴い、
あんくるタクシーのダイヤも変わりま
す。あんくるタクシー停留所のダイヤ
表示も市HPに掲載しています。
■問都市計画課（緯〈７１〉２２４３）

７月分／受付順／敬称略
梅津諭、アイシン・エィ・ダブリュ叙、
匿名

ご寄付いただきました

■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。

■内職務内容獅登下校時の児童等への街
頭交通指導、交通安全教室での講師、
交通安全キャンペーンへの参加等
採用予定日獅１１月１日昭 勤務日時
獅午前７時３０分～８時３０分、午後２
時～４時の登下校時間を含む１日５
時間以内（原則松掌抄を除く） 賃金
獅月額１２万７０００円（採用日から６カ
月間は月額１２万円） 選考獅面接（１０
月１１日昭）

■定１人
■対普通自動車免許を有し、原付バイク
の運転ができる人
■申９月１８日昇～１０月５日晶午前８時３０
分～午後５時１５分（松掌抄承を除く）
に、顔写真付履歴書を持参か郵送
（必着）で市民安全課（〒４４６－８５０１住
所不要）へ
■問市民安全課（緯〈７１〉２２１９）

交通指導員（甲種）

安城市空家等対策協議会委
員
本市における空き家対策に関する事
項を協議するため、委員を公募します。
■内職務内容獅年２回程度行われる会議
への参加（平日昼間） 任期獅１１月１
日～２０２０年１０月３１日（２年間） 報酬
施会議１回７５００円 選考獅書類審査、
面接（１０月１７日昌予定）
■対次のいずれにも該当する人
暫２０１８年４月１日時点で２０歳以上
暫市内在住・在勤・在学又は市内で
活動している
暫１０月３１日時点で本市の審議会等の
委員を３つ以上兼務していない
■定１人程度
■他選考の結果は応募者全員に通知し、
選出された委員の氏名は市HP等で
公表します
■申９月２１日晶～１０月１日捷午前８時３０
分～午後５時１５分（松掌抄承を除く）
に、応募用紙を持参か郵送（必着）・
ファクス・Eメールで建築課（〒４４６
－８５０１住所不要／胃〈７７〉００１０／ken
chiku@city.anjo.lg.jp）へ
※応募用紙は、同課・市HPで配布。

■問建築課（緯〈７１〉２２４１）

■時■内①フォトショップによるデジタル
画像の加工獅１０月２１日掌・２８日掌

②Excelマクロ／VBA応用獅１１月
１０日松・１７日松

③テクニカルイラストレーション基
礎獅１１月１８日掌・２５日掌

※いずれも午前９時～午後４時（全
２回）。

■場愛知障害者職業能力開発校（豊川市）
■対主に在職中の障害者で、基本的なパ
ソコンの操作ができる人
■定①獅６人 ②③獅５人 いずれも定
員を超えた場合は抽選
■申①獅９月２０日昭まで ②獅９月２１日
晶～１０月１１日昭 ③獅９月２８日晶～
１０月１８日昭に、所定の受講申請書
（個人用）を郵送（必着）かファクス・
Eメールで同校（〒４４１－１２３１豊川市
一宮町上新切３３－１４／胃０５３３〈９３〉６５
５４／noryokukaihatsuko@pref.
aichi.lg.jp）へ
※受講申請書は同校HPで配布。

■問愛知障害者職業能力開発校（緯０５３３
〈９３〉２１０２）、市障害福祉課（緯〈７１〉２２
２５）

障害者スキルアップ講座
（在職者訓練）受講者

ハロウィンのお化けカボチャや魔女、
ゾンビ等、好きな仮装をしてハロウィ
ン仮装コンテストに参加しよう！個人
でもグループでも参加できます。
■時１０月２８日掌午前１１時
■内賞獅グランプリ、特別賞 他
※参加賞有。
■定５０組程度（先着順）
■他当日の午後２時からはパレードも開
催。どなたでも当日参加できます。
みんなでレッツ・エンジョイ・パレ
ード！

■申９月２０日昭から電話でデンパークへ
※定員に満たない場合は当日受付有。
■場■問デンパーク（緯〈９２〉７１１１）

デンパークハロウィン仮装
コンテスト参加者

９月から市税の納付忘れについて、
携帯番号あてにショート・メッセージ・
サービス（SMS）でのお知らせを始め
ます。SMSを受信した際は、安城市
税コールセンターに連絡してください。
SMSの発信は（緯０７０〈３３３７〉１４６５）から
行います。この番号は発信専用のため、
返信や折返しに使うことはできません。
連絡先獅安城市税コールセンター（市
役所内／緯〈７１〉２２８８）
SMS文例：

■他メールの内容に心当たりがない場合
は削除するか、同コールセンターに
問い合わせてください。安城市税コ
ールセンターでは、銀行口座への入
金誘導や訪問徴収は行いません。ま
た、特殊詐欺防止のためURL等は
添付しません。不審なURLにはア
クセスしないよう注意してください
■問納税課（緯〈７１〉２２１７）

市税の納付忘れ等をメール
（SMS）にてお知らせします

安城市税についてお知らせしたい
ことがございます。下記安城市税
コールセンターへご連絡ください。
安城市税コールセンター
緯０５６６〈７１〉２２８８

あんくるバス・タクシーの変更

ご寄付いただきました
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秋は気候もよく過ごしやすくなるた
め、行楽やスポーツ等で外出する機会
が増えます。一方、この時期は日没時
刻が日増しに早くなり、夕暮れ時から
夜間にかけては歩行者や自転車の動き
が運転者から見えづらく、子どもや高
齢者が交通事故にあう危険性が高まり
ます。
反射材を身につける・ながらスマホ
は絶対にしない・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！
■時運動期間獅９月２１日～３０日
■内運動重点：
暫歩行中の子ども・高齢者、高齢ド
ライバーの交通事故を防止しよう

暫夕暮れ時と夜間の歩行中・自転車
乗車中の交通事故をなくそう

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
■問市民安全課（緯〈７１〉２２１９）
交通事故なし（梨）キャンペーン
梨を配りながら、交通事故防止を呼
びかけます。
■時９月２１日晶午後３時３０分～４時３０分
■場市役所前県道
ながらスマホ根絶キャンペーン
啓発品を配布しながら、ながらスマ
ホ根絶を呼びかけます。
■時９月２６日昌午後３時３０分～４時３０分
■場 DCMカーマ安城住吉店（住吉町）

秋の交通安全市民運動衣浦東部保健所管内では、昨年新た
に５６人が結核と診断され、そのうち半
数以上が７０歳以上の高齢者でした。高
齢者に結核が多いのは、若い頃に感染
した結核菌が、体力の衰えや免疫力の
低下をきっかけに活動を始めてしまう
からだと言われています。
一方、３０～５０歳の発病も多く、油断
は禁物です。結核を予防し、早期発見
するためのポイントを紹介します。
予防・早期発見のポイント
暫２週間以上の咳や痰等の症状が続く

たん

時は必ず病院を受診しましょう
暫年１回は職場健診や住民検診等で胸
部X線検査を受けましょう

暫バランスのとれた食事、十分な睡眠、
適度な運動等、規則正しい生活を心
がけましょう

暫乳児には結核の予防接種（BCG）が
あります。市の案内に従って、１歳
までに受けましょう

■問衣浦東部保健所健康支援課（緯〈２１〉
９３３８）

長引く咳は結核かも？

■時期間・日時 ■場場所 ■内内容 ■講講師 ■対対象・資格 ■定定員 ■￥費用 ■持持ち物 ■他その他

エントランスの天井耐震化工事、外
壁等の保全改修工事のため、下記の期
間休館します。期間中はご迷惑をおか
けしますが、ご理解ご協力をお願いし
ます。
■時２０１９年９月～２０２０年３月（予定）
■問歴史博物館（緯〈７７〉６６５５）

歴史博物館の休館

日本伝統の美しさを誇る手筒花火が
見どころの「秋葉まつり」。
昼間は市内６町の若衆が玉箱をかつ
ぎ、長持唄を歌いながら威勢よく各町

なが もち うた

内を練り歩きます。夕方になると知立
神社に宮入りし、勇壮な手筒花火を奉
納。炎の高さが７杓を超える手筒花火
を両手に持って囲んで打ち上げるほか、
１台２００発という乱玉の打ち上げを６

らん だま

町が順番に行います。
■時９月２３日抄午前９時～午後９時３０分
※手筒花火は午後７時～９時に披露。
■場玉箱ねり歩き施山町、山屋敷町、中
町、新地町、本町、西町、宝町内
手筒花火施知立神社境内（名鉄知立
駅下車徒歩１２分）

■他駐車場がないため、公共交通機関を
利用してください
■問知立市観光協会（緯〈８３〉１１１１）

青少年愛護センターでは、NPO法
人育て上げネット中部虹の会の協力の
もと、悩みを抱える若者の相談窓口を
開設しています。
不登校・家に引きこもっている・将
来が不安だ・精神的に不安定である・
どこにも居場所がないように感じる等
の悩みを聴き、サポートします。ぜひ
気軽にお越しください（要電話予約）。
※個人情報は目的以外に利用すること
はありません。
■時毎週昌午後１時～４時（完全予約制、
１人につき１時間程度）

■場青少年の家
■対市内在住・在学で、義務教育修了済
の１５歳～概ね４０歳の人、その保護者
■申午前８時３０分～午後５時１５分（休館
日を除く）に電話で青少年愛護セン
ター（青少年の家内／緯〈７６〉３４３２）へ

悩みを抱える若者を支援し
ます

秋葉まつり 知
立

長引く咳は結核かも？
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１０月１日捷からあんくるバス全１１路
線のダイヤと一部ルートを変更します。
新しい時刻表については、市役所、各
地区公民館等の公共施設やバス車内、
観光案内所（KEYPORT内）等で配布し

キ ー ポ ー ト

ています。また、市HPや各バス停に
も１０月１日以降の時刻表を掲載してい
ます。
新しいルートについては、循環線左
まわりと循環線右まわりが同様のルー
トになります。他の路線のバス停位置
についての変更はありません。
あんくるバスのダイヤの変更に伴い、
あんくるタクシーのダイヤも変わりま
す。あんくるタクシー停留所のダイヤ
表示も市HPに掲載しています。
■問都市計画課（緯〈７１〉２２４３）

７月分／受付順／敬称略
梅津諭、アイシン・エィ・ダブリュ叙、
匿名

ご寄付いただきました

■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。

■内職務内容獅登下校時の児童等への街
頭交通指導、交通安全教室での講師、
交通安全キャンペーンへの参加等
採用予定日獅１１月１日昭 勤務日時
獅午前７時３０分～８時３０分、午後２
時～４時の登下校時間を含む１日５
時間以内（原則松掌抄を除く） 賃金
獅月額１２万７０００円（採用日から６カ
月間は月額１２万円） 選考獅面接（１０
月１１日昭）

■定１人
■対普通自動車免許を有し、原付バイク
の運転ができる人
■申９月１８日昇～１０月５日晶午前８時３０
分～午後５時１５分（松掌抄承を除く）
に、顔写真付履歴書を持参か郵送
（必着）で市民安全課（〒４４６－８５０１住
所不要）へ
■問市民安全課（緯〈７１〉２２１９）

交通指導員（甲種）

安城市空家等対策協議会委
員
本市における空き家対策に関する事
項を協議するため、委員を公募します。
■内職務内容獅年２回程度行われる会議
への参加（平日昼間） 任期獅１１月１
日～２０２０年１０月３１日（２年間） 報酬
施会議１回７５００円 選考獅書類審査、
面接（１０月１７日昌予定）
■対次のいずれにも該当する人
暫２０１８年４月１日時点で２０歳以上
暫市内在住・在勤・在学又は市内で
活動している
暫１０月３１日時点で本市の審議会等の
委員を３つ以上兼務していない
■定１人程度
■他選考の結果は応募者全員に通知し、
選出された委員の氏名は市HP等で
公表します
■申９月２１日晶～１０月１日捷午前８時３０
分～午後５時１５分（松掌抄承を除く）
に、応募用紙を持参か郵送（必着）・
ファクス・Eメールで建築課（〒４４６
－８５０１住所不要／胃〈７７〉００１０／ken
chiku@city.anjo.lg.jp）へ
※応募用紙は、同課・市HPで配布。

■問建築課（緯〈７１〉２２４１）

■時■内①フォトショップによるデジタル
画像の加工獅１０月２１日掌・２８日掌

②Excelマクロ／VBA応用獅１１月
１０日松・１７日松

③テクニカルイラストレーション基
礎獅１１月１８日掌・２５日掌

※いずれも午前９時～午後４時（全
２回）。

■場愛知障害者職業能力開発校（豊川市）
■対主に在職中の障害者で、基本的なパ
ソコンの操作ができる人
■定①獅６人 ②③獅５人 いずれも定
員を超えた場合は抽選
■申①獅９月２０日昭まで ②獅９月２１日
晶～１０月１１日昭 ③獅９月２８日晶～
１０月１８日昭に、所定の受講申請書
（個人用）を郵送（必着）かファクス・
Eメールで同校（〒４４１－１２３１豊川市
一宮町上新切３３－１４／胃０５３３〈９３〉６５
５４／noryokukaihatsuko@pref.
aichi.lg.jp）へ
※受講申請書は同校HPで配布。

■問愛知障害者職業能力開発校（緯０５３３
〈９３〉２１０２）、市障害福祉課（緯〈７１〉２２
２５）

障害者スキルアップ講座
（在職者訓練）受講者

ハロウィンのお化けカボチャや魔女、
ゾンビ等、好きな仮装をしてハロウィ
ン仮装コンテストに参加しよう！個人
でもグループでも参加できます。
■時１０月２８日掌午前１１時
■内賞獅グランプリ、特別賞 他
※参加賞有。
■定５０組程度（先着順）
■他当日の午後２時からはパレードも開
催。どなたでも当日参加できます。
みんなでレッツ・エンジョイ・パレ
ード！

■申９月２０日昭から電話でデンパークへ
※定員に満たない場合は当日受付有。
■場■問デンパーク（緯〈９２〉７１１１）

デンパークハロウィン仮装
コンテスト参加者

９月から市税の納付忘れについて、
携帯番号あてにショート・メッセージ・
サービス（SMS）でのお知らせを始め
ます。SMSを受信した際は、安城市
税コールセンターに連絡してください。
SMSの発信は（緯０７０〈３３３７〉１４６５）から
行います。この番号は発信専用のため、
返信や折返しに使うことはできません。
連絡先獅安城市税コールセンター（市
役所内／緯〈７１〉２２８８）
SMS文例：

■他メールの内容に心当たりがない場合
は削除するか、同コールセンターに
問い合わせてください。安城市税コ
ールセンターでは、銀行口座への入
金誘導や訪問徴収は行いません。ま
た、特殊詐欺防止のためURL等は
添付しません。不審なURLにはア
クセスしないよう注意してください
■問納税課（緯〈７１〉２２１７）

市税の納付忘れ等をメール
（SMS）にてお知らせします

安城市税についてお知らせしたい
ことがございます。下記安城市税
コールセンターへご連絡ください。
安城市税コールセンター
緯０５６６〈７１〉２２８８

あんくるバス・タクシーの変更

ご寄付いただきました

情
報
ボ
ッ
ク
ス
は
左
側
か
ら
お
読
み
く
だ
さ
い
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秋は気候もよく過ごしやすくなるた
め、行楽やスポーツ等で外出する機会
が増えます。一方、この時期は日没時
刻が日増しに早くなり、夕暮れ時から
夜間にかけては歩行者や自転車の動き
が運転者から見えづらく、子どもや高
齢者が交通事故にあう危険性が高まり
ます。
反射材を身につける・ながらスマホ
は絶対にしない・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！
■時運動期間獅９月２１日～３０日
■内運動重点：
暫歩行中の子ども・高齢者、高齢ド
ライバーの交通事故を防止しよう

暫夕暮れ時と夜間の歩行中・自転車
乗車中の交通事故をなくそう

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
■問市民安全課（緯〈７１〉２２１９）
交通事故なし（梨）キャンペーン
梨を配りながら、交通事故防止を呼
びかけます。
■時９月２１日晶午後３時３０分～４時３０分
■場市役所前県道
ながらスマホ根絶キャンペーン
啓発品を配布しながら、ながらスマ
ホ根絶を呼びかけます。
■時９月２６日昌午後３時３０分～４時３０分
■場 DCMカーマ安城住吉店（住吉町）

秋の交通安全市民運動衣浦東部保健所管内では、昨年新た
に５６人が結核と診断され、そのうち半
数以上が７０歳以上の高齢者でした。高
齢者に結核が多いのは、若い頃に感染
した結核菌が、体力の衰えや免疫力の
低下をきっかけに活動を始めてしまう
からだと言われています。
一方、３０～５０歳の発病も多く、油断
は禁物です。結核を予防し、早期発見
するためのポイントを紹介します。
予防・早期発見のポイント
暫２週間以上の咳や痰等の症状が続く

たん

時は必ず病院を受診しましょう
暫年１回は職場健診や住民検診等で胸
部X線検査を受けましょう

暫バランスのとれた食事、十分な睡眠、
適度な運動等、規則正しい生活を心
がけましょう

暫乳児には結核の予防接種（BCG）が
あります。市の案内に従って、１歳
までに受けましょう

■問衣浦東部保健所健康支援課（緯〈２１〉
９３３８）

長引く咳は結核かも？
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エントランスの天井耐震化工事、外
壁等の保全改修工事のため、下記の期
間休館します。期間中はご迷惑をおか
けしますが、ご理解ご協力をお願いし
ます。
■時２０１９年９月～２０２０年３月（予定）
■問歴史博物館（緯〈７７〉６６５５）

歴史博物館の休館

日本伝統の美しさを誇る手筒花火が
見どころの「秋葉まつり」。
昼間は市内６町の若衆が玉箱をかつ
ぎ、長持唄を歌いながら威勢よく各町

なが もち うた

内を練り歩きます。夕方になると知立
神社に宮入りし、勇壮な手筒花火を奉
納。炎の高さが７杓を超える手筒花火
を両手に持って囲んで打ち上げるほか、
１台２００発という乱玉の打ち上げを６

らん だま

町が順番に行います。
■時９月２３日抄午前９時～午後９時３０分
※手筒花火は午後７時～９時に披露。
■場玉箱ねり歩き施山町、山屋敷町、中
町、新地町、本町、西町、宝町内
手筒花火施知立神社境内（名鉄知立
駅下車徒歩１２分）

■他駐車場がないため、公共交通機関を
利用してください

■問知立市観光協会（緯〈８３〉１１１１）

青少年愛護センターでは、NPO法
人育て上げネット中部虹の会の協力の
もと、悩みを抱える若者の相談窓口を
開設しています。
不登校・家に引きこもっている・将
来が不安だ・精神的に不安定である・
どこにも居場所がないように感じる等
の悩みを聴き、サポートします。ぜひ
気軽にお越しください（要電話予約）。
※個人情報は目的以外に利用すること
はありません。
■時毎週昌午後１時～４時（完全予約制、
１人につき１時間程度）

■場青少年の家
■対市内在住・在学で、義務教育修了済
の１５歳～概ね４０歳の人、その保護者
■申午前８時３０分～午後５時１５分（休館
日を除く）に電話で青少年愛護セン
ター（青少年の家内／緯〈７６〉３４３２）へ

悩みを抱える若者を支援し
ます

秋葉まつり 知
立

長引く咳は結核かも？
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