
餓広報あんじょう 2019.７.1

■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。

学校で食べている人気の給食メニュ
ーを、親子で一緒に楽しく作って食べ
ましょう。給食の調理員がおいしく作
るコツを伝授します。
■時７月３１日昌、８月１日昭・８日昭・
９日晶 いずれも午前１０時～午後１
時（受付は午前９時３０分）
■場文化センター
■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１０組２０人（先着順）
■￥１人３００円
■持エプロン、三角巾又はバンダナ、マ
スク、飲み物

■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
たことがある家族は申込みできません
■申７月５日晶～１１日昭午後２時～５時
（松掌を除く）に、電話で学校給食協
会給食事務所（北部調理場内／緯〈７６〉
４７００）へ

■時８月１８日掌午後１時
■場コロナキャットボウル安城店（浜富町）
■対市内在住のひとり親家庭の親子
■定３０人（先着順）
■￥１人１２００円（２ゲーム分のゲーム代
及び貸靴代。３歳以下無料）

■申７月１４日掌～２８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１４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）

ひとり親家庭ボウリング大会

親子給食調理教室～給食を家庭で
おいしくつくるコツを教えます～

親子を対象にした梨選果場見学等の
体験イベントです。
■時８月２４日松午前９時３０分～正午
■場JAあいち中央総合センター（赤松町）
■内梨選果場見学、安城梨食べ比べ、野
菜ソムリエ上級プロによる梨のおは
なし等
■対小学生親子
■定５０人程度（先着順）
■申７月１６日昇～２６日晶に催し名、代表
者の氏名・電話番号・参加人数（大
人・子どもの人数）をEメールでJAあ
いち中央営農部園芸課（００８７１@jaac.
or.jp）へ
■問 JAあいち中央営農部園芸課（緯〈７３〉
４４０３）、市農務課（緯〈７１〉２２３３）

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。
■時７月２６日晶～２８日掌午前１０時～午後
３時

■対小学３年生～中学生
■場■申７月１３日松からの午前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
※当日申込可。

夏休み自由研究相談会

市内で採れた夏野菜を使って親子で
おいしいカレーを作り、楽しく食べま
しょう。
■時８月２４日松午前９時３０分～正午
■場東部公民館
■講米太郎（女性農業委員４人で構成す

こめ た ろう

るグループ）
■対４歳以上の子と保護者
■定１０組（定員を超えた場合は抽選）
※当選者へのみ８月７日昌までに通
知します。
■￥１組５００円
■持エプロン、三角巾、ふきん２枚、持
ち帰り用容器、保冷剤
■申７月３１日昌までの午前８時３０分～午
後５時１５分（松掌抄を除く）に直接か
電話又は、催し名、代表者の住所・
氏名・電話番号・参加者数（大人・
子どもの人数）を郵送（必着）かファ
クス・Eメールで農務課（緯〈７１〉２２３３
／〒４４６ー８５０１住所不要／胃〈７６〉１１１２
／nomu@city.anjo.lg.jp）へ
※右記QRコードから
も申込可。

■問米太郎・太田さん（緯

０９０〈９２２２〉８６２１）

親子で作ろう！
夏野菜カレー！ 家族で野外活動・キャンプファイヤ

ー等を楽しみましょう。
■時８月１７日松午後１時～１８日掌正午
■場集合・解散獅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。
※午後１時に現地集合。
■対市内在住、在勤、在学の家族
■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 ファ
イヤ用丸太獅２５０円

■申７月１４日掌～８月４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（緯〈７５〉３５３５）へ
※申込書は同館・市HPで配布。

ファミリーキャンプ

デンパークの催し
■￥入園料（７月２０日松は入園無料）
■場■問デンパーク（緯〈９２〉７１１１）
サマーフェスティバル 早朝ハスまつり
早朝に咲く美しいハスの姿をご覧い
ただくため、期間中は午前６時に開園。
ハス池遊覧ツアー体験（１人５００円）や
冷たい蓮花茶のふるまい、象鼻杯の体

ぞう び はい

験（１回１００円）、ハスの実入りちらし寿
司（６００円）を販売します。
■時７月１３日松～１５日抄

流しそうめん体験
地元安城の和泉そ
うめんを使用した流
しそうめんが楽しめ
ます。
■時７月１３日松～１５日抄・２０日松・２１日
掌、８月１０日松～１８日掌・２４日松・
２５日掌

■￥１食５００円（小学生以上）
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７月１３日松～９月１日掌午前１０時～
午後４時（休園日を除く）
■￥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』－ハスを観察
しよう－
夏休みの自由研究にピッタリ。デン
パークのハスを楽しく学習する体験観
察会を開催します。
■時７月２７日松・２８日掌午前１０時～１１時
３０分（小雨決行）
■対小学３～６年生（親子参加も可）
■定各１０人（先着順）
■申７月５日晶から各開催日前日までの
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〉７１
１１）へ

安城梨をまなぼう！
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■時７月２０日松～２２日捷午前１０時～正午
（全３回）
■場図書情報館
■対小学生以下（未就学児は保護者同伴）
■定２０人（先着順）
■申７月５日晶からの午前９時～午後８
時（松掌抄は午後６時まで。休館日
を除く）に直接か電話でアンフォー
レ課（緯〈７６〉６１１１）へ

手づくりかみしばい教室

■場■問堀内公園（緯〈９９〉５９４７）
堀内公園 夏祭り
■時７月１３日松～１５日抄午前１０時～午後
３時（雨天中止）

■内輪投げ等の模擬店（各１００円）を開催
※景品がなくなり次第終了します。
スタンプ DEGET
■時７月２０日松・２１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）
のスタンプをすべて集めた子に景品
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。
■￥各有料遊具利用料
■定各２００人（当日先着順）
夏休み体験講座「覚えよう！ロープワ
ーク体験」
簡単なロープの結び方を学びます。
■時７月２２日捷・３１日昌午前１１時、午後
２時
■対小学生以下
■定各１０人（当日先着順）
夏休み体験講座「手づくりバスボム作
り」
■時７月２４日昌・２５日昭・２９日捷午前１０
時、午後２時

■対小学生以下
■定各２５人（当日先着順）
水遊び企画「うち水大作戦」
■時７月２４日昌・３１日昌午後１時～３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。

堀内公園の催し

デンパークの体験教室
陰～右共通事項
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日晶～各申込期限の午前９時
３０分～午後５時（休園日を除く）に直
接か電話で同クラブハウス（緯〈９２〉
７１１２）へ

陰食虫植物ギャザリング錘

■時７月２８日掌午後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）

■対小中学生と保護者
■定１０組（先着順）
■￥１組３５００円（材料費込）
■持汚れてもいい服装、薄手袋、持ち帰
り用袋

■申申込期限施７月１９日晶

隠もったいナイスな料理教室
■時８月２日晶午前１０時～午後０時３０分
■内テーマ施包丁・まな板不使用！キャ
ンプ飯＆防災食 メニュー施フライ
パン炊ごはんでピザ、フライパン焼
ケーキ、BBQ串
■講高倉恵氏（ナチュラルフードコーデ
ィネーター）

■定２０人（先着順）
■￥３０００円（材料費込）
■持エプロン、手拭タオル、箸
■申申込期限施７月２６日晶

韻花の写真講座
■時８月２日晶・３０日晶午前１０時～正午
（全２回）
■講岡田巳吉氏

み よし

■定２０人（先着順）
■￥２０００円
■持カメラ
■申申込期限施７月２６日晶

吋ペーパークイリング講座
■時襖獅８月７日昌 鴬獅８月２１日昌

いずれも午前１０時～午後０時３０分
■講磯貝裕子氏（ボタニカルクイリング・
ジャパン認定講師）
■定各１５人（先着順）
■￥２０００円（材料費込）
■申申込期限諮襖獅７月３１日昌 鴬獅８
月１４日昌

右フォトマスターEXによる写真講座
■時８月９日晶・２３日晶午前１０時～正午
（全２回）
■内テーマ獅かなしくて
■講鶴田郁夫氏（フォトマスターEX）
■定２０人（先着順）
■￥２３００円（２回目はドリンク付き）
■持カメラ
■申申込期限施８月２日晶

安城から世界へ、世界から安城へ価
値あるアイデアを広め、共有し、地域
を活性化させるためのイベントです。
当日は、パフォーマーによる演技や
スピーカーから語られるアイデア・提
案を、間近で見聞きすることができま
す。また、参加者同士の交流を目的と
したアクティビティにも参加できます。
■時７月２８日掌午後１時～８時３０分
※懇親会（アフターパーティ）を含む。
■場文化センター 、アンフォーレ（懇親
会のみ）
■講浅井信好（舞踏家）、ヒメナ・エルゲダ
＆スティーブン・ウォード（芸術家）、
杉浦嘉信（経営者）、清水潤子（猟師）、

よし のぶ

髙
こう

良紘生（大学生）、杉浦亜紗比（美容
ら ひろ き

家）、浅田英夫（天文研究家）
■対中学生以上
■定３００人程度（先着順）
■￥大人７０００円、中学生～大学生４０００円
（懇親会費込）
※中高生無料招待有（先着２０人）。
■申７月７日掌午前９時からTEDｘAnjo
HP内の専用ページから申し込んで
ください
※右記QRコードからも
申込可。
■問TEDｘAnjo実行委員会（緯〈７３〉６１３３
／胃〈７３〉６１３２／office@tedxanjo.
com）、市市民協働課（緯〈７１〉２２１８）
※TEDｘAnjo実行委員会の電話問合
せの受付時間は午前１０時～午後５時。

■時７月１４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）

今月の再生家具等入札販売

市民活動補助金対象事業
TEDxAnjo２０１９
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学校で食べている人気の給食メニュ
ーを、親子で一緒に楽しく作って食べ
ましょう。給食の調理員がおいしく作
るコツを伝授します。
■時７月３１日昌、８月１日昭・８日昭・
９日晶 いずれも午前１０時～午後１
時（受付は午前９時３０分）
■場文化センター
■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１０組２０人（先着順）
■￥１人３００円
■持エプロン、三角巾又はバンダナ、マ
スク、飲み物

■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
たことがある家族は申込みできません
■申７月５日晶～１１日昭午後２時～５時
（松掌を除く）に、電話で学校給食協
会給食事務所（北部調理場内／緯〈７６〉
４７００）へ

■時８月１８日掌午後１時
■場コロナキャットボウル安城店（浜富町）
■対市内在住のひとり親家庭の親子
■定３０人（先着順）
■￥１人１２００円（２ゲーム分のゲーム代
及び貸靴代。３歳以下無料）

■申７月１４日掌～２８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１４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）

ひとり親家庭ボウリング大会

親子給食調理教室～給食を家庭で
おいしくつくるコツを教えます～

親子を対象にした梨選果場見学等の
体験イベントです。
■時８月２４日松午前９時３０分～正午
■場JAあいち中央総合センター（赤松町）
■内梨選果場見学、安城梨食べ比べ、野
菜ソムリエ上級プロによる梨のおは
なし等
■対小学生親子
■定５０人程度（先着順）
■申７月１６日昇～２６日晶に催し名、代表
者の氏名・電話番号・参加人数（大
人・子どもの人数）をEメールでJAあ
いち中央営農部園芸課（００８７１@jaac.
or.jp）へ
■問 JAあいち中央営農部園芸課（緯〈７３〉
４４０３）、市農務課（緯〈７１〉２２３３）

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。
■時７月２６日晶～２８日掌午前１０時～午後
３時

■対小学３年生～中学生
■場■申７月１３日松からの午前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
※当日申込可。

夏休み自由研究相談会

市内で採れた夏野菜を使って親子で
おいしいカレーを作り、楽しく食べま
しょう。
■時８月２４日松午前９時３０分～正午
■場東部公民館
■講米太郎（女性農業委員４人で構成す

こめ た ろう

るグループ）
■対４歳以上の子と保護者
■定１０組（定員を超えた場合は抽選）
※当選者へのみ８月７日昌までに通
知します。
■￥１組５００円
■持エプロン、三角巾、ふきん２枚、持
ち帰り用容器、保冷剤
■申７月３１日昌までの午前８時３０分～午
後５時１５分（松掌抄を除く）に直接か
電話又は、催し名、代表者の住所・
氏名・電話番号・参加者数（大人・
子どもの人数）を郵送（必着）かファ
クス・Eメールで農務課（緯〈７１〉２２３３
／〒４４６ー８５０１住所不要／胃〈７６〉１１１２
／nomu@city.anjo.lg.jp）へ
※右記QRコードから
も申込可。

■問米太郎・太田さん（緯

０９０〈９２２２〉８６２１）

親子で作ろう！
夏野菜カレー！ 家族で野外活動・キャンプファイヤ

ー等を楽しみましょう。
■時８月１７日松午後１時～１８日掌正午
■場集合・解散獅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。
※午後１時に現地集合。
■対市内在住、在勤、在学の家族
■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 ファ
イヤ用丸太獅２５０円

■申７月１４日掌～８月４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（緯〈７５〉３５３５）へ
※申込書は同館・市HPで配布。

ファミリーキャンプ

デンパークの催し
■￥入園料（７月２０日松は入園無料）
■場■問デンパーク（緯〈９２〉７１１１）
サマーフェスティバル 早朝ハスまつり
早朝に咲く美しいハスの姿をご覧い
ただくため、期間中は午前６時に開園。
ハス池遊覧ツアー体験（１人５００円）や
冷たい蓮花茶のふるまい、象鼻杯の体

ぞう び はい

験（１回１００円）、ハスの実入りちらし寿
司（６００円）を販売します。
■時７月１３日松～１５日抄

流しそうめん体験
地元安城の和泉そ
うめんを使用した流
しそうめんが楽しめ
ます。
■時７月１３日松～１５日抄・２０日松・２１日
掌、８月１０日松～１８日掌・２４日松・
２５日掌

■￥１食５００円（小学生以上）
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７月１３日松～９月１日掌午前１０時～
午後４時（休園日を除く）
■￥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』－ハスを観察
しよう－
夏休みの自由研究にピッタリ。デン
パークのハスを楽しく学習する体験観
察会を開催します。
■時７月２７日松・２８日掌午前１０時～１１時
３０分（小雨決行）
■対小学３～６年生（親子参加も可）
■定各１０人（先着順）
■申７月５日晶から各開催日前日までの
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〉７１
１１）へ

安城梨をまなぼう！
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■時７月２０日松～２２日捷午前１０時～正午
（全３回）
■場図書情報館
■対小学生以下（未就学児は保護者同伴）
■定２０人（先着順）
■申７月５日晶からの午前９時～午後８
時（松掌抄は午後６時まで。休館日
を除く）に直接か電話でアンフォー
レ課（緯〈７６〉６１１１）へ

手づくりかみしばい教室

■場■問堀内公園（緯〈９９〉５９４７）
堀内公園 夏祭り
■時７月１３日松～１５日抄午前１０時～午後
３時（雨天中止）

■内輪投げ等の模擬店（各１００円）を開催
※景品がなくなり次第終了します。
スタンプ DEGET
■時７月２０日松・２１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）
のスタンプをすべて集めた子に景品
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。
■￥各有料遊具利用料
■定各２００人（当日先着順）
夏休み体験講座「覚えよう！ロープワ
ーク体験」
簡単なロープの結び方を学びます。
■時７月２２日捷・３１日昌午前１１時、午後
２時
■対小学生以下
■定各１０人（当日先着順）
夏休み体験講座「手づくりバスボム作
り」
■時７月２４日昌・２５日昭・２９日捷午前１０
時、午後２時

■対小学生以下
■定各２５人（当日先着順）
水遊び企画「うち水大作戦」
■時７月２４日昌・３１日昌午後１時～３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。

堀内公園の催し

デンパークの体験教室
陰～右共通事項
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日晶～各申込期限の午前９時
３０分～午後５時（休園日を除く）に直
接か電話で同クラブハウス（緯〈９２〉
７１１２）へ

陰食虫植物ギャザリング錘

■時７月２８日掌午後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）

■対小中学生と保護者
■定１０組（先着順）
■￥１組３５００円（材料費込）
■持汚れてもいい服装、薄手袋、持ち帰
り用袋

■申申込期限施７月１９日晶

隠もったいナイスな料理教室
■時８月２日晶午前１０時～午後０時３０分
■内テーマ施包丁・まな板不使用！キャ
ンプ飯＆防災食 メニュー施フライ
パン炊ごはんでピザ、フライパン焼
ケーキ、BBQ串
■講高倉恵氏（ナチュラルフードコーデ
ィネーター）

■定２０人（先着順）
■￥３０００円（材料費込）
■持エプロン、手拭タオル、箸
■申申込期限施７月２６日晶

韻花の写真講座
■時８月２日晶・３０日晶午前１０時～正午
（全２回）
■講岡田巳吉氏

み よし

■定２０人（先着順）
■￥２０００円
■持カメラ
■申申込期限施７月２６日晶

吋ペーパークイリング講座
■時襖獅８月７日昌 鴬獅８月２１日昌

いずれも午前１０時～午後０時３０分
■講磯貝裕子氏（ボタニカルクイリング・
ジャパン認定講師）
■定各１５人（先着順）
■￥２０００円（材料費込）
■申申込期限諮襖獅７月３１日昌 鴬獅８
月１４日昌

右フォトマスターEXによる写真講座
■時８月９日晶・２３日晶午前１０時～正午
（全２回）
■内テーマ獅かなしくて
■講鶴田郁夫氏（フォトマスターEX）
■定２０人（先着順）
■￥２３００円（２回目はドリンク付き）
■持カメラ
■申申込期限施８月２日晶

安城から世界へ、世界から安城へ価
値あるアイデアを広め、共有し、地域
を活性化させるためのイベントです。
当日は、パフォーマーによる演技や
スピーカーから語られるアイデア・提
案を、間近で見聞きすることができま
す。また、参加者同士の交流を目的と
したアクティビティにも参加できます。
■時７月２８日掌午後１時～８時３０分
※懇親会（アフターパーティ）を含む。
■場文化センター 、アンフォーレ（懇親
会のみ）

■講浅井信好（舞踏家）、ヒメナ・エルゲダ
＆スティーブン・ウォード（芸術家）、
杉浦嘉信（経営者）、清水潤子（猟師）、

よし のぶ

髙
こう

良紘生（大学生）、杉浦亜紗比（美容
ら ひろ き

家）、浅田英夫（天文研究家）
■対中学生以上
■定３００人程度（先着順）
■￥大人７０００円、中学生～大学生４０００円
（懇親会費込）
※中高生無料招待有（先着２０人）。
■申７月７日掌午前９時からTEDｘAnjo
HP内の専用ページから申し込んで
ください
※右記QRコードからも
申込可。
■問TEDｘAnjo実行委員会（緯〈７３〉６１３３
／胃〈７３〉６１３２／office@tedxanjo.
com）、市市民協働課（緯〈７１〉２２１８）
※TEDｘAnjo実行委員会の電話問合
せの受付時間は午前１０時～午後５時。

■時７月１４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）

今月の再生家具等入札販売

市民活動補助金対象事業
TEDxAnjo２０１９
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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７月５日晶午前９時から電話で各申
込先へ
普通救命講習Ⅲ
■時７月２０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）
普通救命講習Ⅰ
■時７月２１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）

救命講習会
講師が個別に機器の使用方法やデー
タ作成のアドバイスをする相談会です。
当日はデジタル工作機器を予約なしで
利用できます。
■時７月２８日掌、８月１８日掌、９月１５日
掌 いずれも午後２時～４時

■講メイカーズ・ラボとよはし技術スタ
ッフ
■対レーザー加工機・３Ｄプリンター利
用講習会を受講した人
■持デジタル工作機器利用カード、パソ
コン（貸出可）、加工材料（レーザー加
工機を利用する場合のみ）

■他暫使用しているソフトや内容によっ
ては回答できない場合があります
暫時間内の入退室自由
■場■問文化センター（緯〈７６〉１５１５）

レーザー加工機・３Ｄプリン
ター機器使用方法＆データ作
成相談会

■時８月３１日松午前１０時～１１時３０分
■内パパのためのアンガーマネジメント
■講稲垣真紀子氏（日本アンガーマネジ
メント協会認定講師）
■対乳幼児の父親
■定３０人（先着順）
■場■申７月２９日捷からの午前９時～午後
５時（松掌承を除く）に電話で子育て
支援センター（あんぱ～く内／緯〈７２〉
２３１７）へ

パパ講座

丈山苑の催し
■￥入苑料獅１００円（中学生以下無料）
呈茶料獅３００円

■場■問丈山苑（緯〈９２〉７７８０）
漢詩勉強会
■時７月２１日掌午後２時～４時
■講三島徹氏（東洋文化振興会会長）
■定３０人（先着順）
■申午前９時～午後５時（休苑日を除く）
に電話で丈山苑へ

丈山苑の夏～お化けを作ろう～
リサイクル品で作る、
オリジナルお化けの工
作会です。
■時７月２５日昭・２６日晶

午前９時～午後７時
３０分（入苑は午後７
時まで）

■時８月３１日松午前９時～午後４時
■場文化センター
■内司法書士、土地家屋調査士、宅地建
物取引士による空き家相談
■対市内の空き家の所有者又はその家族
及び将来市内の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３１日昌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

働き盛りの年代でもかかることのあ
る若年性認知症。同じような経験や悩
みごと等、本人・家族同士で情報交換
をしませんか。
日頃の思いを安心して話し、尊重し、
一緒に支え合う仲間に出会える場です。
医療・福祉の専門職もスタッフとして
参加します。
■時８月１０日松午前１０時～１１時３０分
■場図書情報館
■対若年性認知症と診断を受けた本人、
その家族（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７月８日捷～８月７日昌午前８時３０
分～午後５時１５分（松掌抄を除く）に
直接か電話又は、住所・氏名・年齢、
参加する人（本人か家族）をＥメール
で高齢福祉課（緯〈７１〉２２６４／koufu
ku@city.anjo.lg.jp）へ

たんぽぽ カフェ～若年性認知症
のご本人とそのご家族のつどい～

■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

９９３３６６市長
１３１１２教育委員会
１１２３４７８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決定内容

７２１６５６全部開示
個人情報３２１３１９一部開示
不存在８５３非開示

０００取下げ
１１２３４７８計

不服申立て 単位：件

件数実施機関名

０市長
０計

リサイクル自転車の販売
放置自転車の中で再利用可能なもの
を点検・整備し、下表の取扱店にて、
各店２・３台を販売します。
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１２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。

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〉２０２４サイクルショップ二藤
（御幸本町）
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■時８月１日昭午後２時～４時
■場衣浦東部保健所（刈谷市大手町）
■内医療講話「神経難病について学ぼう
～最近の医療と治療～」
■講杉浦真氏（安城更生病院脳神経内科・
在宅医療連携推進センター長）
■対神経系難病患者とその家族、支援に
関わる医療介護関係者
■申７月２４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

自宅でできる簡単なエクササイズを
楽しく学びます。
■時７月３０日～９月１０日の毎週昇午前１０
時～１１時３０分（８月１３日を除く。全
６回）

■場総合福祉センター
■講千原綾乃氏
■対市内在住・在勤の４０歳～６４歳で、全
ての回に参加できる人
■定２５人（先着順）
■持運動ができる服装、飲料、ヨガマッ
ト又はバスタオル

■申７月９日昇からの午前９時～午後５
時（掌捷を除く）に直接か電話で市社
会福祉協議会地域福祉課（総合福祉
センター内／緯〈７７〉７８９６）へ

４０歳からの介護予防『体内年齢
若返りエクササイズ講座』

陰隠共通事項
■申７月３日昌～８日捷に催し名、住所・
氏名・生年月日・電話番号・ファク
ス番号、挿し木体験の希望の有無
（陰のみ）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〉１３１５info@econetanjo.org）へ
■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）

陰花・木の栽培管理を学ぼう
花いっぱい活動としてアジサイの挿
し木の作り方を学びます。
■時７月１３日松午後１時～３時３０分
■場北部公民館
■講日下昭則氏

くさ か

■対市内在住・在勤・在学者
■定４０人（先着順）
※挿し木体験は９人まで。

■持筆記用具
隠矢作川水源の森散策とコンサートと
ジビエ料理で根羽村満喫ツアー
矢作川水源の森を散策し、水が生ま
れてくる様子を観察するとともに、サ
ックスの音色で心身ともにリラックス
します。また、根羽村の主婦が作った
ジビエ料理等をいただきます。
■時７月２０日松午前７時３０分～午後４時
３０分
■場集合・解散獅市役所西駐車場 目的
地獅茶臼山北斜面（長野県根羽村）
■対中学生以上で健康な人（２時間程度
山道を歩きます）
■￥１５００円（交通費、食事代、保険料込）
■定２０人（先着順）
■持飲料、雨具

歴史博物館の催し・講座
■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
■時７月１３日松・２７日松午前１０時～正午、
午後１時～３時

安城歴博・中京大学連携講座
■時７月２７日松午後２時
■内テーマ獅第３回「壬申の乱と東海道
の古代氏族」

■講西村健太郎氏（文学部古文書室学芸員）環境に関する催し

きーぼー誕生祭

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）
■問安城七夕神社奉賛会・きーぼー日本
一プロジェクト（緯０９０〈３５６０〉７７１１）、
市商工課（緯〈７１〉２２３５）

七夕笹飾り奉納
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
安城七夕神社に奉納します。
■時７月７日掌午後３時～３時３０分、５
時～５時３０分（小雨決行）
■他竹は２杓以内に切断してください
きーぼー出会いの儀
安城七夕神社に複数のきーぼーが出
現。来場者はきーぼーと記念撮影がで
きます。
■時７月７日掌午後４時～４時３０分、６
時～６時３０分（雨天中止）

陰～韻共通事項
■対市内在住者
■場■申７月２３日昇からの午前９時～午後
５時（松掌承を除く）に電話で子育て
支援センター（あんぱ～く内／緯〈７２〉
２３１７）へ
※１人１講習まで。

陰親子遊び講習会「親と子のサマーラ
イブ★みんなでウクレレを楽しみま
しょう★」
■時８月２７日昇午前１０時～１１時１５分
■講八朔氏（お母さんウクレレバンド）

はっ さく

■対乳幼児と保護者
■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５日昭午前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）
韻親子遊び講習会「３歳までに養って
おきたい運動遊び」
■時９月１０日昇午前１０時～１１時３０分
■講相川優一氏（ポッキー先生）
■対すたすた歩ける子～未就園児と保護
者

■定３０組（先着順）
■持バスタオル１枚

子育て支援センター講習会
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■申申込方法等 ■問問合せ先 ※なお、指定及び制限を設けない項目は記載していません。

■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７月５日晶午前９時から電話で各申
込先へ
普通救命講習Ⅲ
■時７月２０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）
普通救命講習Ⅰ
■時７月２１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）

救命講習会
講師が個別に機器の使用方法やデー
タ作成のアドバイスをする相談会です。
当日はデジタル工作機器を予約なしで
利用できます。
■時７月２８日掌、８月１８日掌、９月１５日
掌 いずれも午後２時～４時

■講メイカーズ・ラボとよはし技術スタ
ッフ
■対レーザー加工機・３Ｄプリンター利
用講習会を受講した人
■持デジタル工作機器利用カード、パソ
コン（貸出可）、加工材料（レーザー加
工機を利用する場合のみ）

■他暫使用しているソフトや内容によっ
ては回答できない場合があります
暫時間内の入退室自由
■場■問文化センター（緯〈７６〉１５１５）

レーザー加工機・３Ｄプリン
ター機器使用方法＆データ作
成相談会

■時８月３１日松午前１０時～１１時３０分
■内パパのためのアンガーマネジメント
■講稲垣真紀子氏（日本アンガーマネジ
メント協会認定講師）
■対乳幼児の父親
■定３０人（先着順）
■場■申７月２９日捷からの午前９時～午後
５時（松掌承を除く）に電話で子育て
支援センター（あんぱ～く内／緯〈７２〉
２３１７）へ

パパ講座

丈山苑の催し
■￥入苑料獅１００円（中学生以下無料）
呈茶料獅３００円

■場■問丈山苑（緯〈９２〉７７８０）
漢詩勉強会
■時７月２１日掌午後２時～４時
■講三島徹氏（東洋文化振興会会長）
■定３０人（先着順）
■申午前９時～午後５時（休苑日を除く）
に電話で丈山苑へ

丈山苑の夏～お化けを作ろう～
リサイクル品で作る、
オリジナルお化けの工
作会です。
■時７月２５日昭・２６日晶

午前９時～午後７時
３０分（入苑は午後７
時まで）

■時８月３１日松午前９時～午後４時
■場文化センター
■内司法書士、土地家屋調査士、宅地建
物取引士による空き家相談
■対市内の空き家の所有者又はその家族
及び将来市内の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３１日昌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

働き盛りの年代でもかかることのあ
る若年性認知症。同じような経験や悩
みごと等、本人・家族同士で情報交換
をしませんか。
日頃の思いを安心して話し、尊重し、
一緒に支え合う仲間に出会える場です。
医療・福祉の専門職もスタッフとして
参加します。
■時８月１０日松午前１０時～１１時３０分
■場図書情報館
■対若年性認知症と診断を受けた本人、
その家族（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７月８日捷～８月７日昌午前８時３０
分～午後５時１５分（松掌抄を除く）に
直接か電話又は、住所・氏名・年齢、
参加する人（本人か家族）をＥメール
で高齢福祉課（緯〈７１〉２２６４／koufu
ku@city.anjo.lg.jp）へ

たんぽぽ カフェ～若年性認知症
のご本人とそのご家族のつどい～

■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

９９３３６６市長
１３１１２教育委員会
１１２３４７８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決定内容

７２１６５６全部開示
個人情報３２１３１９一部開示
不存在８５３非開示

０００取下げ
１１２３４７８計

不服申立て 単位：件

件数実施機関名

０市長
０計

リサイクル自転車の販売
放置自転車の中で再利用可能なもの
を点検・整備し、下表の取扱店にて、
各店２・３台を販売します。
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１２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。

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〉２０２４サイクルショップ二藤
（御幸本町）

情
報
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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
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在宅医療連携推進センター長）
■対神経系難病患者とその家族、支援に
関わる医療介護関係者

■申７月２４日昌までに電話で衣浦東部保
健所健康支援課（緯〈２１〉９３３８）へ
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若返りエクササイズ講座』

陰隠共通事項
■申７月３日昌～８日捷に催し名、住所・
氏名・生年月日・電話番号・ファク
ス番号、挿し木体験の希望の有無
（陰のみ）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
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■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）

陰花・木の栽培管理を学ぼう
花いっぱい活動としてアジサイの挿
し木の作り方を学びます。
■時７月１３日松午後１時～３時３０分
■場北部公民館
■講日下昭則氏

くさ か

■対市内在住・在勤・在学者
■定４０人（先着順）
※挿し木体験は９人まで。
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隠矢作川水源の森散策とコンサートと
ジビエ料理で根羽村満喫ツアー
矢作川水源の森を散策し、水が生ま
れてくる様子を観察するとともに、サ
ックスの音色で心身ともにリラックス
します。また、根羽村の主婦が作った
ジビエ料理等をいただきます。
■時７月２０日松午前７時３０分～午後４時
３０分
■場集合・解散獅市役所西駐車場 目的
地獅茶臼山北斜面（長野県根羽村）
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■持飲料、雨具

歴史博物館の催し・講座
■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
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午後１時～３時

安城歴博・中京大学連携講座
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■内テーマ獅第３回「壬申の乱と東海道
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■講西村健太郎氏（文学部古文書室学芸員）環境に関する催し

きーぼー誕生祭

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）
■問安城七夕神社奉賛会・きーぼー日本
一プロジェクト（緯０９０〈３５６０〉７７１１）、
市商工課（緯〈７１〉２２３５）

七夕笹飾り奉納
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
安城七夕神社に奉納します。
■時７月７日掌午後３時～３時３０分、５
時～５時３０分（小雨決行）
■他竹は２杓以内に切断してください
きーぼー出会いの儀
安城七夕神社に複数のきーぼーが出
現。来場者はきーぼーと記念撮影がで
きます。
■時７月７日掌午後４時～４時３０分、６
時～６時３０分（雨天中止）

陰～韻共通事項
■対市内在住者
■場■申７月２３日昇からの午前９時～午後
５時（松掌承を除く）に電話で子育て
支援センター（あんぱ～く内／緯〈７２〉
２３１７）へ
※１人１講習まで。

陰親子遊び講習会「親と子のサマーラ
イブ★みんなでウクレレを楽しみま
しょう★」
■時８月２７日昇午前１０時～１１時１５分
■講八朔氏（お母さんウクレレバンド）

はっ さく

■対乳幼児と保護者
■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５日昭午前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）
韻親子遊び講習会「３歳までに養って
おきたい運動遊び」
■時９月１０日昇午前１０時～１１時３０分
■講相川優一氏（ポッキー先生）
■対すたすた歩ける子～未就園児と保護
者

■定３０組（先着順）
■持バスタオル１枚

子育て支援センター講習会
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◆◆◆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２８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
員の改選により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。議長に外山鉱一議員が、副議長に小林昭弌議員が選出さ

こう いち しょう いち

れ、広域連合副長及び監査委員の選任についての人事案件が同意されました。
また、衣浦東部広域連合職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改
正する条例、衣浦東部広域連合火災予防条例の一部を改正する条例、はしご
付消防自動車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〉
碧南市選出獅小池友妃子、鈴木良和、山中謙治
安城市選出獅沓名喜代治、守口晶治、法福洋子、石川博雄、松尾学樹

き よ はる しょう じ ほう ふく まな き

高浜市選出獅杉浦康憲、柴田耕一
●正副議長
議長獅外山鉱一（刈谷市）
副議長獅小林昭弌（知立市）
●同意された人事
広域連合副長獅川口孝嗣（刈谷市副市長）

たか し

監査委員諮議選獅鈴木良和（碧南市）
識見獅堀田昌義

■問衣浦東部広域連合総務課（緯〈６３〉０１３１）
外山議長 小林副議長

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）

■申講座名、郵便番号・住所・氏名（ふ
りがな）・生年月日・電話番号・職業
を往復はがき（必着）かＥメールで県
立岡崎高等技術専門校（〒４４４－０８０２
岡崎市美合町平端２４／okazaki-sen
monko@pref.aichi.lg.jp）へ

■問県立岡崎高等技術専門校（緯０５６４〈５１〉
０７７５）
マイコンによるロボカー作成
ロボカーの組み立てやライントレー
スプログラムの作成方法等を習得。
■時８月２２日昭・２３日晶午前９時１０分～
午後４時３０分（２３日は午後３時４０分
まで）
■対ライントレースロボカーに興味のあ
る在職者
■定１０人（定員を超えた場合は抽選）
■￥４４２０円
■持筆記用具、弁当
■申申込期間獅７月１日捷～８月１日昭

第二種電気工事士筆記試験対策講座２
受験に必要な理論、鑑別等の演習。
■時９月７日松・８日掌午前９時１０分～
午後４時３０分（８日は午後３時４０分
まで）
■対第二種電気工事士試験（筆記）の受験
を予定している在職者
■定２０人（定員を超えた場合は抽選）
■￥１８２０円
■持筆記用具、指定するテキスト、弁当
■申申込期間獅７月１６日昇～８月１５日昭

県立岡崎高等技術専門校
スキルアップ講座受講者

６月９日に開催した消防団消防操法
競練会の結果は下記のとおりです。
■内小型ポンプの部諮優勝獅志貴分団
準優勝獅池浦分団 ３位獅西尾分団
４位獅赤松分団 ５位獅高棚分団
６位獅東尾分団 ７位獅今村分団
８位獅新田分団
ポンプ車の部諮優勝獅小川分団
準優勝獅桜井分団

■問危機管理課（緯〈７１〉２２２０）

■時夜間営業獅７月１９日晶、８月９日晶

午後５時１５分～８時
休日営業獅７月２１日掌、８月４日掌

午前８時３０分～午後５時１５分
■他安城市税コールセンターは電話のみ
の対応です
■問安城市税コールセンター（緯〈７１〉２２８８）、
納税課（緯〈７１〉２２１７）

安城市税コールセンター
夜間・休日営業日

■問市スポーツセンター（緯〈７５〉３５４５）
※７月２７日松以降は市体育館（緯〈７５〉
３５３５）。
耐震工事による休館
期間中は全館休館します。予約受付・
支払い等は市体育館又は明祥公民館を
利用してください。
■時７月２７日松～来年８月３日捷（予定）
屋外ランニングコース（東競技場側）の変更
来年７月まで下図のとおり変更しま
す。変更日は市HP・ランニングコー
ス案内看板でお知らせします。

市スポーツセンターの
お知らせ

本紙６月１日号に掲載の市野外セン
ターの一般開放利用の受付について、
作手高原野外センター（新城市）の利用
可能日が追加になりました。
■内追加の利用可能日獅７月１３日松・２０
日松・２１日掌・２７日松、８月３日松・
１０日松・１１日抄・１７日松・１８日掌

■他利用料金、申込方法は本紙６月１日
号を参照してください
■問市体育館（緯〈７５〉３５３５）

作手高原野外センターの
一般開放利用の追加受付

消防団消防操法競練会の結果

■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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青少年の家では１２月７日松にイベン
トを予定しています。誰もが楽しめる
イベントにするために、イベントの企
画・運営を行う実行委員会（月２回程
度）のメンバーを募集します。ファシリ
テーターによるレクチャーを受け、皆
で学びながら進めます。
■時初回会合日閣８月１０日松午前１０時
■場青少年の家
■対市内在住・在学・在勤の１８歳～３５歳
で未婚の人

■定１０人（先着順）
■申７月４日昭～３１日昌午前９時～午後
５時（休館日を除く）に電話又は、住
所・氏名・年齢・電話番号をファク
スかEメールで青少年の家（緯〈７６〉３４
３２／胃〈７６〉１１３１／sei
shounen@city.anjo.
lg.jp）へ※右記QRコー
ドからも申込可。

■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

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）

第２回一般曹候補生
■時受付期間獅７月１日捷～９月６日晶

試験日諮１次獅９月２０日晶～２２日掌

のうち指定する１日 ２次獅１０月１１
日晶～１６日昌のうち指定する１日

■対昭和６２年４月２日～平成１４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
■対昭和６２年４月２日～平成１４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日捷～９月６日晶

試験日諮１次獅９月１６日抄 ２次獅

１０月１５日昇～２０日掌のうち指定する
１日 ３次獅受付時に案内
■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）

自衛官

６０歳以上の働く
意欲のある人を募
集しています。多
くの場所でシルバ
ー世代の力が必要
とされています。特別な技術や専門的
な知識がなくても大丈夫！様々な仕事
の中からあなたに合った仕事がきっと
見つかります。
まずは入会説明会に気軽に参加して
ください。
■時入会説明会獅毎月第２昌午前１０時か
ら１時間程度（事前申込不要）

■場シルバー人材センター（百石町）
■問シルバー人材センター（緯〈７６〉１４１５）、
市高齢福祉課（緯〈７１〉２２２３）

青少年の家イベント企画
実行委員会メンバー

不登校等に悩む児童生徒と学習活動
や創作活動、体験活動を共に行ったり、
話し相手になったりします。
■内活動日時獅捷～晶午前９時～午後３
時（昭は午前中のみ）のうち、都合の
よい日時（１回２～３時間程度） 活
動場所獅教育センター

■対今年度に４年制大学・短期大学・大
学院・専門学校に在籍する人
■定７人程度
■他事故等に備えて、ボランティア保険
に加入します（保険料は市で負担）。
児童生徒の特性や児童生徒との関わ
り方等の研修に参加できます

■申捷～晶午前９時～午後５時（抄を除く）
に電話で教育センター（緯〈７５〉１０１０）
へ
※申込み後、同センターで配布する
登録用紙を提出してください。その
際、簡単な面接を行います。

適応指導教室「ふれあい学級」
学生ボランティア

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
ージを参照
■申７月１日捷～８月９日晶午前８時３０
分～午後５時１５分（松掌抄を除く）に
申込書・会社概要（パンフレット等）・
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）

市民課等の窓口で使用する
封筒提供事業者

シルバー人材センターで
生涯現役を目指しましょう
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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８０代の幅広い世代の人が、
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。
■申出願期間諮第１回閣８月３１日松まで

第２回閣９月２０日晶まで
※資料は同センター・同HPで配布。
※出願方法等の詳細は問い合わせて
ください。

■問放送大学愛知学習センター（緯０５２
〈８３１〉１７７１）

２０１９年度第２学期放送大学学生

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
しています。郷土の伝統芸能として三
河万歳を後世に引き継ぐため、保存会
への援助や各地での実演披露による普
及、後継者育成等の活動に皆さんのご
協力をお願いします。
■￥年会費諮普通会員獅１０００円 特別会
員獅３０００円以上

■他加入者には粗品（ハンドタオル）を進呈
■申■問午前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／緯

〈７７〉６６５５）へ

安城の三河万歳後援会会員
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◆◆◆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２８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
員の改選により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。議長に外山鉱一議員が、副議長に小林昭弌議員が選出さ

こう いち しょう いち

れ、広域連合副長及び監査委員の選任についての人事案件が同意されました。
また、衣浦東部広域連合職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改
正する条例、衣浦東部広域連合火災予防条例の一部を改正する条例、はしご
付消防自動車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〉
碧南市選出獅小池友妃子、鈴木良和、山中謙治
安城市選出獅沓名喜代治、守口晶治、法福洋子、石川博雄、松尾学樹

き よ はる しょう じ ほう ふく まな き

高浜市選出獅杉浦康憲、柴田耕一
●正副議長
議長獅外山鉱一（刈谷市）
副議長獅小林昭弌（知立市）
●同意された人事
広域連合副長獅川口孝嗣（刈谷市副市長）

たか し

監査委員諮議選獅鈴木良和（碧南市）
識見獅堀田昌義

■問衣浦東部広域連合総務課（緯〈６３〉０１３１）
外山議長 小林副議長

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）

■申講座名、郵便番号・住所・氏名（ふ
りがな）・生年月日・電話番号・職業
を往復はがき（必着）かＥメールで県
立岡崎高等技術専門校（〒４４４－０８０２
岡崎市美合町平端２４／okazaki-sen
monko@pref.aichi.lg.jp）へ

■問県立岡崎高等技術専門校（緯０５６４〈５１〉
０７７５）
マイコンによるロボカー作成
ロボカーの組み立てやライントレー
スプログラムの作成方法等を習得。
■時８月２２日昭・２３日晶午前９時１０分～
午後４時３０分（２３日は午後３時４０分
まで）
■対ライントレースロボカーに興味のあ
る在職者
■定１０人（定員を超えた場合は抽選）
■￥４４２０円
■持筆記用具、弁当
■申申込期間獅７月１日捷～８月１日昭

第二種電気工事士筆記試験対策講座２
受験に必要な理論、鑑別等の演習。
■時９月７日松・８日掌午前９時１０分～
午後４時３０分（８日は午後３時４０分
まで）
■対第二種電気工事士試験（筆記）の受験
を予定している在職者
■定２０人（定員を超えた場合は抽選）
■￥１８２０円
■持筆記用具、指定するテキスト、弁当
■申申込期間獅７月１６日昇～８月１５日昭

県立岡崎高等技術専門校
スキルアップ講座受講者

６月９日に開催した消防団消防操法
競練会の結果は下記のとおりです。
■内小型ポンプの部諮優勝獅志貴分団
準優勝獅池浦分団 ３位獅西尾分団
４位獅赤松分団 ５位獅高棚分団
６位獅東尾分団 ７位獅今村分団
８位獅新田分団
ポンプ車の部諮優勝獅小川分団
準優勝獅桜井分団

■問危機管理課（緯〈７１〉２２２０）

■時夜間営業獅７月１９日晶、８月９日晶

午後５時１５分～８時
休日営業獅７月２１日掌、８月４日掌

午前８時３０分～午後５時１５分
■他安城市税コールセンターは電話のみ
の対応です
■問安城市税コールセンター（緯〈７１〉２２８８）、
納税課（緯〈７１〉２２１７）

安城市税コールセンター
夜間・休日営業日

■問市スポーツセンター（緯〈７５〉３５４５）
※７月２７日松以降は市体育館（緯〈７５〉
３５３５）。
耐震工事による休館
期間中は全館休館します。予約受付・
支払い等は市体育館又は明祥公民館を
利用してください。
■時７月２７日松～来年８月３日捷（予定）
屋外ランニングコース（東競技場側）の変更
来年７月まで下図のとおり変更しま
す。変更日は市HP・ランニングコー
ス案内看板でお知らせします。

市スポーツセンターの
お知らせ

本紙６月１日号に掲載の市野外セン
ターの一般開放利用の受付について、
作手高原野外センター（新城市）の利用
可能日が追加になりました。
■内追加の利用可能日獅７月１３日松・２０
日松・２１日掌・２７日松、８月３日松・
１０日松・１１日抄・１７日松・１８日掌

■他利用料金、申込方法は本紙６月１日
号を参照してください
■問市体育館（緯〈７５〉３５３５）

作手高原野外センターの
一般開放利用の追加受付

消防団消防操法競練会の結果

■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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青少年の家では１２月７日松にイベン
トを予定しています。誰もが楽しめる
イベントにするために、イベントの企
画・運営を行う実行委員会（月２回程
度）のメンバーを募集します。ファシリ
テーターによるレクチャーを受け、皆
で学びながら進めます。
■時初回会合日閣８月１０日松午前１０時
■場青少年の家
■対市内在住・在学・在勤の１８歳～３５歳
で未婚の人

■定１０人（先着順）
■申７月４日昭～３１日昌午前９時～午後
５時（休館日を除く）に電話又は、住
所・氏名・年齢・電話番号をファク
スかEメールで青少年の家（緯〈７６〉３４
３２／胃〈７６〉１１３１／sei
shounen@city.anjo.
lg.jp）へ※右記QRコー
ドからも申込可。

■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

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）

第２回一般曹候補生
■時受付期間獅７月１日捷～９月６日晶

試験日諮１次獅９月２０日晶～２２日掌

のうち指定する１日 ２次獅１０月１１
日晶～１６日昌のうち指定する１日

■対昭和６２年４月２日～平成１４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
■対昭和６２年４月２日～平成１４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日捷～９月６日晶

試験日諮１次獅９月１６日抄 ２次獅

１０月１５日昇～２０日掌のうち指定する
１日 ３次獅受付時に案内
■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）

自衛官

６０歳以上の働く
意欲のある人を募
集しています。多
くの場所でシルバ
ー世代の力が必要
とされています。特別な技術や専門的
な知識がなくても大丈夫！様々な仕事
の中からあなたに合った仕事がきっと
見つかります。
まずは入会説明会に気軽に参加して
ください。
■時入会説明会獅毎月第２昌午前１０時か
ら１時間程度（事前申込不要）

■場シルバー人材センター（百石町）
■問シルバー人材センター（緯〈７６〉１４１５）、
市高齢福祉課（緯〈７１〉２２２３）

青少年の家イベント企画
実行委員会メンバー

不登校等に悩む児童生徒と学習活動
や創作活動、体験活動を共に行ったり、
話し相手になったりします。
■内活動日時獅捷～晶午前９時～午後３
時（昭は午前中のみ）のうち、都合の
よい日時（１回２～３時間程度） 活
動場所獅教育センター

■対今年度に４年制大学・短期大学・大
学院・専門学校に在籍する人
■定７人程度
■他事故等に備えて、ボランティア保険
に加入します（保険料は市で負担）。
児童生徒の特性や児童生徒との関わ
り方等の研修に参加できます

■申捷～晶午前９時～午後５時（抄を除く）
に電話で教育センター（緯〈７５〉１０１０）
へ
※申込み後、同センターで配布する
登録用紙を提出してください。その
際、簡単な面接を行います。

適応指導教室「ふれあい学級」
学生ボランティア

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
ージを参照
■申７月１日捷～８月９日晶午前８時３０
分～午後５時１５分（松掌抄を除く）に
申込書・会社概要（パンフレット等）・
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）

市民課等の窓口で使用する
封筒提供事業者

シルバー人材センターで
生涯現役を目指しましょう
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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８０代の幅広い世代の人が、
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。
■申出願期間諮第１回閣８月３１日松まで

第２回閣９月２０日晶まで
※資料は同センター・同HPで配布。
※出願方法等の詳細は問い合わせて
ください。

■問放送大学愛知学習センター（緯０５２
〈８３１〉１７７１）

２０１９年度第２学期放送大学学生

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
しています。郷土の伝統芸能として三
河万歳を後世に引き継ぐため、保存会
への援助や各地での実演披露による普
及、後継者育成等の活動に皆さんのご
協力をお願いします。
■￥年会費諮普通会員獅１０００円 特別会
員獅３０００円以上

■他加入者には粗品（ハンドタオル）を進呈
■申■問午前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／緯

〈７７〉６６５５）へ

安城の三河万歳後援会会員
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岡崎城下家康公夏まつり・
第７１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、お囃子に合わせて勇壮に舞い踊

はやし

ります。
初日の「新楽」では若衆が万燈を担い

しん がく

で市内を練り歩き、２日目の「本楽」で
ほん がく

は秋葉社の境内で舞が奉納されます。
■時７月２７日松・２８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）

豊田の夏の風物詩
第５１回豊田おいでんまつり

豊
田

■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
おいでん総踊り
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となる「おいでん
総踊り」。各踊り連が笑顔と元気のあふ
れる踊りを披露します。今回から加わ
った新しい振付「ポップ」も見どころで
す。
■時７月２７日松午後５時３０分～８時４５分
（小雨決行）
■場名鉄豊田市駅東側一帯
花火大会

まつりのフィナーレを飾る花火大会。
メロディ花火やナイアガラ大瀑布等、

だい ばく ふ

見ごたえは全国屈指です。
■時７月２８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。

■場白浜公園一帯

■問岡崎市観光推進課（緯０５６４〈２３〉６２１６）
夏まつり
ステージ、グルメ、夜市、盆踊り等
を開催します。
■時７月２６日晶・２８日掌、３１日昌～８月
４日掌

■場岡崎公園、籠田公園、イオンモール
岡崎、NEOPASA岡崎等
花火大会
仕掛け花火、
金魚花火、各種
スターマイン等
が楽しめます。
■時８月３日松午
後６時５０分～
９時（雨天決行）
※荒天又は河
川増水時は８
月４日掌に順延。
■場乙川・矢作川河川敷（名鉄東岡崎駅
から徒歩７分）

元気ッス！へきなん 碧
南

今年で２１回目となる碧南市最大の市
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です。
■時陰前夜祭施８月２日晶午後６時～８
時４０分 隠本祭施３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〈９５〉９８７２）

ボーイスカウト・
ガールスカウト新入団員
キャンプ・スキー訓練や安城七夕ま
つりでの奉仕活動等を通して、平和と
自然を愛する青少年・自ら考え行動で
きる少女を育てます。
■対年長児及び小学生
■他活動内容等の詳細は右
記QRコードを参照
■申昇～掌午前８時３０分～
午後５時１５分に直接か
電話で青少年の家（緯

〈７６〉３４３２）へ

ボーイスカウト

ガールスカウト

令和２年４月１日から管理運営を行
う指定管理者を募集します。
■内担当課獅障害福祉課（緯〈７１〉２２５９）
業務内容獅就労継続支援事業、施設
及び設備の維持管理に関する業務。
※詳細は担当課に問い合わせるか、
募集要項を確認してください。
■申募集要項配布期間獅７月１日捷～１６
日昇 書類受付期間獅８月２２日昭～
２９日昭に必要書類を持って担当課へ
※いずれも午前８時３０分～午後５時
１５分（閉庁日を除く）。
※募集要項等は担当課・市HPで配布。
■問経営管理課（緯〈７１〉２２０５）

「安城市虹の家」の指定管理者

■内職務内容獅植物の管理等 勤務日時
獅松掌抄を含む週５日程度で、午後
１時～５時 賃金獅時給９００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。
■定３人
■他面接時に顔写真付履歴書を持参して
ください
■申７月１０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
※期限までに申込みがない場合は、
期限後も受け付けます。

デンパークの植栽スタッフ

■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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INFORMAÇÕESÚTEIS
SEF INFORMATION

Português

Englis
外国語の
情報ボックス

※申込みや問合せは、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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SEF INFORMATION

Português

Englis
外国語の
情報ボックス

※申込みや問合せは、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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