
※新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するため、掲載
中の記事内容について中止・延期等になる場合があります。詳
細は各問合せ先に問い合わせるか、市HP等をご確認ください。
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図書情報館会計年度任用職員

内職務内容➡図書館業務全般（窓
口・書架整理・展示や行事の実
施等）　雇用期間➡９月２日～
令和３年３月３１日（更新の場合
有）　勤務日時➡㈯㈰㈷含む週
５日、午前８時３０分～午後５時
（平日は週１回程度午後８時ま
で、隔週で㈯㈰㈷のいずれか１
日午後６時まで）　募集人数➡
若干名　選考➡書類審査、面接

￥報酬➡時給１０１０円（図書館司書
有資格者は１０２０円）　通勤手当➡
通勤方法・距離に応じて支給　
賞与➡６カ月以上勤務の場合支給

対普通自動車免許を有し、簡単な
パソコン操作ができる人
※図書館司書有資格者、図書館
勤務経験者優遇。

申８月１２日㈬までに申込書、調査
票、作文「安城市図書情報館の
スタッフとして心掛けたいこと
や取り組みたいこと、自己PR
等」（８００字程度）を持って同館へ

　※申込書、調査票及び作文用紙
様式は、同館及び同館HPで配布。

問アンフォーレ課（☎〈７６〉６１１１）

市営住宅入居者（抽選）

内募集住宅➡下表のとおり
住宅名（所在地）
部屋番号

建設
年度

入居時
家賃

池浦（池浦町）
Ｃ－２０６ H１４ ２７,４００～５３,８００円
前山（堀内町）
２０４ H７ ２５,７００～

５０,５００円
吹付（上条町）
２０１ H８ ２５,９００～

５０,８００円
東大道（里町）
Ｂ－２０３ H１６ ２８,９００～５６,７００円
※いずれも間取りは３DK。
※単身者不可。
※前山・吹付住宅にはエレベータ
ーはありません。

申入居資格を窓口・電話・市HP
で事前に確認し、８月１７日㈪～

　２１日㈮に直接建築課へ
問建築課（☎〈７１〉２２４０）

令和２年度学校施設　　　
利用団体の追加登録

　学校教育に支障のない範囲で、
下記の施設を利用できます。
内利用可能施設・日時➡下表のと
　おり　

利用可能施設 利用可能日時

市内小学校運
動場、中学校
テニスコート

㈯㈰㈷及び学校
休業日の昼間（篠
目中は夜間も利
用可）

市内県立学校
運動場 ㈯㈰㈷の昼間

県立安城東高
等学校体育館 ㈯㈰㈷の夜間

市内小中学校
体育館、市内
中学校運動場
（安城北中を除
く）

㈪～㈮の夜間及
び㈯㈰㈷・学校
休業日の昼間・
夜間

対市内在住・在勤者で構成された
１０人以上の団体（小学校利用は、
学区内在住・在勤者に限る）

申９月１日㈫～１５日㈫に直接東祥
アリーナ安城へ

問東祥アリーナ安城（☎〈７５〉３５３５）

安城いきいきたい肥　　　
受け取り希望者

　せん定枝リサイクルプラントで
製造した「安城いきいきたい肥」を
配布します。
内１世帯当たり受取数量➡たい肥
使用対象面積に応じて（３００㎏以
下）　受取期間・方法➡９月２６
日㈯～１０月３日㈯（㈯㈰含む）午
前８時３０分～午後４時３０分（正
午～午後１時を除く）に、たい
肥を積み込める４ｔ以下のトラ

　ックで来場するか、袋を持参（ス
コップの貸出有）

対市内在住者
定総量２００ｔ（応募者多数の場合は
抽選）

申８月１７日㈪～２８日㈮に申込書を
郵送（必着）・ファクス・Ｅメー
ルでごみゼロ推進課（清掃事業
所内／〒４４４-１１５５堀内町西新田

２／FAX〈７７〉１３１８／ikiiki@city.
anjo.aichi.jp）へ

　※電話による申込み不可。
　※申込書は同課・市HPで配布。
下記内容を明記した任意の紙も
可。記載漏れがある場合は失格。

住所、氏名、電話番号、希望
数量（㎏）（参考：１㎡当たり
３㎏）、たい肥を使用する畑等
の面積又はプランター等の数

他当選者には支給決定通知と受取
票を送付。選外者には通知しま
せん。また、Ｅメールでの通知
は行いません

問清掃事業所（☎〈７６〉３０５３）

あんくるバス時刻表　　　
広告掲載者

　１０月から配布するあんくるバス
の時刻表（２万部）に掲載する広告
を募集します。
内広告掲載位置➡裏表紙部等　
　規格➡半頁

ページ

、フルカラー（約縦
７４mm×横１０５mm、右上部に
広告であることを示すロゴを表
示）

対市税・使用料の滞納がない事業
者及び広告代理店等

定８枠（複数枠分の申込みも可）
　※規定枠を超えた申込みがあっ
た場合は、市による代理抽選の
上決定。

　※掲載位置は先着順で決定（窓
口申込優先）。

￥１枠２万円（消費税及び地方消
費税相当額を含む）

申８月３日㈪～１７日㈪に申込書・
会社概要（パンフレット等）を郵
送（必着）か持参で都市計画課
（〒４４６－８５０１住所不要）へ
　※申込書・募集要項・仕様書は
同課・市HPで配布。

他掲載が決定した場合は、８月２４
日㈪まで（必着）に、広告原稿の
印刷物と、広告データを保存し
た市指定の記録媒体を同課へ提
出

問都市計画課（☎〈７１〉２２４３）

ボックス情 報 共通申込事項 ●催し名 ●〒住所 ●氏名（ふりがな） ●電話番号
申込み時には次の内容を明記してください。

14 広報あんじょう　2020.8

募 集

（公財）安城都市農業振興協
会（デンパーク）正規職員

内採用日➡令和３年４月１日　募
集職種➡事務職　勤務体系➡年
間２４３日(原則㈯㈰㈷は勤務、午
前９時～午後６時。時差出勤の
場合有）　募集人数➡１人　選
考▶１次試験➡集団面接、 教養
試験、性格検査（９月２６日㈯）
　２次試験➡個別面接、 小論文
（１０月２４日㈯）
￥初任給（月額・地域手当含む）▶
　大卒➡１９万６７７６円　短大等卒➡
１７万２９０８円
　※各種手当有。各種保険加入。　
対平成２年４月２日以降生まれで
４年制大学・短期大学等を卒業
又は令和３年３月までに卒業見
込みの人。かつ普通自動車免許
を持っていること（来年３月まで
の取得見込可。AT車限定不可）
　※身体に障害のある人は、自力
で通勤ができ、介護者なしで職
務の遂行ができる人。

申８月２１日㈮～９月１０日㈭に、受
験申込書・成績証明書・卒業（見
込）証明書を郵送（消印有効）で
（公財）安城都市農業振興協会総
務課（〒４４６-００４６赤松町梶１）へ
　※受験申込書はデンパーク管理
事務所及び同HPで配布。
　※提出書類は返却しません。
問デンパーク（☎〈９２〉７１１１）

申８月１５日㈯までに電話でデンパ
ーク（☎〈９２〉７１１１）へ
※期限までに申し込み者が無い場
合は期限後も受け付けます。

募集……………………………１４
イベント・講座………………１６
文化・スポーツ………………１８
健康・福祉……………………２２
子育て・青少年………………２３
環境・産業……………………２４
くらし・防災…………………２５
市政情報………………………２７

デンパークパート職員

内募集職種➡緑地スタッフ（植物
や花壇の管理）　勤務日時➡㈯
㈰㈷含む週５日程度、午前９時
～正午又は午後１時～５時　募
集人数➡４人　選考➡面接（受
付時に日時を指定）

￥時給➡９３０円(㈯㈰㈷は１０３０円。
距離に応じた通勤手当有）　

対高校生不可
他面接時に顔写真付履歴書を持参
してください

安城市社会福祉協議会 令和３年４月採用正規職員

内職種／募集人数／対象／必要資格・免許等➡下表のとおり

職種 募集
人数 対象 必要資格・免許等

保健師・
看護師 ２人 昭和５５年４月２日

以降生まれの人 保健師又は看護師

主任介護
支援専門員 ２人 昭和４５年４月２日

以降生まれの人 主任介護支援専門員

社会福祉士 ３人 平成２年４月２日
以降生まれの人

社会福祉士（来年３月までの取得
見込可）

精神保健
福祉士 １人 平成２年４月２日

以降生まれの人
精神保健福祉士（来年３月までの
取得見込可）

一般職 １人 平成２年４月２日
以降生まれの人

介護支援専門員、介護福祉士、相
談支援専門員、管理栄養士、栄養
士、介護職員各種、保育士等の福
祉系資格
※来年３月までの取得見込可。

一般職
(障害者） １人 平成２年４月２日

以降生まれの人
身体障害者手帳、療育手帳又は精
神障害者保健福祉手帳の交付を受
けた人

※「一般職（障害者）」を除く全ての職種で、普通自動車免許（AT限定可）が必要で
　す（来年３月までの取得見込可）。
※一般職、一般職（障害者）の職務内容は、一般事務、地域福祉・相談支援、施　
　設管理業務等。一般職以外も、一般職と同様の業務を行う場合有。

　勤務日時➡㈫～㈯午前８時３０分～午後５時１５分（時間外及び休日勤務有）
　選考▶１次➡筆記・作文（９月１２日㈯）　２次➡面接（１０月１０日㈯）
￥初任給（月額・地域手当含む）▶大卒➡１９万６７７６円（職務経験者は増額）
　※通勤手当、扶養手当、住居手当、期末勤勉手当等有。健康保険、厚生
　年金保険、雇用保険、労災保険等の各種保険加入
申９月４日㈮までの午前９時～午後５時に、下記の書類を郵送（必着）か持
参で市社会福祉協議会総務課（市社会福祉会館内／〒４４６-００４６赤松町大
北７８－４）へ
受験申込書、各資格証の写し又は資格取得見込証明書、障害者の場合
障害者手帳の氏名・生年月日・等級が確認できるページの写し、角２
サイズの返信用封筒（切手１２０円分貼付）

　※持参の場合の受付は８月６日㈭から。
　※受験申込書・募集要項は同協議会・同協議会HPで配布。
問市社会福祉協議会総務課（☎〈７７〉２９４１）



ボックス情 報 共通申込事項 ●催し名 ●〒住所 ●氏名（ふりがな） ●電話番号
申込み時には次の内容を明記してください。
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デンパーククラブハウスの体験教室

◆共通事項
￥フラワーアレンジメント講座Ⅱ以外は入園料が別途必要
他内容を変更する場合有。持ち物は申込時に確認してください
場 申８月５日㈬午前９時３０分から電話でクラブハウス（☎〈９２〉７１１２）へ

ペーパークイリング
時９月２日㈬・１６日㈬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１０人（先着
順）

￥２０００円（材料費込）
フラワーアレンジメント講座Ⅱ
時９月３日㈭・１７日㈭、１０月１日

㈭・１５日㈭、１１月５日㈭・１９日
㈭午後１時３０分～３時３０分（全６
回）

講山口秋子氏（日本フラワーデザ
イナー協会講師）

定１６人（先着順）
￥６０００円（毎回別途材料費２０００円。

６回分の入園券付き）
フォトマスターEX
時９月１１日㈮・２５日㈮午前１０時～

正午（全２回）
内テーマ➡自然光で撮るポートレ

ート
講鶴田郁夫氏（フォトマスターEX）
定２０人（先着順）
￥２３００円（２回目ドリンク付）
他自前のカメラが必要です
寄せ植え講座
時９月１１日㈮午前１０時～正午
内テーマ➡多肉植物
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（材料費込）
他薄手袋、はさみ、ガーデニング

用エプロンが必要です

簡単×可愛いごはんとおやつの
教室
時９月１８日㈮午前１０時～午後０時

３０分
内テーマ➡作り置き！簡単お弁当

おかず
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）
陶芸教室〜暮らしのやきもの作
りを楽しく体験！〜
時９月１８日㈮午後１時３０分～３時

３０分
内抹茶茶碗を手

びねりで制作
講毛利記代子氏
（P

ポ タ リ ー

ottery木［ki］）
定９人（先着順）
￥４０００円（材料費込）
エンジョイ！写真講座（後期）
　園内での撮影実習と講評。モデ
ル撮影の回もあります。
時９月２４日㈭、１０月８日㈭・２２日

㈭、１１月５日㈭午前１０時～正午
（全４回）
講細井哲雄氏（フォトマスターEX）
定２０人（先着順）
￥４５００円
他自前のカメラが必要です
フラワーギャザリング
時９月３０日㈬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）
￥４５００円（材料費込）
他薄手袋・ガーデニング用エプロン

が必要です

浜松職業能力開発短期大学
校秋期入校生

　電気工事士（第１種・２種）、電
気主任技術者（第３種）等の資格取
得のためのカリキュラムと企業実
習による技術習得で、電気のスペ
シャリストを目指します。
内募集科➡電気技術科　訓練期間

➡１０月から２年間　募集人数➡
１２人　選考➡数学Ⅰ小テスト・
小論文・面接（９月１１日㈮）　

対電気関係に就職を考えている人
で、高校を卒業している（９月
卒業見込含む）又は高校卒業と
同等以上の学力を有すると認め
られる概ね５５歳以下

￥受験料➡１万８０００円　年間授業
料➡３９万円（教科書・作業服代
等が別途必要）

申８月１２日㈬～９月４日㈮に願書
を郵送（消印有効）で浜松職業能
力開発短期大学校（〒４３２－８０５３
静岡県浜松市南区法枝町６９３）へ

　※願書は同校へ連絡し、取り寄
せてください。

場 　問浜松職業能力開発短期大学
校（☎０５３〈４４１〉４４４４）

ポリテクセンター名古屋港 
受講生（求職者対象）

内募集科➡クレーン運転科　訓練
期間➡１０月２日～令和３年３月
２５日　募集人数➡３０人　選考➡
筆記試験、面接（９月１０日㈭）　

対ハローワークで求職登録をして
おり訓練受講が必要と認められ
る、普通自動車免許所持者

￥教科書代・作業服代等
他８月５日㈬・１９日㈬午前９時３０

分から同センターで説明会を開
催（予約不要）

申８月３１日㈪までに入所願書を持
ってハローワーク刈谷（刈谷市
若松町）へ

　※願書はハローワークで配布。
場　問ポリテクセンター名古屋港（名

古屋市港区／☎０５２〈３８１〉２７７５）

イベント・講座

※新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するため、掲載
中の記事内容について中止・延期等になる場合があります。詳
細は各問合せ先に問い合わせるか、市HP等をご確認ください。
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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	　申申込方法等	　問問合せ先

募
集

イ
ベ
ン
ト
・
講
座

文
化
・
ス
ポ
ー
ツ

健
康
・
福
祉

子
育
て
・
青
少
年

環
境
・
産
業

く
ら
し
・
防
災

市
政
情
報

イ
ベ
ン
ト
・
講
座

広報あんじょう　2020.8 17

募
集

スタンプ	DE	GET
時８月８日㈯～１０日㈷午前９時～

午後４時（雨天中止）
内有料遊具（サイクルモノレール、

メリーゴーランド、観覧車、汽
車）に乗ってスタンプを集めた
子に、抽選で景品をプレゼント

対３歳～小学生（未就学児の有料
遊具利用には１８歳以上の付き添
いが必要）　

定各日２００人（当日先着順）
夏休みちびっ子企画　　　　　
「木曜日は、じゃんけん大会の日」
時８月の毎週㈭午後３時・４時
内１対１のじ

ゃんけん勝
負！勝った
子に有料遊
具券を進呈

対小学生以下
定 各５０人（当

日先着順）

堀内公園の催し

場　問堀内公園（☎〈９９〉５９４７）
水遊び企画「打ち水大作戦」
　芝生広場で水遊び！濡れても良い服装で、バケツ・
水鉄砲・ジョーロ・着替えを持ってきてね。
時８月中の㈪㈬㈮午後３時～４時（雨天中止）
対小学生以下　
他威力が強い水鉄砲は不可
回数券限定販売
　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。
時８月１日㈯～３１日㈪午前９時～午後４時３０分
夏休み体験講座
内 　時 　定下表のとおり　　対小学生以下

講座名・内容 開催日 定員

「手作りバスボム講座」
手作り入浴剤を作ろう

８月３日㈪・５日㈬・
７日㈮ ２０人

「覚えよう！ロープワーク講座」
簡易的なロープの結び方の体験会 ８月１２日㈬ １０人

「簡易顕微鏡」
身近なもので簡易顕微鏡を作り観察しよう ８月１３日㈭・１４日㈮ １０人

「ぴかぴか泥団子」
泥団子を磨いてぴかぴかにしよう

８月１７日㈪ ・ １９日㈬・
２１日㈮ ・ ２４日㈪ ２０人

「オリジナルアクアソープ」
せっけんを手作りしよう！ ８月３１日㈪ １０人

※いずれも時間は午前１０時、午後２時。当日先着順（予約不要）。
堀内公園お盆まつり
　輪投げ等の模擬店（各１００円）が
出店！まつり気分を楽しもう！
時８月１５日㈯・１６日㈰午前１０時～

午後３時（雨天中止）
　※景品が無くなり次第終了。
作ってみよう！　　　　　　
「カラーゴムアクセサリー」
内８月２２日㈯・２３日㈰午前１０時～

午後３時
定各３０人（当日先着順）
ダンボール迷路
時８月２９日㈯・３０日㈰午前１０時～
　午後３時（雨天中止）
対３歳～小学生
￥１００円

私たちの“まち” × SDGs 　　       
安城版「多文化共生のまち
プロジェクトを作ろう☆」

　安城市は「外国にルーツをもつ
人・子どもたち」を見かけること
が当たり前のまちになりました。
世代や国籍を超えて一緒に暮らし
ていくために、「SDGs（エスディ
ージーズ） de 地方創生」ゲーム体
験を通じて、多様性を認め合い、

「違うことがステキ☆」と感じる国
際的な価値観を育てましょう。
　楽しい発想で持続可能なまちづ
くりを考える講座です。
時 　内９月１３日㈰／カードゲーム
『SDGs de 地方創生』でまちづ
くり体験

　９月２７日㈰／安城妄想会議①デ
ータから安城を見てみよう

　１０月４日㈰／安城妄想会議②仮
想プロジェクトを作ろう

　いずれも午前９時３０分～午後０
時３０分（全３回）

場市民交流センター
講森山智香子氏（「SDGs de 地方

創生」公認ファシリテーター／
（一社）ローカルSDGsネットワ
ーク所属）

対市内在住・在勤・在学又は市内
で活動する人で、国際理解や多
文化共生に関心のある人

　※中高生の参加も歓迎。
定３０人（先着順）
他右記QRコードか

ら詳細を確認可
申８月４日㈫午前

９時から、共通申込事項と年齢、
所属先（活動団体・勤務先・学
校名等）を電話かＥメールで市
民交流センター（☎〈７１〉０６０１／
info@wakuwakucenter.jp）へ

昨年度開催時の様子
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第５３回安城シティマラソンの中止

　１２月１３日㈰に開催を予定していた第５３回安城シティマラソンは、新型コ
ロナウイルス感染症拡大防止のため、中止します。
問東祥アリーナ安城（☎〈７５〉３５３５）

第４１回安城選手権大会水泳競技会

時１０月３日㈯　
　選手権大会受付➡午後０時３０分から　
　記録会受付➡午後３時３０分から
場市スポーツセンター
内部・種目➡右表のとおり
　※すべて男女別。１人１種目。
対選手権大会➡市内在住・在勤・在学

のアマチュア競技者
　※小中学生は標準記録（市体育協会

HP掲載)を上回っていること。
　記録会➡市内在住の小学５・６年生
￥保険料１００円（当日受付時に支払い）
申８月１４日㈮～２８日㈮に、参加申込書をファクスかEメールで市体育協会
　（FAX〈７５〉３５５９／j-tanaka@anjo-sport.jp）へ　
　※申込書は同協会HPで配布。
問市体育協会（☎〈７５〉５１８２）

丈山苑の催し

￥入苑料
場 　問丈山苑（☎〈９２〉７７８０）
四季を楽しむ〜折り紙展〜
　折り紙の会「安城プチ折り紙」協
力のもと、数々の折り紙作品を展
示します。
時８月１９日㈬～２３日㈰午前９時～

午後５時（２３日は午後４時まで）

観月の夜に楽しむ	〜語りの会〜
　安城に伝わる民話の語りと、ギ
ター・オカリナのコンサート。
時９月６日㈰午後６時～７時
￥５００円（入苑料込）
定５０人（先着順）
申８月５日㈬午前９時から電話で

同苑へ

初秋の静けさの中で　　　　　
〜フルート演奏会〜

　名古屋芸術大学音楽学部卒のフ
ルートデュオGrace。ピアニスト
も加わってのアンサンブルをお楽
しみください。
時９月１３日㈰午後２時～３時

油ケ淵水辺公園のイベント・お知らせ

「こけ玉」を作ろう！
　直径８センチのこけ玉を１人２個作ります。

（受け皿有）
時８月２９日㈯午前１０時～正午（荒天中止）
場油ヶ淵水辺公園 桃の園休憩所（碧南市油　

渕町）　
講大

お お

金
が ね

健
た け

浩
ひ ろ

氏　
対３歳以上（小学３年生以下は保護者同伴）　
定１６人程度（先着順）　
￥７００円
申８月５日㈬から電話で油ヶ淵水辺公園管理事務所（☎〈４１〉１５１５）へ
油ヶ淵水辺公園の区域を拡大します
　公園内の自然ふれあい生態園のプロムナードから油ヶ淵につながるエリ
アが新しく拡張されます。（９月１日㈫供用開始予定）
問県知立建設事務所（☎〈８２〉６４９４）、市公園緑地課（☎〈７１〉２２４４）

油ヶ淵水辺公園

部 種目
小
学
生

５年生
５０ｍ自・平・背

６年生

中学生 １００ｍ自・平・背、１００
ｍバタ（女子は５０ｍ）

１５歳以上
（中学生除く） １００ｍ自・平・背・バタ

２０歳以上 ５０ｍ自・平・背
３０歳以上 ５０ｍ自・平・背
４０歳以上、
５０歳以上 ５０ｍ自・平

６０歳以上 ２５ｍ自・平

文化・スポーツ

※新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するため、掲載
中の記事内容について中止・延期等になる場合があります。詳
細は各問合せ先に問い合わせるか、市HP等をご確認ください。
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市民ギャラリーの催し
■第6回版画講座受講者作品展
　平成３０年度・令和元年度の市民ギャラリー版画講座受講生の作品（銅版画・リトグラフ）を展示。
時８月１８日㈫～２３日㈰午前９時～午後５時（１８日は正午から、２３日は午後４時まで）
■企画展「酒井敦美 光の切り絵展～てのひらのしあわせ～」
　照らす光でその姿を現す「光の切り絵」。光の切り絵作家・酒井
敦美氏のメッセージ性の高い作品を展示します。
時８月２１日㈮～３０日㈰午前９時～午後５時（２８～３０日は午後８時３０
分まで）

￥３００円（中学生以下無料）
■企画展「愛知のえほん作家たち 創作えほん作品展」
　なかがわ創作えほん教室主宰中川たかこ氏を中心に、愛知で活
躍する絵本作家の創作絵本作品を紹介。作家と子ども達による絵
とダンボールの「おばけのもり」も展示。
時８月２１日㈮～３０日㈰午前９時～午後５時（２８～３０日は午後８時３０分まで）

定①④⑤➡定員を超えた場合は市内在住・在勤・在学者を優先した上で抽選
申①④⑤➡各申込期限までにはがき（必着）かファクスで、共通申込事項と参加者全員の氏名・年齢・
電話番号（市外在住者は勤務先又は学校の所在地及び名称も）を市民ギャラリー（〒４４６-００２６安城町
城堀３０／FAX〈７７〉４４９１）へ。同HPからも申込可。はがき・ファクスの場合は１枚で２人分まで申込可

①大きな紙におばけの絵を描こう
時８月２０日㈭午前１０時～正午
講中川たかこ氏（なかがわ創作えほん教室主宰）
対小学生以下（小学３年生以下は保護者同伴）
定１０人
申申込期限➡８月１２日㈬
②ダンボールおばけを作ろう
時８月２２日㈯午後１時～３時、２３日㈰・２９日㈯
　午前１０時～午後３時（制作時間３０分程度）
講中川たかこ氏
￥３００円
定各１０人（当日先着順）
③おばけのものがたりを作ろう！
　「しばいぬ海賊団」の即興演劇パフォーマンス。
時８月３０日㈰午前１０時、午後１時（各回４０分）
内出演➡朗読グループ「アトリエヴォイスヴォ
イス」、しばいぬ海賊団

定各１２人（開演３０分前に先着順で整理券を配布）

④竹のうつわ作り
時９月１９日㈯午後１時３０分～４時
講竹之内勝氏（竹之内かご
店）

対小学生以下は保護者同伴
定１０人
￥５００円
申申込期限➡９月１０日㈭
⑤書道入門「隷書を学ぶ」
　草書・行書・楷書の元になった書体「隷

れい

書
しょ

」の
時代の書き方を学びます。
時９月２７日㈰、１０月１１日㈰・２５日㈰、１１月８日
㈰午前１０時～正午（全４回）

講山本祐司氏（書道家）
対１５歳以上（中学生不可）
定１５人
￥２０００円
申申込期限➡９月１日㈫

市民ギャラリーの講座

土器づくり教室

　弥生時代と同じ方法で土器づくりをします。
時８月１８日㈫～２１日㈮、２５日㈫～２７日㈭、９月１日㈫～４日㈮、８日㈫～
１１日㈮午後１時から（受付は午後１時３０分まで）

対小学４年生以上（小学３年生以下は保護者同伴で参加可）
場 　問埋蔵文化財センター（☎〈７７〉４４９０）

場	問	市民ギャラリー（☎〈７７〉６８５３）

場	問	市民ギャラリー（☎〈７７〉６８５３）

酒井氏の光の切り絵作品
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図書情報館へ行こう

場図書情報館（アンフォーレ本館内）　問アンフォーレ課（☎〈７６〉６１１１）
図書館友の会「みんなのひろば」
時 　内８月２３日㈰　
　午前１０時〜１１時３０分➡おりがみ、ぬりえ、お絵かき　　
　午前１１時３０分〜正午➡マジックショー　
　午後１時３０分〜２時１５分➡ビブリオバトル
安城ひびきの会の対面朗読
時８月１０日㈷・２４日㈪午前１０時～正午
内目の不自由な人や字を読むのに困難の
ある人向けに、音訳ボランティア「安城
ひびきの会」の朗読者が、一対一で希
望する図書・新聞・雑誌を朗読します。
時間中、朗読者が常駐します
８・９月の休館日
８月４日㈫・１１日㈫・１８日㈫・２５日㈫・２８日㈮、９月１日㈫・８日㈫・
１５日㈫・２５日㈮・２９日㈫
おはなし会（８月１５日〜９月１４日）

南吉朗読ででむし会（小学生以上） ８月１５日㈯・２２日㈯・２９日㈯
午後２時

かみしばいの会（３歳～小学３年生） ８月１６日㈰午後２時

にちようびのおはなしかい（小学生）８月１６日㈰・２３日㈰・３０日㈰、９月６日㈰・１３日㈰午後４時

赤ちゃんとなによもう会（一般） ８月１６日㈰、９月２日㈬午前１０時３０分

いないいないばあ（１～５歳） ８月２０日㈭午前１０時３０分

このゆびと～まれ（０～２歳） ８月２１日㈮午前１０時３０分

でんでんむかしあそびの会（小学生）８月２２日㈯午後３時

えほんとわらべうたの会（０～２歳）８月２４日㈪、９月１４日㈪午前１０時３０分

おはなしまあだ（１～５歳） ８月２６日㈬午前１０時３０分

おはなしゆりかご（０～２歳） ９月3日㈭午前１０時３０分

おはなしポッケ（０～２歳） ９月４日㈮午前１０時３０分

おはなしレストラン（小学生以上） ９月５日㈯午後３時

ネコ・ロンデ朗読会（小学１～３年生）９月６日㈰午後３時

絵本好き集まれ！おすすめ絵本紹介 ９月７日㈪午前１０時３０分
大人のための絵本朗読会
atエントランス（一般） ９月９日㈬午後７時
おはなしどんどん（３歳～小学３年
生） ９月１２日㈯午後２時

大人のための絵本朗読会（一般） ９月１３日㈰午前１１時

※対象年齢は目安です。
※いずれも定員は１０組（当日先着順）。室内での密集を避けるため、子ども
　１人につき保護者１人まで。
※赤ちゃん向けの会のみ、敷き物（バスタオル等）が必要です。

笑顔でボッチャを　　　　
楽しもう！

　ボッチャは、重度脳性麻痺の人
や同程度の四肢重度機能障害のあ
る人のために考案された競技で、
パラリンピックの正式競技にもな
っています。目標の球に向けて、
青と赤のボールを転がしたり、他
のボールに当てたりして、いかに
近づけるかを競います。
　このボッチャを体験してみませ
んか。
時 　内９月２７日㈰

時間 プログラム

午後０時３０分 受付

午後１時 開会式

午後１時１０分 競技説明・３人１
組の団体戦

午後３時３０分 閉会式
場市スポーツセンター　
対市内在住・在勤・在学者、市体
育協会会員　

定１００人（障害者の介護者等を含む。
先着順）

申８月５日㈬から申込書をファク
　スかＥメールで市体育協会（FAX　
〈７５〉３５５９／ j-tanaka@anjo-
sport.jp）へ　
　※申込書は同協会HPで配布。
問市体育協会（☎〈７５〉５１８２）

パラリンピックの正式競技
「ボッチャ」を体験しませんか

※新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するため、掲載
中の記事内容について中止・延期等になる場合があります。詳
細は各問合せ先に問い合わせるか、市HP等をご確認ください。
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スポーツ指導者養成講習会

　現在スポーツ指導をしている人、これから目指そうという人、スポーツ
指導の最新知識を習得しませんか。
時 　内 　講下表のとおり（時間は午後６時４５分～８時３０分）
場東祥アリーナ安城　
対市内在住・在勤の、地域スポーツ指導者・ジュニアスポーツ指導者又は
　は今後指導者を目指すスポーツ愛好者
　※令和２年４月１日現在、満１８歳以上の人に限ります。

日程 科目／講師

９月９日㈬ 総合型地域スポーツクラブ論／青木葵氏（地域スポーツマネ
ジメント研究所代表）

９月２３日㈬ ジュニアスポーツ指導者／縄
な わ

田
た

亮太氏（愛知教育大学講師）
１０月７日㈬ 生涯スポーツ論／石川恭氏（愛知教育大学教授）
１０月２１日㈬ 地域スポーツ指導者／寺本圭輔氏（愛知教育大学准教授）
１１月１８日㈬ スポーツ心理学／筒井清次郎氏（東海学園大学教授）
１２月２日㈬ スポーツ栄養学／鈴木英樹氏（愛知教育大学教授）
１２月１６日㈬ スポーツ医学／大西範和氏（三重県立看護大学教授）
未定 AＥD使用法（安城消防署員）
定４０人（先着順）　￥１０００円（講習会出席時に支払い）
申８月５日㈬から申込書をファクスかEメールで市体育協会（FAX〈７５〉３５５９／

j-tanaka@anjo-sport.jp）へ。※申込書は同協会HPで配布。
問市体育協会（☎〈７５〉５１８２）

①女性のためのマットエクササイズ
時９月４日㈮午前１０時３０分～１１時

３０分
内マットの上で行うストレッチや

全身運動等のエクササイズ
講金子恵氏（健康運動指導士）
対運動を始めようと思っている中

高年の女性
定８人（先着順）
￥５００円（施設利用料込）
申申込開始日➡８月２４日㈪
②プールサイド・フラダンス
　室温３０℃程度の開放感ある造波
プールの波打ち際で行います。４回
で１曲を踊れるようにします。
時９月４日㈮・１１日㈮・１８日㈮・

２５日㈮午前１０時３０分～１１時３０分
（全４回）
講レイピカケヤスコ氏（ヨガイン

ストラクター）
対１８歳以上の女性
定１０人（先着順。定員に満たない

場合は途中からの参加も可）
￥２０００円（希望者には１回１００円の

パウスカートのレンタル有）
申申込開始日➡８月２１日㈮
③はじめてさんのゆったりヨガ
時９月９日㈬午前１０時３０分～１１時

３０分
内身体のゆがみやねじれを正し、

柔軟性を高めることを目的とし
た、初心者向けの体験講座

講磯谷美並氏（ヨガインストラク
ター）

対１８歳以上の女性
定７人（先着順）
￥５００円
申申込開始日➡８月２５日㈫

マーメイドパレスの講座

￥特に記載のないものは別途施設利用料が必要　他①③⑤はヨガマットか厚手のバスタオルが必要です　
場 　申各申込開始日の午前１０時から電話でマーメイドパレス（☎〈９２〉７３５１）へ

プラネタリウム８月の投映

　各時刻の番組は、事前に問い合
わせるか市HPで確認してください。
時投映時刻（全て３０分間）
　㈫～㈮➡午前１１時３０分、午後１

時３０分・３時 
　㈯㈰㈷➡午前１０時３０分・１１時３０

分、午後１時３０分・３時
　※㈯㈰㈷は、午後４時から３０分

間、星空生解説を行います。
内投映予定番組
　●げんきげんきノンタン
　●ちびまる子ちゃん それでも

地球はまわっている
　●マーズ１００１ 火星に舞い降り

る日 
　●ごん／ GON, THE LITTLE 

FOX 
　●HORIZON～宇宙の果てにあ

るもの
￥大人３００円、小中学生１００円、幼

児５０円
場 　問へきしんギャラクシープラザ

(文化センター／☎〈７６〉１５１５）

④日々の疲労をためないための　
健康お灸（初心者向け）

時９月１０日㈭午前１０時３０分～正午
内初歩的なお灸の仕方を体験
講高橋裕子氏（鍼

し ん

灸
きゅう

マッサージ師）
対１８歳以上の女性
定５人（先着順）
￥１５００円（材料費込）
申申込開始日➡８月２６日㈬
⑤プールサイドYOGA（体験講座）
時９月１５日㈫午前１０時～１１時
講近藤恭子氏（ヨガインストラク

ター）
対１８歳以上の女性
定１０人（先着順）
￥５００円
他運動のできる服装又は水着で行

います
申申込開始日➡８月２７日㈭
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国民健康保険証を　　　　
更新します

　現在の保険証の有効期限は８月
３１日㈪です。８月中旬に新しい保
険証を世帯主宛てに簡易書留で送
付します。
問国保年金課（☎〈７１〉２２３０）

マスクをご寄附ください

　ご家庭に使う予定のない未開封
のマスクはありませんか。
　市ではマスクの寄附を受け付け
ています。寄附されたマスクは取
りまとめの上、市社会福祉協議会
を通じて福祉施設に配布し、新型
コロナウイルス感染症拡大防止の
ため有効に活用します。
受付窓口➡市役所や地区公民館等
の市内公共施設の窓口　
受付枚数➡１枚から（未開封のも
のに限ります）
受付期間➡９月末まで
問危機管理課（☎〈７１〉２２２０）

NHK受信料の全額又は　
半額免除（障害者世帯）

　障害者手帳（身体障害者手帳、
療育手帳、精神障害者保健福祉手
帳）を持っている人がいる世帯で、
各免除基準を満たす場合は、手続
きをすればNHK受信料が全額又は
半額免除されます。
内障害者手帳を持っている人がい
る世帯全員が市民税非課税➡
NHK受信料の全額免除
　世帯主がNHK契約者であり、か
つ次の①か②のいずれかに該
当➡NHK受信料の半額を免除
①世帯主が視覚障害者又は聴覚

８月中旬から
保険証が新しくなります

健康・福祉

各種福祉手当を受給してい
る人は所得状況届の提出を

　在宅重度障害者手当、特別児童
扶養手当、障害児福祉手当、特別
障害者手当、経過的福祉手当の所
得状況届の提出をお願いします。
　在宅重度障害者手当を受給して
いる人には７月下旬に、他の手当
を受給している人には８月上旬に
関係書類を送付します。下記の提
出期間中に障害福祉課まで提出し
てください。提出が遅れると手当
の支払いができなくなりますので
ご注意ください。
＜所得状況届提出期間＞
在宅重度障害者手当受給者➡７月
３１日㈮～８月３１日㈪
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
手当受給者➡８月１２日㈬～９月１１
日㈮　
※いずれも㈯㈰㈷を除く。
問障害福祉課（☎〈７１〉２２２５）

献血にご協力を

時８月３０日㈰午前１０時～正午、午
後１時～４時

場アピタ安城南店（桜井町）
対採血基準を満たす体重５０kg以
上の男性（１７～６９歳）、女性（１８
～６９歳）

他４００ml献血のみ実施
問保健センター(☎〈７６〉１１３３）

自動消火器を給付します

対７０歳以上で所得税非課税の、ひ
とり暮らし高齢者（認定者）・要
介護認定を受けている人（世帯
員に要件有）等
　※詳細は問い合わせてください。
他設置後の取り外しや廃棄にかか
る費用は自己負担

申８月３日㈪～３１日㈪に電話で高
齢福祉課（☎〈７１〉２２２３）へ

障害者
②世帯主が身体障害１・２級、
療育A判定、精神障害１級いず
れかの障害者手帳を持っている

申障害者手帳を持っている本人又
はその家族が手帳と印鑑を持っ
て障害福祉課へ

他●継続して免除を受ける場合は、
毎年確定申告又は市民税・県民
税申告が必要になります
●免除理由が消滅した場合（障
害者手帳所持者が亡くなった、
障害者手帳を返還した等）は、
NHK名古屋駅前営業センター
（☎０５７０〈０７７〉０７７）へ連絡してく
ださい
●免除理由が変更となった場
合（世帯員の所得が増えて市民
税が課税されることになり、全
額免除から半額免除へ切り替え
る等）はNHK名古屋駅前営業セ
ンターへ連絡の上、市障害福祉
課に再申請してください

問市障害福祉課（☎〈７１〉２２２５）

４０歳からの介護予防講座
『ミニテニス講座』

時９月９日㈬・１６日㈬・３０日㈬
午前９時３０分～１１時３０分（全３
回）

場総合福祉センター
内ミニテニスの基礎を学びます
講市ミニテニス協会所属指導員
対市内在住の４０～６４歳
定２０人（先着順）
他ラケット等の道具は貸出
申８月１８日㈫午前９時から電話で
市社会福祉協議会地域福祉課
（☎〈７７〉７８９６）へ

※新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するため、掲載
中の記事内容について中止・延期等になる場合があります。詳
細は各問合せ先に問い合わせるか、市HP等をご確認ください。
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子育て・青少年

令和２年度就学義務猶予免
除者等の中学校卒業程度認
定試験

　中学校卒業程度認定試験とは、
学校教育法第１８条の規定により、
病気等やむを得ない事由によって
保護者が義務教育諸学校に就学さ
せる義務を猶予又は免除された子
等について、中学校を卒業した人
と同等以上の学力があるかどうか
を認定するために国が行う試験で
す。合格した人には高等学校の入
学資格が与えられます。
時試験日１0月２２日㈭
内試験科目国語、社会、数学、
　理科、外国語（英語）
対下記の①～④のいずれかに該当
する人

　①就学義務猶予免除者である人
又は就学義務猶予免除者であっ
た人で、令和３年３月３１日まで
に満１５歳以上になる人

　②保護者が就学させる義務の猶
予又は免除を受けず、かつ、令
和３年３月３１日までに満１５歳に
達する人で、その年度の終わり
までに中学校を卒業できないと
見込まれることについてやむを
得ない事由があると文部科学大
臣が認めた人

　③令和３年３月３１日までに満１６
歳以上になる人（①・④を除く）

　④日本の国籍を有しない人で、
　令和３年３月３１日までに満１５歳
以上になる人

申９月４日㈮までに認定試験願書
等の必要書類を郵送（消印有効）
で文部科学省生涯学習推進課
（〒１00－８９５９東京都千代田区霞
が関３－２－２）へ

　※受験案内・願書等は都道府県
教育委員会に取りに行くか、同
省に郵送を依頼してください。

　※詳細は同省HPを確認してくだ
　さい。
問市学校教育課（☎〈７１〉２２５４）

児童扶養手当、市・県遺児
手当のお知らせ

◆現況届（児童扶養手当・市遺児
手当）・所得状況届（県遺児手当）を
提出してください
　ひとり親手当の受給者（支給停止
されている人を含む）へ、８月初旬
に現況届・所得状況届を送付しま
す。８月３１日㈪までに子育て支援
課へ提出してください。提出がな
い場合、手当の支給ができません。
　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。
※市遺児手当現況届は、義務教育

修了後の児童を監護・養育して
いる受給者のみ提出が必要です。

◆児童扶養手当一部支給停止適用
除外届出書（就労状況等の届け出）
を提出してください
　児童扶養手当の受給開始後５年
を経過した人等は、児童扶養手当
現況届の手続きの際に、児童扶養
手当一部支給停止適用除外届出書
が必要です。６月下旬に対象者へ
届出書類を送付しましたので、８
月３１日㈪までに子育て支援課へ提
出してください。提出がない場合、
児童扶養手当額が２分の１に減額
されます。
問子育て支援課（☎〈７１〉２２２９）

母子家庭等就業支援講習会　

内 　時 　場 　￥下表のとおり（いずれも年末年始を除く。受講料は教材費のみ）
講習内容 開催日程／時間 場所／教材費 定員

パソコン
初級

１0月２４日～来年２月１３日の毎週㈯（全１５回）
／午前１0時～午後３時４0分

豊田市喜多町
／４,000円 ２0人

パソコン
中級

１0月１0日～来年１月３0日の毎週㈯（全１５回）
／午前１0時～午後３時４0分

名古屋市中村区
／２,８６0円（※） ２0人

１0月２４日～来年２月１３日の毎週㈯（全１５回）
／午前１0時～午後３時４0分

岡崎市羽根町
／４,000円 ２0人

調剤薬局
事務講習

９月３0日～１１月１１日の毎週㈬（全７回）
／午前１0時～午後３時４0分

名古屋市東区
／３,６00円 ２0人

日商簿記
３級講習

１0月１0日～来年１月３0日の毎週㈯（全１５回）
／午前１0時～午後３時４0分

名古屋市中村区
／３,９６0円 ２0人

介護職員
初任者研修

１0月４日～来年２月７日の毎週㈰（全１６回）
／午前９時３0分～午後４時３0分

知立市山屋敷町
／６,９９５円（※） ２0人

９月３0日～来年１月２0日の毎週㈬（全１６回）
／午前９時３0分～午後５時３0分

名古屋市中村区
／６,６00円 ２0人

１0月３日～来年２月６日の毎週㈯（全１７回）
／午前９時３0分～午後４時３0分

豊橋市牟呂町
／７,１２４円 ２0人

１0月６日～来年２月２日の毎週㈫（全１５回）
／午前９時３0分～午後５時３0分

名古屋市東区
／６,６00円 ２0人

登録販売者
講習

１0月４日～来年２月２８日の毎週㈰（全２0回）
／午前１0時～午後３時４0分

名古屋市東区
／１0,000円（※） ４0人

（※）無料託児有（６カ月以上１0歳未満）。申込者多数の場合は抽選。
対母子家庭の母、父子家庭の父、寡婦で、就業意欲がある県内在住者
定いずれも定員を超えた場合は抽選
　※抽選結果は９月２0日㈰頃申込者全員に通知します。
申 　８月５日㈬～２８日㈮に直接子育て支援課へ
※申込書は同課で配布。詳細は市HPを参照してください。

問子育て支援課（☎〈７１〉２２２９）
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ほっと一息サロン　　　
（親の学習会）

　困難を抱える子どもと良好な親
子関係を築くためにどうしたらよ
いかを話し合う学習会です。
時９月１２日㈯午後１時３0分～４時
場青少年の家
内臨床心理士との対談
対市内在住・在勤・在学の不登校
やひきこもりに悩む子ども（義
務教育を修了した１５歳～３９歳）
がいる家族

定２５人（先着順）
申電話で市若者総合相談窓口あん
さぽ（☎0９0〈５00２〉５２２９）へ

問青少年愛護センター（青少年の
家内／☎〈７６〉３４３２）

ファミリー・サポート・　
センターの会員募集　

　子育ての手助けをしてほしい人
（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。
　詳細は問い合わせ
るか市HPを確認して
ください（右記QRコ
ードから参照可）。
対依頼会員市内在住・在勤・在
学者
　提供会員市内在住で、自宅で
子どもを預かることができる人
　※いずれも会員登録が必要です。
他報酬の基準▶㈪～㈮午前７時～
午後７時６00円　その他の曜
日・時間帯７00円
　※いずれも子ども１人につき１
時間あたりの金額。

申㈪～㈮に電話でファミリー・サ
ポート・センター（あんぱ～く
内／☎〈７２〉２３１５）へ
依頼会員登録希望者の入会説明会
時 　申毎月２回開催しています。事
　前に電話で同センターへ　
提供会員登録希望者の講習会
時９月１７日㈭午前９時１0分～午後
３時４0分

申事前に電話で同センターへ

ペアレント・プログラムに
参加しませんか

　子どもの「行動」に対する理解の
仕方を学び、楽しく子育てする自
信をつけること、グループワーク
を通して子育ての仲間を見つける
機会とすることを目的としたプロ
グラムです。
時９月１９日㈯、１0月３日㈯・１７日
㈯・３１日㈯、１１月１４日㈯・２１日
㈯午前１0時～１１時（全６回）

場あんステップ♬
講須場康貴氏（NPO法人５

ご っ ち ゃ

－CHA、
ペアレント・プログラム実施資
格認定者）

対小学１～２年生の子を持つ市内
在住の保護者

定８人（先着順）
他託児有（６カ月～小学校低学年、
１人１回３00円、先着６人）。希
望者は申込み時に申し出てくだ
さい

申８月３日㈪午前８時３0分から電
　話であんステップ♬（☎〈７７〉７７
　９６）へ

全国一斉「子どもの人権１１０
番」強化週間

　いじめ・虐待等、子どもの人権
にかかわる悩みごと、心配ごと等
の相談に応じます。相談内容の秘
密は固く守られます。ひとりで悩
まず、気軽に相談してください。
時８月２８日㈮～９月３日㈭午前８
時３0分～午後７時（㈯㈰は午前
１0時～午後５時）

内下記のいずれかの方法で相談で
きます

　●電話で相談子どもの人権１１0
番相談専用電話（☎0１２0〈00７〉１１0）

　●LINEで相談＠snsjinkensou
　danとID検索する
か、右記QRコード
を読み取り、LINE

　公式アカウント「SNS
　人権相談」を友だち登録
問名古屋法務局人権擁護部（☎0５２
〈９５２〉８１１１）

環境・産業

８月の再生家具等入札販売
の中止

　新型コロナウイルス感染症の拡
大防止のため、８月９日㈰の再生
家具等入札販売を中止します。
問清掃事業所（☎〈７６〉３0５３）

エコきちへ行こう

◆共通事項
場 　申８月５日㈬午前９時から電話
　で柿田公園管理事務所エコきち
（☎〈９８〉３７８４）へ
くるりんぱうちわ
　割りばしでうちわをつくろう。
時８月１５日㈯午前１0時～１１時
講社本祐加子氏
対小学生
定５人（先着順）
￥１00円

折り紙プランツ
　折り紙と鉢植えを組み合わせて
オリジナル作品をつくろう。
時８月１６日㈰午前１0時～１１時
講大橋輝美子氏
対４歳以上の親子
定５組（先着順）
￥３00円

※新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するため、掲載
中の記事内容について中止・延期等になる場合があります。詳
細は各問合せ先に問い合わせるか、市HP等をご確認ください。

省略
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木の名札づくり
　間伐材や自然の材料でオリジナ
ル名札をつくろう。
時８月１９日㈬・２１日㈮午前１0時～
１１時

対小学生
定各５人（先着順）
￥２00円

ダンボールパズルづくり
　丸型ダンボールでオリジナルパ
ズルをつくろう。
時８月２0日㈭午前１0時～１１時
対４歳以上の親子
定５組（先着順）
￥２00円
押し花でしおりづくり～しんぶ
んスクラップより
時８月２２日㈯午前１0時～１１時
講山下由

ゆ

圭
か

氏（中日新聞e-リメイ
クサロン）

対４歳以上の親子
定５組（先着順）
￥２00円
環境サロン
　講師から自然栽培でつくる秋冬
野菜の話を聞きます。
時９月５日㈯午前１0時～１１時
講神谷輝幸氏
対１８歳以上
定１0人（先着順）

環境に関する催し

◆共通事項
申８月３日㈪からファクスかEメ
ールで、共通申込事項と生年月
日・ファクス番号をNPO法人
エコネットあんじょう（FAX〈５５〉
１３１５／info@econetanjo.org）
へ

問エコネットあんじょう（☎〈５５〉１３
　１５）、市環境都市推進課（☎〈７１〉
２２８0）

アジサイの剪定を体験しよう
　アジサイの剪定や挿し木の仕方
を学びます。
時８月２９日㈯午前８時～９時３0分
場水の駅（篠目町童子橋北）
対市内在住・在勤・在学者
定１0人（先着順）
持軽作業のできる服装（長袖、長
ズボン）､マスク
矢作川水源の森散策と矢作ダム
のヒミツを探る
　矢作川水源
の森を散策し、
水循環につい
て考えます。
また、矢作ダ
ムの見学や建設専門官の講話から、
ダムの役割や水の大切さを学びま
す。
時９月５日㈯午前７時３0分～午後
５時

場集合・解散市役所西駐車場
　目的地矢作川水源の森（長野
県根羽村）、矢作ダム（豊田市閑

しず

羅
ら

瀬
せ

町）
　※バスで移動。
対ハイキング程度の運動ができる
市内在住・在勤・在学者

　※小学３年生以下は保護者同伴。
定１0人（先着順）
￥１000円
持弁当、飲料、マスク、雨具、長
袖、長ズボン、タオル、虫よけ
スプレー、筆記用具

中小企業退職金共済制度

　中小企業の事業主が従業員の退
職金を計画的に準備できる国の退
職金制度です。企業の魅力づくり、
仕事への意欲づくりに中退共制度
に加入しませんか。
◆制度の特色
●掛金の一部を国が助成（一部対
象外有）

●掛金は全額非課税で手数料無し
●社外積立型で管理が簡単
●従業員ごとの納付状況や退職金
試算額を事業主に通知

●家族従業員やパートタイマーも

加入可能
●他の退職金・企業年金制度等と
のポータビリティ（通算）が可能

問（独）勤労者退職金共済機構　中
小企業退職金共済事業本部（☎
0３〈６９0７〉１２３４）

スイーツづくりであんじょう
の農業を知ろう！

　いちじく生産農家の話や簡単ス
イーツづくりを通じて、「食」につ
いて楽しく学びましょう。
時８月２１日㈮午後２時～３時３0分
場市役所食堂
講㈱勤労食（食育推進協力団体）　他
対市内在学の小学３～６年生
　※新型コロナウイルス感染症拡
大防止のため保護者は参加でき
ません。

定１0人（定員を超えた場合は抽選）
　※抽選結果は８月１２日㈬頃当選
者のみに通知します。

持マスク、エプロン、三角巾、筆
記用具

申８月３日㈪～７日㈮に電話又は
郵送（必着）・ファクス・Eメー
ルで共通申込事項を農務課（☎
〈７１〉２２３３／〒４４６－８５0１住所不
要／FAX〈７６〉１１１２／nomu@city.
anjo.lg.jp）へ

　※右記QRコード
からも申込可。

くらし・防災

安城市税コールセンター　　
夜間・休日開設日

時夜間開設８月１９日㈬・２６日㈬
　午後５時１５分～８時
　休日開設８月１６日㈰・２３日㈰
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（☎〈７１〉
　２２８８）､納税課（☎〈７１〉２２１７）
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宝くじの助成金で備品を　
整備しました

　（一財）自治総合センターは、宝
くじの社会貢献広報事業として、
宝くじの受託事業収入を財源にコ
ミュニティ助成事業を行っていま
す。この事業により、横山町内会
が災害発生時のための備品（浄水
器、災害対策キット）を整備しま
した。
問危機管理課（☎〈７１〉２２２0）

　 衣浦東部広域連合NEWS
　令和２年第１回衣浦東部広域連合議会臨時会を、６月２９日㈪に広域
連合議場（刈谷市役所）にて開催しました。今議会は碧南市選出議員の
任期満了、安城市及び高浜市選出議員の辞職により３市議会において
後任の広域連合議会議員が選出されたことに伴うものです。議会では
正副議長の選挙を行い、議長に野場慶徳議員が、副議長に鈴木勝彦議
員が選出され、広域連合副長の選任及び監査委員（議会選出）の選任に
ついての人事案件が同意されました。
　また、救助工作車１台、災害対応特殊水槽付消防ポンプ自動車１台
の更新に伴う、財産の取得についての議案が可決されました。
●今回選出の衣浦東部広域連合議会議員（議席番号順）　　　〈敬称略〉
碧南市選出山口春美、磯貝忠通、生田綱夫
安城市選出白谷隆子、塚原信一、稲垣退三、今原康徳、野場慶徳
高浜市選出長谷川広昌、鈴木勝彦
●正副議長
議長野場慶徳（安城市）
副議長鈴木勝彦（高浜市）
●同意された人事
広域連合副長三星元人
　　　　　　　(安城市副市長)
監査委員（議選）松永寿

ひさし

（刈谷市）
問衣浦東部広域連合総務課（☎〈６３〉0１３１）

野場議長 鈴木副議長 三星副長

土、日、祝日はアンフォーレ
で証明書を発行できます

時業務日時以下の休業日を除く、
午前９時～午後５時

　●毎月第２㈫（㈷を除く）
　●偶数月第４㈫（㈷を除く）
　●年末年始（１２月２９日～１月３日）
場証明・旅券窓口センター（アン
フォーレ本館内）

内発行可能な証明書住民票、戸
籍謄抄本、印鑑登録証明書（登
録を含む）、所得（非）課税証明書、
納税証明書、固定資産に関する
証明書等

他市役所への情報確認が必要な場
合は、発行ができないことがあ
ります

問証明・旅券窓口センター（☎〈７１〉
　２２６６）

犯罪発生分布図を市HPで
公開しています　　　

　市内の侵入盗や車上ねらい等の
発生状況を、犯罪発生分布図に
して市HPで公開しています（下記
QRコードから参照
できます）。
　お住まいの地域
やその周辺の犯罪
発生状況や傾向を知ることができ
ますので、防犯に役立ててくださ
い。更新は月に１回です。
問市民安全課（☎〈７１〉２２１９）

個人事業税第１期分の納付
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㈪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、スマートフォ
ンアプリ（PayB）を利用して納付
することもできます。
※納税通知書には第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・MMK
設置店・PayBによる納付につ
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。
※領収証書が必要な場合は、金融
機関（ゆうちょ銀行を除く）・県
税事務所又はコンビニエンスス
トア、MMK設置店で納付して
ください。

◆納税には便利な口座振替を
　納付には便利で安全な口座振替

災害対策キット浄水器

※新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するため、掲載
中の記事内容について中止・延期等になる場合があります。詳
細は各問合せ先に問い合わせるか、市HP等をご確認ください。
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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
口で手続きをしてください。
問西三河県税事務所（☎0５６４〈２７〉
２７１３）、市市民税課（☎〈７１〉２２１４）

救命講習会

◆共通事項
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）

　※団体受講希望の場合は最寄り
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㈬午前９時から電話で
各申込先へ
普通救命講習Ⅲ
時８月１５日㈯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 　申高浜消防署救急係（☎〈５２〉１１９２）
普通救命講習Ⅰ
時８月１６日㈰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（☎〈４１〉２６２５）
上級救命講習
時８月２２日㈯午前９時～午後６時
内成人、小児、乳児及び新生児の
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（☎〈２３〉１２９９）
実技救命講習
時８月２３日㈰午前９時～１１時
内インターネット上で応急手当WEB
講習か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。心肺蘇生
法（気道確保、人工呼吸、胸骨
圧迫）、AEDの使用法、止血法の
実技等

場 　申知立消防署救急係（☎〈８１〉４１４４）

Jアラート　　　　　　　
全国一斉情報伝達試験

　下記の日時に、全国瞬時警報シ
ステム（Ｊアラート）を使用した全
国一斉情報伝達試験が実施されま
す。市で販売した防災ラジオは自
動で電波を受信し、音声を流しま
すので、待機状態にしておきまし
ょう。
　公共施設からも試験放送が流れ
ます。近隣の方は、ご理解ご協力
をお願いします。
時８月５日㈬午前１１時頃
　※毎月１日午後４時頃に実施し
ている防災ラジオのテスト放送
も予定どおり実施します。

問危機管理課（☎〈７１〉２２２0）

市政情報

大規模小売店舗立地法に　
基づく各種届出書の縦覧

場 　問県商業流通課（☎0５２〈９５４〉
６３３８）、市商工課（☎〈７１〉２２３５）
大規模小売店舗立地法に基づく
届出書の縦覧
時８月１２日㈬まで
内店舗名称（仮称）トヨタ生活協
同組合メグリア花園店

　縦覧内容大規模小売店舗の施
設の配置に関する事項等

今月の納税など 納付期限・口座振替日：８月３１日㈪
▶市民税・県民税（普通徴収）
　第２期
▶国民健康保険税　第２期
▶後期高齢者医療保険料　第２期
▶介護保険料　第２期
▶安城土地改良区費　全期

▶保育園保育料
▶公立こども園保育料
▶公立幼稚園授業料
▶児童クラブ育成料
▶市営住宅家賃

▶水道料金・下水道使用料（JR東海道本線以北）

大規模小売店舗廃止届出書の縦
覧
時１0月２日㈮まで
内店舗名称ザ・モール安城
　縦覧内容大規模小売店舗の店
舗面積の変更

　※跡地の活用法に関する内容で
はありません。

パブリックコメント制度に
よる意見募集の結果を公表

　安城市自治基本条例改正案に対
し、意見が寄せられました。意見
の内容と意見に対する市の考え方
は、各閲覧場所又は市HPで閲覧
できます。
時閲覧期間８月３１日㈪まで
場閲覧場所企画政策課、市民交
流センター、図書情報館（アン
フォーレ本館内）、あんぱーく、

　あんステップ♬、保健センター、
　柿田公園管理事務所エコきち、
　教育センター、へきしんギャラ
クシープラザ（文化センター）及
び各地区公民館、青少年の家、

　市民会館、東祥アリーナ安城、
　マーメイドパレス、市民ギャラ
リー、社会福祉会館及び各福祉
センター

内意見数７件（１人）
問企画政策課（☎〈７１〉２２0４）

ご寄附いただきました　　

５月分／受付順／敬称略
特別養護老人ホームひまわり・安
城、桜井商店街おかみさん会、北
明治福祉委員会、㈱ブローニュ、
安城商工会議所青年部、（一社）安
城青年会議所、㈱豊田自動織機、
闘真会館、㈱ENEOSウイング、
のむらこどもクリニック、ジャパ
ン・イースタン・トレード㈱、㈱
BRAVO、㈱アサヒサービス、㈱
鍋田総合管理、神杉酒造㈱、㈱イ
ノアックコーポレーション、㈱
JEMCO


