情 報 ボックス

時 児童クラブの夏休み開所期間➡

７月２１日㈫～８月３１日㈪午前７

同一住所の親族が１日４時間
以上の就労等で家庭にいない
小学１～４年生
●持病等があり援助を必要とす
る小学５・６年生

￥ ７月➡２６００円
（おやつ代別途５００

途１０００円）
※夏休み期間
（７月分）の利用料
金を改定しました。８月の利用

料金に変更はありません。
他 ●期間中は弁当・水筒の持参が

※申請用紙はあんぱ～く・各児
童クラブで配布。

●体験入学
令和３年度以降に小・中学校又
は高等学校に入学予定で、障害の
可能性があると思われる子と保護

実施します。各学校では体験入学
以外でも随時相談を受け付けてい
ます。
問 学校教育課
（☎
〈７１〉２２５４）
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２９日のみ。
場 愛知県西三河総合庁舎
（岡崎市

明大寺本町）
対 乳幼児期から令和３年度に小学

校入学予定までの子（０～６歳）
と保護者
申 ６月１９日㈮までに電話で市学校
教育課（☎〈７１〉２２５４）へ

２歳児の歯科健診と
フッ化物塗布の中止
新型コロナウイルス感染症対策
のため、６月に予定していた２歳
児の歯科健診とフッ化物塗布を中
止します。今後の予定は、本紙９
月号でお知らせする予定です。
問 保健センター（☎
〈７６〉１１３３）

パソコン
初級

開催日

場所／
教材費

６月２７日～１０
月３日の毎週 名古屋市
㈯（全１５回） ／３,３４５円
午前１０時～午（※）
後３時４０分
６月２７日～１０
月１７日の毎週
㈯（８月１５日、豊田市
９月２６日を除 ／４,０００円
く。全１５回）
時間は同上

６月３０日～１０
月２７日の毎週
㈫（８月１１日、
名古屋市
介護職員
９月２２日を除
／６,６００円
初任者研修
く。全１６回）
午前９時３０分
～午後５時３０分

（※）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、就業意欲があり全日程
に出席できる県内在住者
※介護職員初任者研修は７月７
日㈫～８月１８日㈫に４０．５時間の
自宅でのテキスト学習が可能な
人。
定 各２０人(定員を超えた場合は抽
選。抽選結果は申込者全員に６
月２０日㈯頃通知）
申 ５月８日㈮～２９日㈮に子育て支
援課（☎
〈７１〉
２２２９）へ
※申込書は同課で配布。詳細は
市HPを参照してください。

環境 ・ 産業
花フェスタ記念公園
見学バスツアー～庭の作り
方等を身につけよう～
時 ５月２２日㈮午前９時～午後４時
内 場 指導員の案内・説明を受けな

がら花フェスタ記念公園（岐阜県
可児市）を見学

をファクスかEメールで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〉
１３１５）
、
市環境都市推進課
（☎
〈 ７１〉
２２８０）

三河湾を探検
『三河湾のプラ
スチックごみと海辺の生物
の様子を探る』

新型コロナウイルス感染症の影
響により、５月１０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）

ルについて考察(夏休みの自
由研究テーマにもなります）
集合・解散➡市役所西駐車場（バ
スで移動）
対 小学生以上(小学３年生以下は
保護者同伴)で、プラスチック
ごみに興味のある人
定 ２０人
（先着順）
他 昼食は各自持参
￥ １０００円
（保険料込）
申 ５月１１日㈪から共通申込事項と
生年月日・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（FAX
〈５５〉
１３１５／
info@econetanjo.org）
へ
問 エコネットあんじょう
（☎
〈 ５５〉
１３１５）
、市環境都市推進課
（☎
〈 ７１〉
２２８０）

定 定員

問 問合せ先

の日曜日（５月１７日・２４日・３１日）
を「市民清掃の日」と定めます。自
宅周辺の清掃、町内会や事業所に
よる生活道路・公園・広場等の清
掃活動に協力し、地域できれいな
町をつくりましょう。
問 清掃事業所
（☎〈７６〉３０５３）

問 土地改良事業室
（☎〈７１〉２２３６）

◆農道の通行にご配慮ください

農道を幹線道路の抜け道として
利用する一般車両が多く、狭い農
道で農作業車とすれ違えない等の
トラブルが多発しています。農道
は農作業を行うために整備された
ものです。田植えが始まると、農
作業中の車や機械が農道に停車し
ていることが多くなります。無理
な通行はご遠慮ください。

３０分
内 場 三河湾前芝海岸
（豊橋市）で
下記の活動をします
●海岸に打ち上げられたごみを

プラスチックや海辺の生物に
ついて調査
●ごみの減量や分別、リサイク

対 対象・資格

安全に農作業を行うため
ご協力ください

時 ６月６日㈯午前８時～午後４時

拾います
●プラスチックごみ・マイクロ

講 講師

申 申込方法等

◆ストップ！農地へのポイ捨て
道路沿いの農地へのごみのポイ

捨てが目立ちます。タバコの吸い
がらは稲等に被害を与え、空きか
ん・空きびんは農業機械の故障や
作業者のケガの原因になります。
ごみのポイ捨ては農作業に多大な
悪影響を及ぼす他、市の条例違反
にもなります。一人一人の心がけ
で、安城の農業を守りましょう。

総合治水推進週間
５月１５日～２１日は総合治水推進
週間です。水害から生活を守るこ
とを「治水」といいます。局地的豪
雨の増加や、都市化に伴う田畑の
減少によって、本市も大雨時の水
害リスクが高まっています。水害
を軽減するため、市民、事業者及
び行政が協働して雨水対策を推進
しましょう。
右記QRコードから
総合治水対策HPを参
照できます。
問 土木課(☎
〈７１〉２２３８）

門田隆将氏講演会「“激動日
本”とリーダーの本義」
「毅然と生き

た日本人像」
を
テーマに幅広
い分野で著作
を発表し、読
売テレビ
「そこ
まで言って委

員会NP」レギ
ュラー出演中の門田隆将氏による
時局講演会です。
時 ６月１６日㈫午後２時～３時３０分
場 安城商工会議所
（桜町）
定 １２０人
（先着順）
申 電話かファクスで共通申込事項
（☎
〈７６〉
５１７５／
を安城商工会議所
へ
FAX
〈７６〉
４３２２）
か ど た りゅうしょう

町を美しくする運動
５月１７日～６月５日は「町を美
しくする運動期間」です。期間中
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者を対象に、特別支援学校の様子
を知ってもらうための体験入学を

※７月９日は令和２年度年中児
も対象。
申 岡崎特別支援学校
（☎０５６４
〈４８〉
２６０１）
◆大府特別支援学校（大府市森岡町
時 ７月１４日㈫、１０月２１日㈬
対 令和３年度、小・中学校又は高
等学校に入学予定で病気療養中
の子
申 大府特別支援学校
（☎０５６２
〈４８〉
５３１１）
●早期相談（予約制）
「子育てで気になることがある」
「子に障害の可能性がある」
「子の
就学について相談したい」等の相
談に応じます。
時 ７月２９日㈬、８月４日㈫ いず
れも午前９時３０分～午後４時
※視覚障害に関する相談は７月

講習内容

５月の再生家具等入札販売

内 内容

他 その他

くらし・防災

県立特別支援学校の
体験入学・早期相談

②➡令和２年度小学５・６年生
の子
申 安城特別支援学校
（☎〈９９〉３３４５）
◆岡崎特別支援学校（岡崎市本宿町
時 ７月９日㈭、９月１６日㈬
対 令和３年度に小学校に入学予定
で手足に不自由のある子

教材費のみ）

場 場所

持 持ち物

環境・産業

年や保護者の就労状況等によ
り優先順位を決定。入会を希
望するクラブが定員を超えた
場合は他のクラブに入会
申 ６月１日㈪～２２日㈪に申請用紙・
就労証明書等の必要書類を持っ
て子育て支援課
（あんぱ～く内
／☎
〈７２〉
２３１９）
へ

➡令和３年度に入学予定の子

内 時 場 ￥ 下表のとおり
（受講料は

集合・解散➡市役所西駐車場
（バ
スで移動）
講 佐藤喜久子氏
（寄せ植え華道協会）
対 １８歳以上の市内在住・在勤・在
学者
定 ４９人
（定員を超えた場合は抽選）
￥ ３３００円
（入園料込）
他 昼食は各自持参するか園内飲食
店を利用
申 ５月７日㈭～１１日㈪に共通申込
事項と生年月日・ファクス番号

￥ 費用

子育て・青少年

ラブ（中部・桜井・南部・北
部・作野・三河安城・丈山・
桜町・二本木）のうち希望す
るクラブでの受入
●入会にあたっては、児童の学

②中学部（説明会）➡５月７日㈭

対 知的障害や情緒障害があり、①

母子家庭等就業支援講習会

時 期間・日時

健康・福祉

必要です
●土曜日は市内９カ所の拠点ク

◆安城特別支援学校（桜井町）
時 ①小学部▶見学会➡５月８日㈮
体験入学➡７月２１日㈫・３０日㈭

省略
記号

文化・スポーツ

円） ８月➡８６００円（おやつ代別

●催し名 ●〒住所 ●氏名
（ふりがな）●電話番号

※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。

イベント・講座

時３０分～午後７時（㈰㈷を除く）
対 ●集団生活ができ、保護者又は

申込み時には次の内容を記載してください。

募集

夏休みの児童クラブ入会の
受付をします

共通申込事項
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