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=日時　 =場所　 =対象　 =定員
=持ち物　 =費用（明記なしは無料）
=主催　 =申し込み方法（明記なしは

広報あやせ共通ルール
ファクスでの問い合わせは、記事にファクス番号を
記載してあるもの以外は、宛先に担当課名を明記し

70・5701へ送信してください

申し込み不要）　 =問い合わせ先　☎=電話　 =ファクス
=ホームページ　 =Eメールアドレス　

 　=あやせわんぱくプラザ対象事業

用、いじめ、青少年健全は除く）▶規格
　B3判程度▶ 　市内在住・在学の中
学生▶ 　作品の裏面に住所、氏名（ふ
りがな）、電話番号、学校名、学年を明
記し、9月9日までに市内の中学校に通
う生徒は各校へ、それ以外は市防犯協
会事務局（危機管理課内☎70･5641）
へ直接

募集
市営住宅（寺尾釜田）の入居者

▶入居予定時期　9月中旬▶資格　申
込者が市内在住か在勤の成人で、一定
の収入基準の夫婦（婚約者も含む）か親
子を主体とした家族▶募集戸数　寺
尾釜田1戸（寺尾釜田一丁目9番11号、
3DK、抽選）▶ 　7月1日～19日に
建築課☎70･5602へ直接▶その他　
詳しくは同課、市役所1階総合受付、保
健福祉プラザ、綾北福祉会館、中央公
民館、寺尾いずみ会館、南部ふれあい
会館、各地区センターで配布する募集
のしおり参照

家庭では、生活のリズム（早寝・早起き・朝ご飯）と家庭学習の習慣をつくりましょう。
地域では、子どもたちへの温かい声掛けをお願いします　 教育指導課☎70･5660

｢あやせ学びづくり運動｣
展開中

夏野菜はカリウムや水分を多く含み、体内を冷ましてくれる力があるといわれています。上手に
活用して暑い夏を乗り切りましょう　 健康づくり推進課☎77･1133

毎月19日は
食育の日

催し・講座
朝一番徳の市

焼きたてのパンや手作り豆腐、新鮮な
野菜などを販売。金券の販売とイベン
トの実施なし。 7月3日（日）6時30分
～7時30分 オーエンス文化会館駐車
場（雨天決行） 市商工会☎78･0606

あやせ市民芸術鑑賞事業

●綾友会・ばれんの会合同展
絵画（油彩、水彩、パステル）、木版画

（水性、油性）の作品約40点を展示。
7月5日（火）～11日（月）9時～16時
30分（5日は13時から、11日は15時
まで） 市役所7階市民展示ホール
生涯学習課☎70･5670

あやせ就職面接会

市内企業12社の人事担当者と採用直結
型の面接。詳細は市 参照。 7月15
日（金）13時30分～16時（受付は13時20
分～15時30分） 市役所7階市民展示
ホール 仕事を探している方（学生を
除く） 履歴書・職務経歴書を面接希望
社数、紹介状（ハローワークかジョブス
ポットで登録・発行）、ハローワークカー
ド（登録・所有している方）を持参し会場
へ 直 接 工 業 振 興 企 業 誘 致 課 ☎
70･5661、ハローワーク大和職業相談
部門☎046･260･8609かジョブスポッ
トあやせ☎76･0986

ふれあいダンスパーティー

7月16日（土）13時30分～16時
IIMURO GLASS 市民スポーツセン
ター 女性は新品のヒールカバー
300円 市ダンス・スポーツ協会 同
協会：井田☎090･4227･2254
家庭教育講座「LGBTQの
子どもたちとの関わり方について」

保護者や身近な大人がLGBTQの子ども
を受容することの大切さなどについて学
習。講師はFRENS代表の小野アンリさ
ん。 7月16日（土）10時～12時 中央
公民館 40人（申込順） 市PTA連絡

協議会、市教育委員会、中央公民館 7
月8日までに生涯学習課☎70･5658

ソフトテニス初心者教室

7月17日（日）13時～17時（雨天中止）
IIMURO GLASS市民スポーツセン

ター 市内在住・在勤の方 運動着、
ラケット（貸し出しあり）、テニスシュー
ズ 市ソフトテニス協会 同協会：片
岡☎70･8463

回想法体験会

子どもの頃の思い出を語り合うことで
脳を活性化する回想法。 7月21日（木）
10時～11時30分 大上自治会館 市
内在住で65歳以上の方 15人（申込
順） 7月4日から地域包括支援セン
ターメイプル☎38･5906

公民館のイベント情報

●子育てサロン「ひよこサロン」
　～夏のお楽しみ会～
手遊び、体操、歌など。 7月21日（木）
10時～11時 早園地区センター 未
就学児と保護者 6組（申込順） 7月2
日10時から講座名、氏名、住所、電話番号
を中央公民館へ☎77･8181、 79･0141
か kouza@ayase-manavi.net

合同就職説明会

来年度の消防職員採用に向けた大和
警察署と自衛隊との合同
就職説明会。 7月21日

（木）13時30分～17時
消防 本 部 消 防 総 務
課☎76・2112
ストレスを感じない
楽しいごはん講座

乳幼児の食事での困りごとやその原
因を探しながら、子どもが食べやすい
メニューを紹介。簡単な試食あり。①、
②とも内容は同じ。7月と内容は同じ。

①8月6日（土）②8月9日（火）10時
45分～11時30分 保健福祉プラザ

市内在住で3歳以上の未就学児と
保護者（1歳7カ月以上の子の保護者
のみの参加可。初めての方優先） 各

5組（申込順） 飲み物、手拭き、マス
ク着用 7月4日～28日に子育て支
援センター☎77･1121か直接
市総合スポーツ大会
陸上競技大会

種目は表のとおり。出場は1人2種目以
内（リレーを除く）。 8月13日（土）8時
30分から受け付け（荒天中止の場合あ
り） IIMURO GLASS市民スポーツ
センター 市内在住･在勤・在学で中
学生以上の方 1種目500円（同協会
員・高校生300円、中学生200円）、リ
レーは1チーム500円 市陸上競技協
会 はがきに住所、氏名、年齢、性別、
電話番号、種目、参考記録を明記し、7月
29日必着で、一般は〒252-1114上土
棚南4-3-37鎌田隆夫、中学生は〒252-
1124吉岡393-1春日台中学校 野澤智
秋（☎76･8661）へ郵送。学校など団体
の申し込みは一覧表を提出。市内中学
校は自己のナンバーカードを使用し、番
号を一覧表に記入※スパイクのピンな
どは同協会の規定に従うこと 同協会：
鎌田☎78･6488

競技種目
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男
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ハードル

女
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ハードル

※一般は高校生以上

普通救命講習会

心肺蘇生法、AED の
使用方法など応急手
当 て の 基本 を 習得。

8月14日（日）13時
30分～16時30分
消防本部 市内在住・在勤・在学で中
学生以上の方 20人（申込順） 8月
7日までに消防署☎76･0119

音声訳ボランティア基礎講座

視覚障がい者の方へ文字情報を音声に
して届ける技術を学習。 9月6日～
10月18日の毎週火曜日10時～11時
30分（第1・2・7回は12時まで） 保健
福祉プラザ 20人（申込順） 700円

（テキスト・CD代） 市録音赤十字奉
仕団コスモスの会、市社会福祉協議会

7月4日～9月5日にあやせボラン
ティアセンター☎70･3210

ポスターを描いてみよう

●明るい選挙啓発ポスター
▶内容　明るい選挙を呼び掛ける内
容を自由に表現▶規格　四つ切りか
八つ切り▶ 　市内在住・在学の小学
3年生～高校生▶ 　作品の裏面に
住所、氏名（ふりがな）、学校名、学年、
電話番号を明記し、9月5日までに市
内の学校に通う児童 ･ 生徒は各校へ、
それ以外は選挙管理委員会事務局（☎
70･5646）へ直接
●美化ポスター

▶内容　ごみのないきれいなまちを
つくるための内容を自由に表現▶規
格　四つ切り▶ 　市内在住の小・中
学生▶ 　画用紙裏面に住所、電話番
号、氏名（ふりがな）、学校名、学年を明
記し、9月12日までに市内の学校に通
う児童・生徒は各校へ、それ以外は環
境保全課（☎70･5619）へ直接
●交通安全ポスター
▶内容　交通安全に関する言葉を必
ず入れる▶規格①幼児の部　B4判程
度②児童の部　B3判程度▶ ①幼児
の部　市内在住か市内の幼稚園・保育
園に通う年長児②児童の部　市内在
住・在学の小学生▶ 　作品の裏面に
住所、氏名（ふりがな）、電話番号、学校

（園）名、学年か年齢を明記し、9月9日
までに市内の学校（園）に通う幼児・児
童は各校（園）へ、それ以外は市交通安
全対策協議会事務局（市民活動推進課
内☎70･5640）へ直接
●防犯ポスター
▶内容　防犯に関する言葉を必ず入
れる（自作、既成どちらでも可。薬物乱

〇寄付してほしい食品など
・ 米（白米・玄米・アルファ米）、パスタやそうめんなどの乾麺、缶詰、レトルト

食品、ふりかけ、粉ミルク、離乳食、菓子、調味料（しょうゆ、食用油）など
・ 未開封の日用品（製造からおおむね3年以内の洗剤類、ハンドソープ、

マスクなど）
・ 消費期限が9月1日以降で、常温保存可能なもの
×寄付できない食品
・消費期限が8月31日以前のもの
・開封しているもの

　フードリンクあやせで提供する食料などを集めるため、フードドライブ（食
品寄付）を実施します。家庭で眠っている食料一つからでも寄付することで、
食料を必要とする方への支援ができます。

▶募集期間　7月26日まで〔土・日曜日、祝日は保健福祉プラザ管理人室で受
け付け。7月9日（休館日）は除く〕。8時30分～17時▶ 　福祉総務課か同協
議会（保健福祉プラザ内）▶ 　同課☎70･5624、同協議会☎77･8166

　食品ロス削減に
貢献し、さまざまな
理由で食料などを
必要とされる方へ
無償で提供する活
動です。1世帯につき、米、レトルト
食品、缶詰、日用品など数点を提
供します。生活などで困っている
方の相談も受け付けます。

7月30日（土）10時～13時
保健福祉プラザ さまざまな事
情により食料提供を希望する方

市社会福祉協議会、市内食料
支援団体、市
※ 駐車場に限りがあるので、公共

交通機関の利用をお願いします

フードドライブを実施します

フードリンクあやせを開催します

・生鮮食品（生肉、魚介類、野菜）
・アルコール（みりん、料理酒を除く）


