
■時 ６月８日�午前９時３０分～午後９時
■場 デンパーク
■内 環境共生に取り組む団体や学生、�
デンソーが協働してエコアクション
を学習。市環境アドバイザーも参加。
■申 事前申し込みが必要な教室は、市の
各施設へ設置するチラシを参照し、
�デンソー総務部ＤＥＣＯスクール
事務局（�〈６１〉７２０９）へ　※㈱デンソ
ーホームページからも申し込みでき
ます。
■問 同事務局、環境首都推進課

■場 ■問 デンパーク（�〈９２〉７１１１）
■他 入園料が必要
ホタルまつり　　　　　　　　　　　
■時 ５月２４日�～６月８日�
■内 デンパークで初開催の
ホタルまつり。３年前
から育成を続けてきた
ホタルたちが夜空を舞
う姿をご鑑賞ください。
■他 ホタルにちなんだ甘味などを販売。
期間中の��は午後９時まで開園。
※天候・生育状態により状況が異な
ります。
青木アートフラワー展「四季を彩る花々」
■時 ６月４日�～１６日�
■内 デンパーク花の講師・青木元子氏に
よるアートフラワー・創作盆栽の展示

■時 ６～１１月の第２ ･４水曜日午前９時
３０分～１１時・午後２時～３時３０分
※いずれの時間も同じ内容。
■場 作野福祉センター
■内 ツボを刺激して健康と若さを取り戻
す簡単な運動
■講 杉浦 美  代  子 氏

み よ こ

■対 市内在住の６０歳以上の人
■定 各１２人（定員を超えた場合は抽せん）
■申 ５月２１日�午前９時から作野福祉セ
ンター（�〈７２〉７５７０）へ

■対 ■時 ■場 乳幼児�１０日�・２４日�／南部
公民館、４日�・１８日�／東部公民
館、５日�・１９日�／安祥公民館、
６日�・２０日�／高棚町内会公民館
いずれも午前１０時～１１時
小学生�１２日�／南部公民館、１９日
�／東部公民館、２６日�／安祥公民
館いずれも午後３時３０分～４時３０分
■問 子ども課子育て支援係
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■場 ■問 同クラブハウス（�〈９２〉７１１２）
■他 別途入園料が必要。都合により変更・
中止になる場合がありますのであら
かじめお問い合わせください。
フォトスポット撮影ツアー　　　　　
■時 ５月２４日�午後１時３０分
■講 鶴田 郁  夫 氏

いく お

■定 ２５人（当日先着順）
■￥ １３００円（写真現像代別途）
■持 レンズ付きフィルム、コンパクトカ
メラ、一眼レフ、カメラ付き携帯電
話、デジタルカメラ　※パソコンを
使用してのプリント指導はしません。
白磁でつくるペンダント教室　　　　
■時 ５月２４日�・２５日�午前１０時
■講 鈴木 由  美  子 氏

ゆ み こ

■定 １００人（当日先着順）
■￥ ６００円から
パン教室　　　　　　　　　　　　　
■時 ５月２４日�・２５日�午後１時・２時
３０分
■定 各３６人（当日先着順）
■￥ ５００円
いちご大福教室　　　　　　　　　　
■時 ５月２４日�午後１時・２時３０分、２５
日�午前１１時・午後１時・２時３０分

■定 各１０人（当日先着順）
■￥ ５００円
季節のジャム作り教室（いちご）　　　
■時 ５月２４日�・２５日�午後１時・午後
２時３０分
■定 各１０人（当日先着順）
■￥ ８００円
シルバーアクセサリー講座　　　　　
■時 ６月１１日�・２５日�午後１時（全２
回）
■講 近藤 祐  子 氏

ゆう こ

■定 ３０人（先着順）
※人数が１０人に満たない場合は中止。

■￥ ５０００円（入園料含む。２回分、１か
月のデンパーク入園パスポート付き）
■申 電話で同クラブハウスへ

■時 ５月２４日�午前９時
■場 碧海信用金庫本店前（御幸本町）
■内 地元で採れた野菜の販売や伝統料理
の紹介
■問 農務課

■問 安城文化協会（�〈７４〉６０６６）
美術展　　　　　　　　　　　　　　
■時 前期�５月２０日�～２５日�
後期�５月２７日�～６月１日�

■場 市民ギャラリー
■内 日本画・洋画・書・写真・陶芸など
文芸・技芸・趣味展　　　　　　　　
■時 ５月２３日�～２５日�
■場 文化センター・市民会館
■内 生け花・ちぎり絵・アートフラワー・
茶会・山野草・愛石・俳句など
芸能まつり　　　　　　　　　　　　
■時 ５月２４日�・２５日�
■場 文化センター
■内 民踊・民謡・日本舞踊・箏曲・尺八・
バレエ・詩吟・コーラスなど

■時 ６月５日�～７月１０日�の毎週木曜
日午前９時～正午（全６回）
■場 市教育センター
■内 文章入力・電子メール・インターネ
ット活用
■対 市内在住の身体障害者・知的障害者
で１６歳以上の人
※障害の程度によっては付き添いを
お願いすることがあります。
■定 １０人（定員を超えた場合は抽せん）
■申 ５月２０日�～２７日�に市総合福祉セ
ンター（�〈７７〉７８８８）へ（電話申し込
み不可）

■時 ６月４日�午後１時～２時４５分
■場 市教育センター
■内 いじめ、不登校、非行
－大人たちが考えるべきこと－
■講 加藤 幸  雄 氏（日本福祉大学副学長・

さち お

子ども発達学部教授）
■定 ２００人（当日先着順）
■他 託児あり（１人３００円）
※事前申し込みが必要。
■問 市教育センター（�〈７５〉１０１０）

■時 ６月２６日�午前１０時～１１時３０分
■場 南部公民館
■講 高橋 千  恵  子 氏

ち え こ

■対 未就園児（１歳半から）とその保護者
■定 ４０組（先着順）
■持 運動のできる服装（ジーパン、スカ
ート不可）
■申 ５月２０日�午前９時から電話で根崎
子育て支援センター（�〈９２〉００８９）へ

文協祭 ▼ 「ＤＥＣＯスクール」
安城キャンパス

▼
▼

デンパーククラブハウスの
教室・講座

▼
▼

デンパークの催し ▼

健康講座「意身功」 ▼

身体障害者
デイサービスパソコン講座

▼
▼

家庭教育講演会 ▼

６月の移動児童館 ▼
ママと踊ろう！キッドビクス ▼

まちなか産直市 ▼

■環境首都推進課�問�

■市民課相談係�問�

■場 ■問 歴史博物館（�〈７７〉６６５５）
連続講座「譜代大名と三河」①　　　　
■時 ５月２４日�午後２時
■講 堀江 登  志  実 氏（岡崎市美術博物館学

と し みつ

芸員）
映画会「痛快！娯楽映画特集②」　　　
■時 ５月２５日�午前１０時・午後２時
■内 てなもんや大騒動（１９６７年作品）
歴博講座「謎の桜井古墳群」　　　　　
■時 ６月７日�午後２時
■講 西島 庸  介 （同館学芸員）

よう すけ

■場 ■問 マーメイドパレス（�〈９２〉７３５１）
■他 施設利用料が必要
ジャンケン大会　　　　　　　　　　
■時 ５月１８日�午前１１時・午後２時
■対 プール一般利用者
オリジナル風船プレゼント　　　　　
■時 ５月２５日�
■対 プール一般利用者
水中講座　　　　　　　　　　　　　
■対 １８歳以上
①初級水泳「バタ足から始めましょう」
■時 ６月４日�午前１１時～正午
■定 ２０人（先着順）
②レッツスイム！水泳指導会
■時 ６月１１日�午前１１時～正午
■定 ２０人（先着順）
③体験アクアビクス
■時 ６月２５日�午前１１時～正午
■定 ３０人（先着順）
■他 託児あり（先着１０人）
■申 ５月２０日�午前１０時から電話または
直接マーメイドパレスへ

■場 ■問 スポーツセンター（�〈７５〉３５４５）
■他 施設利用料が必要
夏休み前「子ども水泳教室」　　　　　
■時 ６月２１日�・２８日�、７月５日�・
１２日�午前１０時～１１時（全４回）
■内 水なれからクロールまでの基本的な
水泳指導
■対 ２５ｍが泳げない小学１～３年生とその
保護者（保護者も水着・水泳帽が必要）

■定 ２０組４０人（定員を超えた場合は抽せん）
■申 ５月２１日�～６月７日�午前９時～
午後８時（�を除く）に同センターへ
（電話申し込み不可）
プールを楽しく水中運動体験会　　　
■時 ６月２６日�・７月３日�午後３時～
４時
■内 関節に負担の少ない水中運動・基礎
水泳
■対 中高齢者向け（泳げない人も可）
■定 １５人（先着順）
■申 ５月２１日�～開催日前日の午前９時
～午後８時（�を除く）に電話または
直接同センターへ

■時 ６月３日�～６日�・１０日�～１４日
�・１７日�～２０日�・２４日�～２８日
�いずれも午後１
時～４時（受け付
けは２時まで）
■場 ■問 埋蔵文化財セン
ター（�〈７７〉４４９０）
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■問 安城消防署予防係（�〈７５〉２４５８）
危険物取扱者試験　　　　　　　　　
■時 一般�７月１３日�、高校�７月２０日�
■場 一般�名古屋・豊橋市内、高校�名
古屋市内

■内 一般�甲種・乙種第１～６類、丙種、
高校�乙種第４類、丙種

■申 ６月９日�～１７日�に願書を郵送ま
たは持参で�消防試験研究センター
愛知県支部へ（願書は５月２６日�か
ら消防各署所で配布、高校は学校ご
との一括受験申請に限ります）

乙種第４類・丙種予備講習会　　　　
■時 ６月２６日�
■場 文化センター
■定 １５０人（先着順）
■￥ ８０００円（テキスト代含む）
■申 ５月２６日�から受講料を持参し、安
城消防署へ

■時 ６月５日�・６日�午前９時３０分～
午後４時３０分（全２日）
■場 市民会館
■定 １８０人（先着順）
■￥ ４０００円
■申 ５月１９日�～２３日�午前８時３０分～
午後５時に申込書を持って衣浦東部
広域連合消防局（�〈６３〉０１３６）または
安城消防署へ　※申込書は申込場所、
同消防局ホームページで配布。申し

　込み時に証明写真が必要です。

土器づくり教室 ▼

マーメイドパレスの催し ▼

スポーツセンターの催し ▼

危険物取扱者試験・予備講習会 ▼

■時 期間・日時
■場 場所
■内 内容
■講 講師・指導
■対 対象・資格
■定 定員・募集人数

■￥ 費用・受講料など
■持 持ち物
■他 その他
■申 申し込み方法など
■問 問い合わせ先

なお、■対 どなたでも、■定 特になし、
■￥ 無料の場合は記載を省略していま
す。

■時 ６月２日�午前１０時～正午・午後１時～３時
■場 市役所相談室
■内 結婚、離婚、いじめ、家庭不和など日常生活での人権問題についての相談
■他 人権相談は、毎月第２・４火曜日の午前９時～午後３時に市役所相談室で
開催。相談日以外でも市内の人権擁護委員が直接相談に応じています。
人権擁護委員〈敬称略〉 ▼吉見 幸  造 （弁天町／�〈７４〉１８８４）、柴田 哲  子 （福釜町

こう ぞう のり こ

／�〈９２〉１９５４）、田中 實 （桜井町／�〈９９〉０７９０
みのる

）、石川 義  純 （野寺町／�〈９９〉
よし ずみ

１７２１）、神谷 幸  子 （今本町／�〈９７〉９７０８）、加藤
さち こ

 元 恵   （桜町／�〈７４〉５５０２）
もと え

甲種防火管理新規講習会 ▼
歴史博物館の催し ▼

■対 市内のゴーヤー・アサガオ・ヘチマ・フウセンカズラなどのつる性植物で
壁面緑化を行っている人・グループ・会社など

■内 家庭や会社などの庭やベランダで、壁面緑化に取り組むコンテスト　部門

▼家庭部門、店舗・企業部門　審査方法 ▼壁面緑化が完成した時点の写真
を審査（店舗・企業部門は実績報告書も必要です）　賞 ▼優秀賞には表彰状
と記念品を贈呈

■申 ５月１９日�～７月３１日�に住所・氏名（店舗・企業名）、電話番号を、電話
またはＥメール（kankyo@city.anjo.aichi.jp）で同課へ



■内 試験 ▼日程�６月３日�午後、会場
�市総合福祉センター、試験内容�
面接
■申 ５月１５日�～３０日�午前９時～午後
５時（��を除く）に、同事業団が交
付する所定の用紙と資格を証する書
類の写しを持って市総合福祉センタ
ー（�〈７７〉７８８９）へ
介助員　　　　　　　　　　　　　　
■内 勤務時間 ▼午前８時３０分～午後５時
１５分の間でローテーション勤務　賃
金 ▼ 時給９９０円（通勤割り増し１日
２００円）
■対 介護福祉士・ヘルパー３級以上・看
護師・准看護師・保育士のいずれか
の資格がある人、または福祉施設で
療育・介護の経験があり、普通自動
車運転免許がある人
■定 若干名
養護老人ホーム夜間管理職員　　　　
■内 勤務時間 ▼「平日午後５時～翌日午
前９時」と「��午後６時～翌日午前
１０時」の交代勤務　賃金 ▼時給８００円
（通勤割り増し１日２００円）
■対 普通自動車運転免許がある人
■定 １人

■内 講座内容 ▼社会的課題（家庭教育・環境・多文化共生・地域貢献・地域参加な
ど）をテーマとし、よりよい社会や地域づくりにつながるもの
開催時期など ▼市内を会場とし、おおむね１０月～来年３月の間に２回以上の講
義や実習形式で開催、広く市民を対象とするもの
※講演会・イベントなど参加者が多数で１回限りのものは不可。
支援内容 ▼講師謝礼・消耗品・会場使用料の経費負担（上限あり）、生涯学習情
報誌による広報、講座の企画運営に関する助言
■対 次の①～③に該当する団体
①おおむね市内在住・在勤・在学の人で構成され、規約・会則を定めている５
　人以上の団体（複数団体の集合組織は不可）
②特定の宗教や政治思想の普及活動をして
　いない
③ほかの助成金・補助金を受けていない
■定 ５講座程度
■他 申請後、ヒアリングを実施し採択講座を決
定します。採用にあたり、市からの要望や
条件を添える場合があります。講座終了後
には、結果報告書の提出が必要です。
■申 ６月８日�までに、所定の用紙と団体の会
則を持って文化センター（�〈７６〉１５１５）へ　
※用紙は、同センターや市ホームページで
配布。
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市福祉事業団臨時職員 ▼

■図書館友の会「みんなのひろば」
■時 ５月２４日�・２５日�
お楽しみコーナー（ぬりえ・折り紙）
■時 午前１０時～１１時３０分
マジックショー（手品）　　　　　　
■時 午前１１時３０分～正午・午後１時３０
分～２時

アニメ映画会「あしながおじさん」ほか
■時 午後２時～３時１０分

■お母さんのための絵本講座（前期）
■時 ５月３０日�、６月６日�・１３日�・
２０日�（全４回）いずれも午前１０時
～１１時３０分
■対 乳幼児を育児中の女性
■定 ３０人（先着順）
■他 託児あり（１人１回３００円）
■申 ５月２１日�午前９時から同館へ

■あかちゃん読み聞かせ「ゆりかごの会」
■時 ５月２９日�、６月１２日�・２６日�、７
月１０日�午前１０時３０分～１１時（全４回）

■対 １０か月までの乳児とその保護者
（４回とも参加できる人）
■定 親子１５組（先着順）
■申 ５月２２日�午前９時から同館へ

２日�・９日�・１６日�・２３日�・
２７日�・３０日�

�������
��������������������

中央図書館の携帯用
ホームページへ��

お知らせ

中央図書館（�〈７６〉６１１１）

おはなし会

６月の休館日

５月２４日�
午前１１時

大人のための絵本朗読
会（一般）　※新規。

５月２７日�、
６月３日�・
１７日�
午前１０時３０分

えほんとわらべうたの会
（０～２歳）

５月２８日�
午前１０時３０分

おはなしまあだ
（２～５歳）

６月５日�
午前１０時３０分

おはなしゆりかご
（０～２歳）

６月７日�
午後３時

おはなしレストラン
（小学生以上）

６月１１日�
午前１０時３０分

おはなしたまてばこ
（２～５歳）

６月１５日�
午後２時

かみしばいの会
（幼児～小学校低学年）

６月１９日�
午前１０時３０分

いないいないばあ
（１～４歳）

６月２０日�
午前１０時３０分

このゆびと～まれ
（０～２歳）

　���に勤務できる人（大学生アル
バイト大歓迎）を募集します。
■内 下表のとおり。通勤割り増し（１日
２００円）あり。休日は要相談。

■申 電話でデンパーク（�〈９２〉７１１１）へ
※面接時に写真付きの履歴書を持参
してください。

デンパークのパート・
アルバイト

▼
▼

時給勤務時間（備考）定員職種

８８０円
から

���の午前９時
～午後５時のうち
指定時間

２人
ゲート
スタッフ
（高校生不可）

１人
講座

スタッフ

■内 勤務時間 ▼平日午前８時３０分～午後５時１５分　勤務場所 ▼和泉保育園　期間 ▼

７月１日から　賃金 ▼時給１０９０円
■定 １人
■申 写真付きの履歴書と資格証明書を持って子ども課へ

臨時看護師 ▼

市民企画講座 ▼

「何から始めたら�
いいのか」「対人関
係が苦手」などの
悩みを抱えた若者
たちをサポートし
ます。�

　空調機更
新や内装工
事などのた
め、会議棟
が利用でき
なくなりま
す。
■時 １０月１４日�～来年２月２７日�
■他 ホール棟も１１月４日�～来年２月２７
日�の期間は利用できません。
■問 市民会館（�〈７５〉１１５１）

■場 販売場所 ▼歴史博物館
■内 中根家文書「安城村之図」について、
安城における梨栽培史調査報告、寺
子屋から学校へ－寺子屋の手本と明
治・大正・昭和の教科書－、書評　
木村直樹「 御  鍬 

お くわ

 祭 
まつり

 考 」
こう

■￥ ８００円
■問 歴史博物館（�〈７７〉６６５５）

　６月２日�は、自動車税の納期限で
す。４月１日現在で自動車を所有して
いる人へ、納税通知書をお送りします。
　名義変更や廃車手続きを他人に依頼
した自動車の納税通知書が届いた場合
は、それらの手続きが３月末までに行
われていない可能性があります。また、
転居などにより納税通知書が届かない
ときは、ご連絡ください。
■問 県西三河県税事務所（�０５６４〈２７〉
２７１２）

　５月１７日�～６月５日�は、町を美
しくする運動期間。特に、期間中の日
曜日を「市民清掃の日」と定め、町内会
や事業所などが清掃活動を行っていま
す。この機会に皆さんも家の周りの清
掃をお願いします。
■問 清掃事業所（�〈７６〉３０５３）

市社会福祉協議会
３月分／受け付け順／敬称略
■善意銀行
◆金品 ▽アピタ安城南店 ▽ラフーズコ
ア三河安城店 ▽西部福祉センター ▽ユ
ーホーム安城店 ▽池浦町寿会 ▽中部ふ
れあい社交ダンス ▽市民陶芸まつり実
行委員会 ▽東端の老人 ▽ボールセンタ
ー安城店 ▽市総合福祉センター ▽匿名
◆収集物（使用済み切手・書き損じハ
ガキ・ベルマークほか） ▽浅井佳子 ▽

ラフーズコア三河安城店 ▽浅井善七 ▽

野村君江 ▽�東海特装車 ▽総合福祉セ
ンター利用者 ▽西部福祉センター利用
者 ▽中部公民館利用者 ▽手をつなぐ親
の会 ▽匿名
◆福祉基金 ▽太田亮治 ▽兵藤雅晴 ▽カ
ントリーヴレッジ ▽ユニー�サンテラ
ス安城店

市役所関係
３月分／受け付け順／敬称略

▽岡田洋子 ▽前田ふき ▽�三河機工 ▽

�三河機工赤松センターオープン記念
実行委員会 ▽三河機工親和会 ▽安城南
ライオンズクラブ ▽アイシン・エィ・
ダブリュ� ▽加納清司

広報あんじょう　2008.5.15�

■時 期間・日時
■場 場所
■内 内容
■講 講師・指導
■対 対象・資格
■定 定員・募集人数

■￥ 費用・受講料など
■持 持ち物
■他 その他
■申 申し込み方法など
■問 問い合わせ先

なお、■対 どなたでも、■定 特になし、
■￥ 無料の場合は記載を省略していま
す。

市民会館会議棟を改修工事 ▼

研究紀要第１５号を販売 ▼

町を美しくする運動 ▼

■対 市内在住の１０世帯以上で構成され、
密閉容器・コンポスト・電動式生ご
み処理機などを使用した生ごみの減
量を６か月以上取り組むことと、次
の①～③を行うことができる団体
①団体内での研究会開催、②処理機
器への生ごみ投入量と排出量の計測、
③来年２月開催予定の「ごみ減量
フォーラム」で、取り組みを紹介す
る啓発用パネルの作成
■￥ 報奨金 ▼５万円
■問 清掃事業所（�〈７６〉３０５３）

■時 ■対 下表の通り

■持 母子手帳
■場 ■問 市保健センター（�〈７６〉１１３３）

　固定資産税の課税資料整備のため、
家屋の異動（新築・増築など）があった
お宅へ、現地調査に伺います。また、
全戸・全棟調査もあわせて行います。
■他 家屋を取り壊した時や、登記されて
いない家屋の所有者が相続・贈与・
売買などで変わったときは、ご連絡
ください。
■問 資産税課

２歳児の歯科健診・
フッ化物（フッ素）塗布

▼
▼

生ごみ減量を行う団体を支援 ▼

６月１日�
対象受付時間

平成１７年１１月・１２月
生まれの人

午前９時
～９時４５分

平成１８年１月・２月
生まれの人

午前９時４５分
～１０時３０分

平成１８年３月・４月
生まれの人

午前１０時３０分
～１１時１５分

平成１７年５月～１０月生ま
れの人（昨秋のフッ化物
塗布が未実施）

午前１１時１５分
～１１時３０分

■時 開所時間 ▼�～�午前
１０時～午後６時
■場 花ノ木センタービル３
階（花ノ木町）

■内 相談・カウンセリング
（保護者も相談できま
す）、就労に向けてのプ
ログラム、保護者の勉
強会など

■問 安城地域若者サポート
ステーション（�〈９５〉
３１３７）、商工課

家屋調査にご協力を ▼

普通自動車税の納税 ▼

福祉への善意
ありがとうございます

▼
▼

ご寄付ありがとうございます ▼


