
■場 ■問 スポーツセンター（�〈７５〉３５４５）
■他 施設使用料が必要
トレーニングルームのショートプログラム
■時 ■内 下表のとおり

※時間は３０分～１時間程度。５週目は
開催しません。
■定 ①～⑤各コース１５人、⑥２５人
■他 事前にオリエンテーション（下記参
照）の修了が必要です。
■申 開始３０分前から同センタートレーニ
ングルームで整理券を配布
プールのワンポイントレッスン　　　
■時 ■内 下表のとおり

※時間は３０分間。
■定 ５人
■申 開始３０分前までに同センターへ
トレーニングルームの利用方法　　　
　初回利用時は１時間程度のオリエン
テーション（予約制）を受講してくださ
い。（開館日の午前９時３０分、午後１時
３０分・７時に開催）

■時 ■内 さそり座「さそ
り座の星占い」 ▼

６日�・１３日�午
後１時３０分・午後
３時　へびつかい
座「へびつかい座
ってな～んだ？」

▼２０日�・２７日�
午後１時３０分・３時
■場 ■問 文化センター（�〈７６〉１５１５）

■時 ７月７日�午後１時３０分～３時３０分
■場 衣浦東部保健所（刈谷市）
■対 神経系難病（パーキンソン病・脊髄
小脳変性症・多発性硬化症など）の
患者とその家族
■申 ７月４日�までに衣浦東部保健所
（�〈２１〉４７７８）へ
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■場 ■問 同クラブハウス（�〈９２〉７１１２）
■他 別途入園料が必要。週末の体験は、
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。
トールペイント教室　　　　　　　　
■時 ６月２１日�午後１
時・２２日�午前１０
時
■講 庄司 亮 

りょう

 子 氏
こ

■定 各１００人（当日先着順）
■￥ ６００円から
手作りアイスクリーム教室　　　　　
■時 ６月２１日�・２２日�・２９日�午前１１
時・午後１時・２時・３時
■定 各１５人（当日先着順）
■￥ ５００円
パン教室　　　　　　　　　　　　　
■時 ６月２１日�・２２日�・２８日�・２９日
�午後１時・２時３０分

■定 各４８人（当日先着順）
■￥ ５００円
シルバーアクセサリー教室　　　　　
■時 ６月２８日�・２９日
�午前１０時

■講 近藤 祐  子 氏
ゆう こ

■定 ５０人（当日先着順）
■￥ １５００円から
フォトマスターによる写真講座　　　
■時 撮影 ▼７月１１日�午前１０時　講評 ▼

７月２５日�午前１０時（全２回）
■講 鶴田 郁  夫 氏

いく お

■定 ２５人（先着順）
■￥ ２０００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、デジタルカメラ
■他 パソコンを使用したプリント指導は
しません。
■申 ６月２２日�午前９時３０分から電話で
同クラブハウスへ

寄せ植え講座　　　　　　　　　　　
■時 ７月１９日�午前１０時
■講 石川 浩  恵 氏

ひろ え

■定 ３２人（先着順）
■￥ ３０００円
■申 ６月２０日�午前９時３０分から同クラ
ブハウスへ

■時 ６月２５日�～７月７日�
■場 デンパーク
■内 デンパーク花の講師・内藤満里子氏
とその生徒による作品展示
■問 デンパーク（�〈９２〉７１１１）

■場 ■問 マーメイドパレス（�〈９２〉７３５１）
■他 施設使用料が必要
水中講座プログラム　　　　　　　　
■時 ■内 下表のとおり

※時間は１時間。
■対 １８歳以上
■定 ①③各２０人、②３０人（先着順）
■他 託児あり（先着１０人まで）
■申 ６月２１日�午前１０時からマーメイド
パレスへ
屋外流水プールオープン　　　　　　

■時 ６月２１日�から　※悪天候などで臨
時に閉鎖する場合もあります。
スイカの種飛ばし大会　　　　　　　
■時 ７月６日�午
前１１時
■対 ■定 子どもの部
（小学生以下・
３回）�各３０
人
大人の部（中
学生以上の男
性・女性）�各１０人
※いずれも先着順。
■他 正午から試食もあります。（スイカが
なくなり次第終了）
■申 当日午前１０時３０分から同プールサイ
ドへ

■時 ７月１０日�・１１日�午前９時３０分～
午後４時３０分（全２回）
■場 刈谷市産業振興センター
■定 １３２人（先着順）
■￥ ４０００円（当日持参）
■申 ６月２３日�～２７日�午前８時３０分～
午後５時に申込書（写真を添付）を持
って安城消防署（�〈７５〉２４５８）へ
※申込書は同署、衣浦東部広域連合
消防局ホームページで配布。
■問 衣浦東部広域連合消防局（�〈６３〉
０１３６）

ハーブ＆ポプリ展「赤毛の
アン～１００周年ありがとう～」

▼
▼

デンパーククラブハウスの
教室・講座

▼
▼

甲種防火管理新規講習会 ▼

スポーツセンターの講座 ▼

とき講座名
７月９日�
午前１１時

①初級水泳
　「バタ足から始めましょう」

７月１６日�
午前１１時②体験アクアビクス

７月１６日�
午後１時③レッツスイム！水泳指導会

とき講座名
毎週�午後２時①ホッとウオーク！
毎週�午後１時３０分②マンスリーふぉ～
毎週�午前１１時③歩っと�Ｌｉｆｅ
第１�午後３時３０分
第４�午前１０時３０分

④目指せ�
　あんちメタボ

第２�午後３時３０分
第３�午前１０時３０分

⑤ＢＯＤＹ
　コンディショニング

第１�午後３時３０分⑥イベントエアロ

とき講座名

第１・３�午後１時
第２・４�午後６時

水中ウオーキング
（初心者向け）

第１・３�午後１時
第２・４�午後６時基礎水泳

神経難病患者・家族教室 ▼

安城プラネの仲間たち
７月の生解説

▼
▼

マーメイドパレスの催し ▼

■場 ■問 歴史博物館（�〈７７〉６６５５）
連続講座「譜代大名と三河」②　　　　
■時 ６月２８日（土）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）
歴博講座「寺領の太子岩伝説」　　　　
■時 ７月５日�午後２時
■講 天野信治（同館学芸員）
映画会「痛快！娯楽映画特集」③　　　
■時 ６月２２日�午前１０時・午後２時
■内 夜の配当（田宮二郎出演）

■時 ７月１２日�午後６時
■場 丈山苑
■内 出演 ▼  柳 

やなぎ

 家  小  袁  治 ・
や こ えん じ

 春 
しゅん

 風  亭  一左 
ぷう てい いっさ

■定 １００人（先着順）
■￥ １０００円（中学生以下９００円）
※入苑料・呈茶料を含む。

■申 ６月２０日�午前９時から電話で丈山
苑（�〈９２〉７７８０）へ

■時 ７月１日�～４日�・８日�～１２日
�・１５日�～１８日�・２３日�～２５日
�・２９日�～３１日�午後１時～４時
※受け付けは午後２時まで。

■場 ■問 埋蔵文化財センター（�〈７７〉４４９０）

■時 ６月２８日�午前９時
■場 碧海信用金庫本店前（御幸本町）
■内 地元の野菜の販売や伝統料理の紹介
■問 農務課

■時 ６月２１日�午後１時３０分～４時
■場 文化センター
■内 講演会「サポステ事業とその必要性」
（仮）、あんサポ説明会（事業説明、個
別相談予約の受け付けなど）
■講 工藤 啓 氏（育て上げネット理事長）

けい

■問 安城若者サポートステーション（�
〈９５〉３１３７）、商工課

■時 １０月１９日�
■申 ６月２６日�～７月２２日�に願書を郵
送で県社会福祉協議会へ
※願書は６月２０日�から介護保険課・
市社会福祉協議会で配布。
■問 県社会福祉協議会（�０５２〈２３１〉３２２４）

■時 ７月２７日�
午前９時３０
分～１１時３０
分
■場 市民ギャラ
リー創作実
習室
■内 陶芸
■講 加藤克

かつ

    也 氏（市民ギャラリー社会教
や

育指導員）、石川 和  子 氏（陶芸家）
かず こ

■対 小学生とその親
■定 ４０人（定員を超えた場合は抽せん）
■￥ １０００円
■申 はがきに講座名・住所・氏名・学年・
電話番号・人数（１枚で３人まで応
募可）を記入し、６月３０日�まで（必
着）に市民会館（�〈７５〉１１５１／〒４４６
－００４１安城市桜町１８番２８号）へ

■時 ７月５日�・１２日�・１９日�午前９
時３０分～１１時３０分（全３回、１回の
みの参加可）
■場 安祥閣
■内 初心者を対象にした 浴衣 教室

ゆかた

■定 ３０人
■￥ １回５００円
■申 ６月２０日�から安祥閣（�〈７４〉３３３３）
へ

■時 ７月２日�午後２時３０分～４時
■場 市教育センター
■内 テーマ ▼空港・街・鉄道
■講 岸井 隆  幸 氏（日本大学教授）

たか ゆき

■問 企画政策課
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■時 ７月２４日�午前１０時～１１時３０分
■場 桜井福祉センター
■内 親子ふれあいあそび
■講 有本 征  世 氏

ゆき よ

■対 乳幼児とその保護者
■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 ６月２０日�午前９時から電話でさく
ら子育て支援センター（�〈９９〉２１００）へ

■時 ７月１７日�午前１０時～１１時３０分
■場 中部公民館
■内 愛されたい気持ちに寄り添う子育てを
■講 大塚あつ子氏（心と体の健康はっと
ネットあいち代表）

■対 乳幼児とその保護者
■定 ４０組（先着順）
■申 ６月２０日�午前９時から電話で市子
育て支援センター（�〈７３〉６３３６）へ

■時 ■場 ■対 乳幼児（午前１０時～１１時） ▼南部
公民館�１日�・１５日�、東部公民
館�２日�・１６日�、安祥公民館�
３日�・１７日�、高棚町内会公民館
�４日�・１８日�
小学生（午後３時３０分～４時３０分） ▼

南部公民館�３日�、東部公民館�
１０日�、安祥公民館�１７日�
児童館のイベント　　　　　　　　　
■時 ■場 高棚町内会公民館 ▼２５日�／人形
劇　南部公民館 ▼２９日�／人形劇
東部公民館 ▼３０日�／マリンバコン
サート　安祥公民館 ▼３１日�／バイ
オリンコンサート
※いずれも午前１０時。
■対 乳幼児とその保護者、小学生
■定 １００人程度（当日先着順）
■問 子ども課子育て支援係

■時 ８月７日�午前１０時～午後３時
■場 県西三河総合庁舎（岡崎市）
■内 障害があると思われる子どもの就学
相談

■対 小学校入学前の子どもの保護者
■申 ７月７日�までに学校教育課へ

安祥閣浴衣教室 ▼

サポステ講演会 ▼親子遊び講習会 ▼

■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。

県介護支援専門員
実務研修受講試験

▼
▼

７月の移動児童館 ▼
歴史博物館の催し ▼

まちなか産直市 ▼

落語会 ▼

土器づくり教室 ▼

育児講習会 ▼

中部国際空港アクセス講演会 ▼
入学前就学相談 ▼

子ども芸術創造講座
「キッズアートスペース」

▼
▼



　次に当てはまらない人は国民健康保険
の加入対象者です。①勤め先の健康保険
の加入者とその扶養家族、②後期高齢者
医療制度加入者、③生活保護の受給者
　もし、上記のどの制度にも加入して
いない場合は、すぐに国民健康保険へ
の加入の手続きをしましょう。
　なお、国民健康保険の保険料（保険
税）は、前の保険の資格がなくなった
月までさかのぼって課税されます。ま
た、届け出が遅れてしまった（前の保
険の資格がなくなった日から１５日以上
過ぎた）場合、保険証が交付されない
間の医療費が全額自己負担になってし
まいます。ご注意ください。
ほかの保険に加入したら　　　　　　
　就職や転職で勤め先の健康保険に加
入したときは、国民健康保険を脱退する
手続きが必要です。届け出がない場合、
引き続き保険料（保険税）が請求されます。
■問 国保年金課

■内 現行の省エネ基準に新たに適合する
改修をした場合、翌年度分に限り固
定資産税３分の１を減額（対象とな
る床面積は１戸当たり１２０㎡まで）
■対 平成２０年１月１日に存在し、４月１
日～平成２２年３月３１日に、次の①～
④の工事費３０万円以上の改修工事を
行った住宅（①は必須）
①窓の改修　②床の断熱　③天井の
断熱　④壁の断熱　※いずれも外気
と接するものの工事のみ ｡
■持 建築士などが発行する省エネ改修工
事であることの証明書、領収書などの
改修工事の費用がわかる書類、工事内
容がわかる明細書や写真など、認め印
■申 工事完了日から３か月以内に資産税課へ

　７月７日�～９日�に北海道洞爺湖
地域でサミットが開催されます。
　平成１７年にイギリスで開催されたサ
ミットでは、開催地から遠く離れた地
域でも公共交通機関を狙ったテロ事件
が発生し、多数の死傷者が出ました。
　安城警察署は、テロの未然防止のた
め、新幹線三河安城駅を始めとし、市内
の警戒を強化しています。警察官が不
審な人物や物を発見するため、行き先
や持ち物についてお尋ねすることがあ
ります。ご理解・ご協力をお願いします。
■問 安城警察署（�〈７６〉０１１０）
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■学校読み聞かせボランティアのた
　めの「絵本講座」（初級）
■時 ７月４日�・１１日�午前１０時～正
午（全２回）
■対 学校などで読み聞かせボランティ
アを始めたばかりの人
■定 ３０人（先着順）
■申 ６月２０日�午前９時から同館へ

■手づくりかみしばい教室
■時 ７月２４日�・２６日�・２７日�午前
１０時～正午（全３回）
■対 小学生以下
■定 ２０人（先着順）
■申 ７月１日�午前９時から同館へ
（電話申し込み不可）

■絵本好きあつまれ！おすすめ絵本紹介
■時 ６月２４日�、７月３０日�、８月２９
日�、１０月３１日�、１１月２９日�、
１２月１４日�、来年１月３０日�、２
月２４日�、３月１３日�午前１０時３０
分～１１時３０分
■対 読み聞かせボランティアをしてい
る人、絵本好きな人

７日�・１４日�・２２日�・２５日�・
２８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）

７月の休館日

無保険の人はいませんか？ ▼

　１０月１日に開設する中部福祉センタ
ー（新田町）の施設利用（集会室・会議
室・教養娯楽室）予約を受け付けます。
■時 ■内 下表のとおり

① ▼福祉団体として登録された団体利用
② ▼福祉利用以外の一般利用
■場 中部公民館（上記以降の受け付けは
総合福祉センターへ）
■問 総合福祉センター（�〈７７〉７８８８）、介
護保険課

　農作物を食べ荒らすドバト、ヒヨド
リ、カラスなどの駆除を市内全域で行
います。子どもたちが近づかないよう
に、また、飼いバトなどは放さないよ
うにご注意ください。
■時 ６月２９日�午前７時～正午
■問 農務課

■時 ６月１６日�～３０日�午前８時３０分～
午後５時１５分（��を除く）

■内 ６月１５日に公告した農用地利用集積
計画（農地の「貸し手」と「借り手」の
賃貸借の申し出をとりまとめたもの）
■場 ■問 農務課

　農業委員は、農地などの利用調整、
農地問題の解決に向けた計画の立案な
どを行っています。任期は３年です。
■時 ７月６日�
■内 選挙による委員�２６人、議会選任な
どの委員�７人
選挙区と定数 ▼

第１（北部・志貴・中部）�６人
第２（東部・南明治・西尾）�５人
第３（西部・二本木・高棚）�５人
第４（和泉・南部）�５人
第５（桜井北・桜井南）�５人
■申 立候補の届け出 ▼６月２９日�午前８
時３０分～午後５時に文書で行政課へ

市農業委員の選挙 ▼

農用地利用集積計画の縦覧 ▼

気をつけて！鉄砲でドバト退治 ▼

区分受付日時
①１０月分午前１０時～正午７月１日�
①１１月分午前１０時～１１時

８月１日�
②１０月分午前１１時～正午
①１２月分午前１０時～１１時

９月２日�
②１１月分午前１１時～正午

中部福祉センターの
利用予約受け付け

▼
▼

住宅の省エネ改修時に
税の減額措置ができました

▼
▼

テロの未然防止のため
市内の警備を強化

▼
▼

おはなし会

６月２１日�、
７月１９日�
午前１１時

大人のための絵本朗読
会（一般）

６月２５日�
午前１０時３０分

おはなしまあだ
（２～５歳）

７月１日�・
１５日�
午前１０時３０分

えほんとわらべうたの会
（０～２歳）

７月３日�
午前１０時３０分

おはなしゆりかご
（０～２歳）

７月５日�
午後３時

おはなしレストラン
（小学生以上）

７月９日�
午前１０時３０分

おはなしたまてばこ
（２～５歳）

７月１２日�
午後２時

おはなしどんどん
（幼児～小学校低学年）

７月１７日�
午前１０時３０分

いないいないばあ
（１～４歳）

７月２０日�
午後２時

かみしばいの会
（幼児～小学校低学年）

市社会福祉協議会
４月分／受け付け順／敬称略
■善意銀行
◆金品 ▽東端の老人 ▽市役所売店 ▽わ
さびや ▽濱島貞次 ▽太田勉 ▽匿名
◆収集物（使用済み切手・書き損じハ
ガキ・サルビアスタンプほか） ▽東海
ろうきん安城支店 ▽岩本生美 ▽松永裕
子 ▽野村君江 ▽東部公民館利用者 ▽㈱
ニッセイ ▽文化財課 ▽安城の歴史を学
ぶ会 ▽碧海信用金庫役職員一同 ▽匿名

市役所関係
４月分／受け付け順／敬称略

▽エアロビクススタジオＤｏ ▽アイシ
ン・エィ・ダブリュ�

■時 開催日 ▼６月１７日�から毎週���
の午前１０時～午後３時
■場 北部福祉センター内
■内 子育て中の親子が気軽に集い、安心
して子育てできる場所を提供します。
■￥ １家族１日２００円
■問 子ども課子育て支援係

　健康づくりリーダーバンク登録研修
会を開催します。研修後、市の健康づ
くり事業へ協力をお願いする予定です。
■時 １０月１０日�～１１月２１日�（全８日間）
■場 あいち健康プラザ（東浦町）
■対 県内に在住する１８歳以上の健康な人
で、研修終了後ボランティアとして
積極的に健康づくり活動ができる人

■定 １２０人（先着順）
■他 事前健康チェック（健康度評価）の受
診が必要です。
※市民５人分の費用は市で負担（先
着順）。６月２０日�から市保健センタ
ー（�〈７６〉１１３３）へ

■申 ８月９日�までに登録申請書を郵送
または持参であいち健康プラザ（�
０５６２〈８２〉０２１１）へ。
※申請書は市保健センターで配布。

広報あんじょう　2008.6.15�

■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。

つどいの広場「北部ほっと
スペース」を開設

▼
▼

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 ▼

県健康づくりリーダー ▼

■時 勤務日時 ▼７月２２日�～８月３０日�
午前８時～午後６時４５分（週３～５
日程度、時間内で交代勤務）

■場 勤務地 ▼市内各児童クラブ
■内 勤務内容 ▼児童クラブに通う児童に
対する遊びや生活の指導　賃金 ▼時
給８００円（有資格者は９９０円）

■対 �～�のいずれの日でも勤務できる
１８歳以上の人
■定 ２５人程度
■申 申込書または市販の履歴書に保育士
または教員資格の資格証明書（ある
人のみ）を添えて６月２７日�までに
子ども課子育て支援係（市役所西会
館内）へ
※申込書は同係で配布。

民間児童クラブ　　　　　　　　　　
　民間の児童クラブでも指導員を募集
しています。詳細は各児童クラブへ。
ひまわりクラブ（�〈７４〉４４００）、みつば
ちぶんぶん（�〈９８〉７７０２）、なかよしク
ラブ（�〈７４）３６６４）、安城つくしクラブ
（�〈７６〉７５６７）

　ヘルスメイトの養成講座を開催しま
す。ヘルスメイトは、食生活を通じた
健康づくりを広める活動をするボラン
ティアです。
■時 ７月３０日�～来年３月１３日�（金曜
コース８回・水曜コース８回）

■場 市保健センター
■内 栄養を中心とした講義と実習（調理
実習６回、運動実習２回）

■対 講座にすべて出席できる人
■定 金曜・水曜各コース２０人（先着順）
■￥ ３１００円
■申 ６月２０日�～７月２３日�（���を
除く）に市保健センター（�〈７６〉１１３３）
へ

児童指導員 ▼

へルスメイト ▼

　家庭で節水に心がけ、昨年より水道使用量を減らす取り組みを行ってく
ださい。　※電気量の節約が対象のキャンペーンは冬に行います。
■対 前年の水道使用実績がある市内の世帯　対象期間 ▼８月または９月に届
く「使用水量のお知らせ」にある「ご使用期間」

■内 ６～９月のうち２か月分の水道使用量が前年を下回った世帯の中から抽
せんで商品券を差し上げます（事前登録が必要です）。
１等�１万円分（２本）　２等�５０００円分（１０本）　３等�１０００円分（５０本）

■申 ６月１８日�～７月１１日�に住所・世帯主の氏名・家族の人数・電話番号
を電話・ファクス・Ｅメールで環境首都推進課（�〈７６〉１１１２／ kankyo@
city.anjo.aichi.jp）へ


