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■ステージショー「ＨＯＴ＆ＣＯＯＬ」
■時 ８月１２日�～１５日�
■内 夏の夜を熱くする炎とダンスの
フェスティバル。

■昆虫体感王国
■時 ７月２３日�～９月１日�
■内 見て、触れて、
学べる昆虫の世
界を体感。昆虫
グッズの販売も。

■￥ １００円（小学生未満無料）
■バイキングキャノン
■時 期間中
■内 バイキングを
イメージした
水の大砲で、
水しぶきが襲
いかかる！

■早朝ハスまつり
■時 ７月１９日�～２１日�（通常営業
時間に行うハスまつりは８月３
日�まで）

■内 午前６時から開園（入園は正面
ゲートのみ、施
設も順次開始し
ます）。

 蓮 茶のサービス
はす

や蓮寿司の販売
も。

■浴衣コンテスト
■時 ８月１１日�
①キッズ部門・②ファミリー部門 ▼午後５時
　③個人部門・④夫婦＆カップル部門 ▼午後７時
■内 浴衣の着付け、髪型を含めたトータルコーディネ
ート、姿勢（立ち姿・歩き姿）、雰囲気などのバラ
ンスを総合的に審査。各部門グランプリのほか特
別賞など。参加者全員に参加賞もあります。

■対 ■定 ①小学生以下／５０人、②２人組以上（人数の上限なし）／２０組、③制
限なし／４０人、④中学生以上／１０組　※いずれも先着順。

■申 ７月１６日�から参加部門、氏名・年齢・性別（参加者全員分）、住所、
電話番号をＥメールでデンパーク（yukata@denpark.jp）へ

デンパーク（�〈９２〉７１１１）
デンパーク　サマーフェスティバル　期間 ▼７月１９日�～８月３１日�

■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

デンパーククラブハウス（�〈９２〉７１１２）
夏休み特別教室「キッズ・スクール」
いずれも入園料別途。時間は２時間程度で、持ち帰りがあります。

■手作り豆腐教室
■時 ８月３日�午前１０時
■対 小学３～６年生とその保護者
■定 １０組（先着順）
■￥ １組１５００円
■持 エプロン、タオル、クーラーボ
ックス

■申 ７月２０日�～２８日�（�を除く）
　に同クラブハウスへ
■食虫植物教室
■時 ８月９日�午前１０時
■対 小学３～６年生とその保護者
■定 １５組（先着順）

■￥ １組２５００円
■持 筆記用具
■申 ７月２０日�～３１日�（�を除く）
　に同クラブハウスへ
■手のりヒマワリ親子教室
■時 ８月１０日�午前１０時
■対 小学３～６年生とその保護者
■定 １５組（先着順）
■￥ １組７００円
■持 筆記用具
■申 ７月２０日�～３１日�（�を除く）
　に同クラブハウスへ

マーメイドパレス（�〈９２〉７３５１）
■マーメイドちゃんイラスト大募集
　マーメイドちゃんの似顔絵を書い
た来場者をプールへ無料招待。専用
の用紙を７月１９日�～３１日�に同所
で配布します。（なくなり次第終了）
■時 ８月１日�～３１日�
■対 小学生以下

■夏季営業時間
　７月２２日�～８月３１日�は無休で開館します。開館
時間は午前１０時～午後８時。
■９周年オープン記念イベント
■時 ７月２４日�午前１０時
■内 プール・トレーニング利用者へオリジナル記念品を
プレゼント。（なくなり次第終了）
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堀内公園（�〈９９〉５９４７）
■水の舞台
　ミストで涼しさ百倍！
■時 ７月１９日�～８月３１日�（�を除く）　※７月２１日�は実施。
�～� ▼午前１０時～午後４時　���� ▼午前１０時～午後５時３０分
■他 プールではありません。泳がないでください。
■遊具利用時間延長
　７月１９日�～８月３１日�の����は午後６時まで延長。

★こども料理教室

■時 ８月６日�午前１０時～午後１時
■場 文化センター
■内 チーズの豚肉巻き、中華コーンス
ープ、メロンと白玉団子
■対 小学生
■定 １５人（先着順）
■￥ ３００円
■持 エプロン、三角巾（バンダナ）、筆
記用具
■申 ７月２２日�～２９日�午前８時３０分
～午後５時（��を除く）に電話で
市保健センター（�〈７６〉１１３３）へ

★親子栄養スクール

■時 ８月２７日�午前９時３０分～午後１時
■場 市保健センター
■内 三色おにぎり、きのこのみそ汁、
ほうれん草のごま和え、かつおの
香味焼き
■対 ３歳児健診受診済みで就学前の子
どもとその保護者
■定 １２組程度（先着順）
■￥ １人４００円
■持 エプロン、タオル、筆記用具、子
ども用の上履き
■申 ７月２２日�～８月２０日�午前８時
３０分～午後５時１５分（��を除く）
に市保健センター（�〈７６〉１１３３）へ

★パパと作るゆかいなおにぎり

■時 ８月９日�午前１０時～午後１時
■場 文化センター料理実習室
■内 安城産の米とイチジクを使った、
おにぎりとデザートづくり
■対 小学生以上の子どもとその父親
■定 １２組（３０人程度、１組３人まで）
※定員を超えた場合は抽せん。
■￥ １人２００円
■申 ７月１５日�～２３日�午前８時３０分
～午後５時１５分（���を除く）に
市民活動課へ

★夏の野外映画会

■時 ８月９日�午後７時１５分～８時４５
分

■場 安祥城址公園（雨天の場合は安祥
公民館）

■内 サーフズ・アップ
■持 敷き物
■他 中学生以下は保護者の同伴が必要
■問 安祥公民館（�〈７７〉５０７０）

★日本デンマークわくわく体験

■時 ８月２２日�午前９時３０分～午後３
時３０分

■場 市役所西駐車場集合・解散
■内 安城農林高校（農業体験）�大屋農
園（収穫・漬物作り）

■対 小学生（１～３年生は保護者の同
伴が必要）

■定 ４５人（定員を超えた場合は抽せん）
■￥ ９００円
■申 ８月１日�～３日�午前９時～正午
に電話で生涯学習まちづくり企画人（文
化センター内／�０９０〈９１２９〉９２２２）へ

★土器作り教室

■時 ８月１日�・２日�・５日�～８
日�・１２日�～１６日�・１９日�・
２１日�・２２日�・２６日�～３０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）

★親子下水道教室

■持 筆記用具
■衣浦
■時 ８月８日�午後１時３０分～３時３０分
■場 衣浦東部浄化センター（碧南市）
■対 小学生とその保護者
■定 ３０人程度（先着順）
■申 ７月２２日�～８月５日�（��を
除く）に同センター（�〈４８〉８２１０）へ
■境川
■時 ８月１８日�午後２時～４時３０分
■場 境川浄化センター（刈谷市）
■対 小学校高学年・中学生とその保護者
■定 ４０人程度（先着順）
■申 ７月２２日�～８月１５日�（��を
除く）に同センター（�〈２５〉１２９５）へ
■矢作川
■時 ８月２１日�・２２日�午前１０時～正午
■場 矢作川浄化センター（西尾市）
■対 小学生とその保護者
■定 ３０人程度（先着順）
■申 ７月２２日�～８月１８日�（��を
　除く）に同センター（� ０５６３〈５９〉０７１１）へ


