
■時 ■場 ■対 乳幼児（午前１０時～１１時） ▼南部
公民館�５日�・２６日�、東部公民
館�６日�・２７日�、安祥公民館�
７日�・２８日�、高棚町内会公民館
�８日�・２９日�
小学生（午後３時３０分～４時３０分） ▼

南部公民館�２６日�、東部公民館�
２７日�、安祥公民館�２８日�
■問 子ども課子育て支援係

■場 ■問 歴史博物館（�〈７７〉６６５５）
連続講座「譜代大名と三河」③　　　　
■時 ８月２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」④　　　
■時 ７月２７日�午前１０時・午後２時
■内 花のお江戸の無責任　出演 ▼植木等、
谷啓ほか

■時 ７月２６日�午後２時～３時
■内 丈山詩の解説
■講 鬼頭 有  一 氏（元皇學館大学教授）

ゆう いち

■他 入苑料が必要
■場 ■問 丈山苑（�〈９２〉７７８０）

■時 ８月１９日�～１１月２１日�の毎週��
午後１時～３時（�を除く／全２７回）

■場 市スポーツセンター
■内 高齢者用トレーニング機器を使った
運動
■対 転倒や歩行に不安を感じていて、介
護保険の要支援・要介護認定を受け
ていない６５歳以上の人
■定 ８人程度（先着順）
■￥ １０００円
■申 ７月２２日�～２９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　※事前に
保健師が申込者を訪問します。

■時 ８月１日�・８日�・２２日�・２９日
�午後７時～８時（全４回）
■場 マーメイドパレス
■内 アクアビクスの楽しさを紹介
■定 ４０人（先着順）
■対 １５歳以上の人（中学生不可）
■￥ ２５００円
■持 スイミングキャップ・水着・タオル
■申 ７月２２日�午前１０時からマーメイド
パレス（�〈９２〉７３５１）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 ７月１９日�午後
１時・２０日�午
前１０時
■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 ７月１９日�から毎日午前１０時３０分・
１１時３０分・午後１時・２時・３時
（２０日午前・２２日�～２４日�・２９日
�を除く）
■定 各回１５人（当日先着順）
■￥ ５００円
白磁でつくるペンダント教室　　　　
■時 ７月２１日�午前１０時
■定 １００人（当日先着順）
■￥ ６００円から
シルバーアクセサリー教室　　　　　
■時 ７月２６日�・
２７日�午前
１０時
■定 各５０人（当
日先着順）
■￥ １５００円から
押花教室　　　　　　　　　　　　　
■時 ８月２日�・３日�午前１０時
■定 各１００人（当日先着順）
■￥ ５００円から

■時 ７月２９日�～８月２４日�午前９時～
午後４時３０分（�を除く）
■場 堀内公園内展示棟
■内 子どもたちが描いた「水・土・里」を
題材とした絵画・パネルの展示
■問 明治用水土地改良区（�〈７６〉４９２２）

■時 ８月７日�午後１時３０分～３時３０分
■場 衣浦東部保健所（刈谷市）
■内 音楽療法「楽しくリハビリ～大きな
声で歌ってリフレッシュ！」
■対 神経系難病（パーキンソン病・ 脊  髄 

せき ずい

小脳変性症・多発性硬化症など）の
患者とその家族
■申 ８月４日�までに衣浦東部保健所
（�〈２１〉４７７８）へ

ふるさとの田んぼと水
子ども絵画展

▼
▼

デンパーククラブハウスの
教室・講座

▼
▼

８月の移動児童館 ▼

神経難病患者・家族教室 ▼
アクアビクス体験 ▼

歴史博物館の催し ▼

丈山詩の勉強会 ▼

転ばぬ先の筋トレ教室 ▼

■手づくり絵本教室
■時 ８月２６日�午前９時３０分～正午
■内 世界でたった一つ、自分だけの
「しかけ絵本」作り
■対 小学生以下（小学生未満は保護者
の同伴が必要）
■定 ３０人（先着順）
■￥ ５００円
■申 ８月１日�午前９時から同館へ
（電話申し込み不可）

■おはなしレストラン「こわ～い！
おはなし会」
■時 ８月１９日�午後３時
■内 墓場のダンス、ねこの大王、プン
クマインチャほか
■対 小学生以上

■歴史博物館と教育センターの資料
をインターネットで検索
　図書館の「蔵書検索」画面から、歴
史博物館の歴史資料（図録・研究紀
要など）や教育センターの教育資料
（図書・ＣＤ・１６ミリフィルムなど）
を検索できるようになりました。
※両施設とも館外貸し出しはできま
せんが、閲覧は可能です。

４日�・１１日�・１８日�・２２日�・
２５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）

８月の休館日

おはなし会

７月２３日�
午前１０時３０分

おはなしまあだ
（２～５歳）

７月３０日�
午前１０時３０分

絵本好き集まれ！
－おすすめ絵本紹介－
（一般・ボランティア）

８月２日�
午後３時

おはなしレストラン
（小学生以上）

８月５日�
午前１０時３０分

えほんとわらべうたの会
（０～２歳）

８月７日�
午前１０時３０分

おはなしゆりかご
（０～２歳）

８月１５日�
午前１０時３０分

このゆびと～まれ
（０～２歳）

８月１７日�
午後２時

かみしばいの会
（幼児～小学校低学年）

８月１９日�
午前１０時３０分

えほんとわらべうたの会
（０～２歳）

＊＊＊安城警察署協議会を開催しました＊＊＊�＊＊＊安城警察署協議会を開催しました＊＊＊�＊＊＊安城警察署協議会を開催しました＊＊＊�

■時 ７月２６日�午後２時～３時３０分
■場 市民会館視聴覚室
■内 ブラジル人講師による簡単なあいさ
つや会話と旅行に役立つ話
■対 小学校５年生以上
■定 ５０人（先着順）
■申 ７月２２日�～２５日�午前８時３０分～
午後５時１５分に市民活動課へ

■時 ７月２４日�・２５日�午前１０時～午後
４時
■場 つるまいプラザ（愛知県勤労会館）
■内 解雇・賃金などの労働問題　電話相
談 ▼専用電話（�０５２〈７４１〉１９１９）

■問 県労働福祉課（�０５２〈９５４〉６３７５）
弁護士相談　　　　　　　　　　　　
■時 ７月２４日�・２５日�午後１時～４時
■申 事前に県労働福祉課へ

■時 ■場 ８月５日�午前９時３０分～１１時３０
分／安城警察署　８月１３日�午前９
時４５分～午後３時３０分／今村公園
（東栄町）
■問 市保健センター（�〈７６〉１１３３）

５月分／受け付け順／敬称略
市社会福祉協議会　善意銀行　　　　
金品 ▼東端の老人、中部ふれあい社交
ダンス、畔柳百子、加藤順子、水谷嘉
子、匿名
収集物 ▼赤十字奉仕団、桜井福祉セン
ター利用者、鈴木美奈子、近藤はつ子、
加藤千秋、国際ソロプチミスト安城、
デンソーハートフルクラブ安城水谷永
子、日本モウルド工業�、総合福祉セ
ンター利用者、匿名
市役所関係　　　　　　　　　　　　
ＮＰＯ法人安城市体育協会、匿名、美
竹会、神谷ミサ子、中部電力�刈谷営
業所、石川重行、東海明治�

■内 来年１０月１日�～平成２２年３月３１日
�の一般利用予約（来年９月３０日�
までの利用予約も随時受け付け）　
※希望日が重なった場合は抽せん。

■申 ８月１日�～１０日�午前９時～午後
５時（�を除く）に市民ギャラリー
（�〈７７〉６８５３）へ（電話申し込み不可）
※８月１０日以降も随時受け付け。

　７月２１日�～８月３１日�のスポーツ
センタープール利用時間は、午前１０時
～午後９時となります。（�は休館）
■問 スポーツセンター（�〈７５〉３５４５）

■申 ７月２３日�～３１日�に履歴書（写真
付き）と歯科衛生士免許または診療
放射線技師免許を持って市保健セン
ター（�〈７６〉１１３３）へ
歯科衛生士　　　　　　　　　　　　
　１０月から勤務、事前に研修期間があ
ります。
■内 勤務内容 ▼休日急病診療所の歯科診
療補助・介助　勤務日時 ▼��、年
末年始の午前８時３０分～午後５時３０
分　時給 ▼１８１３円（通勤割増１日２００
円）

■対 昭和２４年４月２日以降生まれで歯科
衛生士免許を持つ人

■定 ５人程度
診療放射線技師　　　　　　　　　　
■内 勤務内容 ▼人間ドックの胸部・胃部
レントゲン撮影　勤務日時 ▼�～�
の人間ドック実施日の午前中（１日
４時間程度）　時給 ▼１４００円（通勤割
増１日２００円）

■対 診療放射線技師免許を持つ人
■定 １人

　１１月１６日�
に文化センタ
ーで開催する
町内公民館芸
能活動発表会
のＰＲポスタ
ーのデザイン
を一般公募します。
■内 採用作品数 ▼２点　賞 ▼サルビア商
品券５０００円分（応募者全員に記念品）
■申 申し込み用紙を持って９月１２日�ま
でに市民活動課へ

※申し込み用紙は同課で配布。
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■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。

芸能活動発表会
ポスターデザイン募集

▼
▼

ポルトガル語講座入門編 ▼

なんでも労働相談会 ▼

保健センターの臨時職員募集 ▼

献血にご協力を
８月の献血日程

▼
▼

市民ギャラリー展示室の
一般利用予約を受け付け

▼
▼

福祉への善意・寄付
ありがとうございます

▼
▼

　警察署協議会とは、地域住民の意見を警察署の運営に反映させることを目
的に、発足したものです。安城警察署には「安城警察署協議会」が設置され、
住民の中から選任された１５人の委員が、警察署長の諮問事項に対し、答申を
行っています。この答申は、警察署の活動方針に反映されています。
　協議会は年４回開催。５月２１日には第２回安城警察署協議会を開催しまし
た。内容は次のとおりでした。
諮問事項 ▼車上ねらい、部品ねらい被害に遭わないよう市民に
呼びかける方法について
答申の概要 ▼多発地域における重点的な抑止対策の推進（広報
啓発やチラシ・カードなどの配布）、事件捜査の継続的な推進
　安城警察署は、今回の結果を踏まえ、積極的に発生抑制活動
や検挙活動を行っていきます。
■問 安城警察署（�〈７６〉０１１０）

スポーツセンター
プール夏季営業時間

▼
▼

昨年度採用作品


