
■時 ９月１４日�午前１０時～午後３時２０分
■場 市役所西会館集合、デンパーク、丈
山苑（希望者のみ）
■持 昼食、水筒、雨具、敷物
■￥ ６００円（丈山苑希望者は７００円）
■問 市体育館（�〈７５〉３５３５）

■時 ９月３日�～８日�
■内 いやしの空間をテーマに制作した押
し花の額縁約６０点を展示
■場 ■問 デンパーク（�〈９２〉７１１１）

■対 来年度小・中・高等学校へ入学予定で障
害があると思われる子どもとその保護者
安城養護学校　　　　　　　　　　　
■時 ９月１０日�、１０月９日�
■問 同校（�〈９９〉３３４５）
岡崎養護学校（岡崎市）　　　　　　　
■時 ９月１８日�、１０月１７日�
■問 同校（�０５６４〈４８〉２６０１）
ひいらぎ養護学校（半田市）　　　　　
■時 ９月１７日�、１０月１４日�
■問 同校（�０５６９〈２６〉７１３１）
大府養護学校（大府市）　　　　　　　
■時 １０月１４日�、１１月２１日�
■問 同校（�０５６２〈４８〉５３１１）

■時 ９月７日�午後１時３０分
■場 市総合福祉センター
■内 折り紙で遊ぼう
■対 市内在住のひとり親家庭の親子
■問 社会福祉課、母子福祉会・成島清美
さん（�〈９９〉６５５４）

■時 ９月１８日�午前１０時～正午
■場 市民会館講座室
■講 小坂 英  雄 氏（行政書士・創業プラザ

ひで お

あいち新事業コーディネーター）
■対 子育てなどのために、家庭外で働く
ことが困難な人
■定 ５０人（先着順）
■申 ８月２０日�から�愛知県福利協会
（�０５２〈２６３〉１３３１）へ

■時 １０月１日�・３日�・８日�・１６日
�・１７日�・２１日�・２２日�・２３日
�・２４日�
■￥ ４７００円
■問 �愛知県危険物安全協会連合会（�
０５２〈９６１〉６６２３）、衣浦東部広域連合
（�〈６３〉０１３７）

在宅ワークに関するセミナー ▼

デンパーク＆丈山苑歩け運動 ▼

■問 防災課
市総合防災訓練　　　　　　　　　　
■時 ８月３０日�午前９時～正午
■場 作野小学校
金融機関の防災訓練　　　　　　　　
　市内の金融機関（郵便局を除く）が一
斉防災訓練を行います。
■時 ９月１日�

■時 ■場 ■対 乳幼児（午前１０時～１１時） ▼南部
公民館�９日�・３０日�、東部公民
館�４日�・１０日�、安祥公民館�
１１日�・１８日�、高棚町内会公民館
�１２日�・２６日�
小学生（午後３時３０分～４時３０分） ▼

南部公民館�１１日�、東部公民館�
１８日�、安祥公民館�２５日�
■問 子ども課子育て支援係

■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、
変更・中止になる場合があります。
あらかじめ問い合わせください。
シルバーアクセサリー教室　　　　　
■時 ８月２３日�・２４日�午前１０時
■定 各５０人（当日先着順）
■￥ １５００円から
白磁でつくるペンダント教室　　　　
■時 ８月３０日�・３１日�午前１０時
■定 各１００人（当日先着順）
■￥ ６００円から
フォトマスターによる写真講座　　　
■時 ９月１２日�午前１０時・２６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
■申 ８月２０日�午前９時３０分から同クラ
ブハウスへ

■時 ９月１１日�・１２日�午前９時３０分～
午後４時３０分
■場 市民会館大会議室
■定 １８０人（先着順）
■￥ ４０００円
■申 ８月２５日�～２９日�午前８時３０分～
午後５時に安城消防署（�〈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。
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県立養護学校の体験入学 ▼

ひとり親家庭「情報交流会」 ▼

危険物取扱者保安講習会 ▼

■図書館友の会「みんなのひろば」
■時 ８月２３日�・２４日�
■内 お楽しみコーナー（ぬりえ・折り
紙）、マジックショー（２３日のみ）、ア
ニメ映画会
■学校読み聞かせボランティアのた
めの「絵本講座」（中級）
■時 ９月５日�・１２日�午前１０時～１１
時３０分（全２回）
■定 ３０人（先着順）
■申 ８月２６日�午前９時から同館へ

１日�・８日�・１６日�・２２日�・
２４日�・２６日�・２９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）

９月の休館日

おはなし会

８月２１日�・
９月１８日�
午前１０時３０分

いないいないばあ
（１～４歳）

８月２７日�・
９月１７日�
午前１０時３０分

おはなしまあだ
（２～５歳）

８月２９日�
午前１０時３０分

絵本好き集まれ！
－おすすめ絵本紹介－

８月３０日�
午前１１時

大人のための絵本朗読会
（一般）

９月２日�
午前１０時３０分

えほんとわらべうたの会
（０～２歳）

９月４日�
午前１０時３０分

おはなしゆりかご
（０～２歳）

９月６日�
午後３時

おはなしレストラン
（小学生以上）

９月１０日�
午前１０時３０分

おはなしたまてばこ
（２～５歳）

９月１３日�
午後２時

おはなしどんどん
（幼児～小学校低学年）

■時 ８月３０日�午前９時４５分～午後５時１０分
■場 三河安城ツインパーク（三河安城南町）
■内 にっぽんど真ん中祭りのイベントや
地元小学校・保育園の催し物
■問 商工課、三河安城商店街振興組合・
小林さん（�〈７４〉２８８０)

■時 ９月２７日�午前９時
■場 碧海信用金庫本店前（御幸本町）
■内 地元産の農産物の販売など
■問 農務課

三河安城フェスタ２００８ ▼

まちなか産直市 ▼

押花アート展 ▼

甲種防火管理新規講習会 ▼

防災訓練 ▼

９月の移動児童館 ▼

デンパーククラブハウスの
教室・講座

▼
▼

６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、雅会“風の雅”、市
役所売店、青島、中部ふれあい社交ダ
ンス、根崎花キルト、松栄運輸�、松
尾裕子
収集物 ▼三浦清、桜井福祉センター利
用者、安祥公民館利用者、北部福祉セ
ンター利用者、ＪＡあいち経済連西三
河センター、作野公民館利用者、二本
木公民館利用者、作野トータル、宮城
弘ニ、野村君江、山本三子、�タイプ
ワン桜井店、総合福祉センター利用者、
長坂フミヨ、匿名
福祉基金 ▼カトリック安城教会、ひょ
うたん会、匿名
市役所関係　　　　　　　　　　　　
万能工業�、新三商事�、デンソーエ
アーズ�、東洋理工�、矢作川病院、
�イノアックコーポレーション、ゴト
ープラスチック�、匿名

　トイレ設置工事のため葬祭棟を休止
します。（火葬業務は平常通り）
■時 ９月２日�～６日�
■問 市総合斎苑（�〈７２〉６６２６）

　汚水処理施設改修工事のため貸館業
務を休止します。（図書業務は平常通り）
■時 １２月２２日�～２８日�
■問 西部公民館（�〈７６〉９３９３）

■時 ９月３０日�、１０月７日�午後６時～
７時

■場 市スポーツセンター
■対 中高年齢者
■定 各１５人
■持 水着・水泳帽
■申 ８月２０日�～９月２８日�午前９時～
午後８時（�を除く）に市スポーツセ
ンター（�〈７５〉３５４５）へ
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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。

福祉への善意・寄付
ありがとうございます

▼
▼

■時 ９月４日�午後１時３０分～２時３０分
■場 市保健センター
■内 新型インフルエンザ　なぜこわい？
■講 松本 博 氏（松本こどもクリニック医師）

ひろし

■問 市保健センター（�〈７６〉１１３３）

■時 ■場 ９月１０日�／文化センター、１０月
７日�／作野公民館、いずれも午前
１０時～午後１時
■内 変わりきつね寿司、豆乳みそ汁、あ
えもの
■対 料理初心者の男性
■定 各１５人（先着順）
■￥ ３００円
■申 ８月２０日�～２７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

■時 ９月２日�～５日�・９日�～１３日
�・１７日�～２０日�・２３日�・２５日
�～２７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）

■時 ９月１０日�午前１０時４５分～１１時４５分
■場 昭林公民館
■内 山田耕筰の世界　出演 ▼大野 憲  一 、

けん いち

 小  堂 ひとみ
こ どう

■他 未就学児の入場はご遠慮ください。
託児あり（１人３００円／定員２０人）
■定 １５９人（先着順）
■申 ８月２７日�午前９時から整理券を昭
林公民館（�〈７７〉６６８８）で配布

■場 ■問 歴史博物館（�〈７７〉６６５５）
連続講座「譜代大名と三河」④　　　　
■時 ８月２３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」⑤　　　
■時 ８月２４日�午前１０時・午後２時
■内 日本一のホラ吹き男　出演 ▼植木等、
浜美枝ほか

■時 ■場 ８月２３日�午前１０時～午後４時／
アンディショッピングセンター（住吉
町）、９月４日�午前９時３０分～正午
／碧海信用金庫事務センター（東栄
町）、９月１８日�午前１０時～午後４時
／西尾信用金庫安城支店（相生町）

■問 市保健センター（�〈７６〉１１３３）

市民健康講座 ▼

男性の料理教室 ▼

プールを楽しく水中運動体験会 ▼

土器づくり教室 ▼

総合斎苑の臨時休館 ▼

西部公民館の一部休館 ▼

朝のひとときコンサート ▼

歴史博物館の催し ▼

献血にご協力ください ▼

　７月１日付けで人
権擁護委員に榊原 正 

まさ

 俊 氏（城ヶ入町）が委
とし

嘱されました。任期
は３年です。
■問 市民課

■内 募集科 ▼ホーム設備ライン・住宅イ
ンテリア・住宅エクステリア　訓練
期間 ▼１０月１日�から６か月間
■対 中学校を卒業または同等の学力があ
ると認められる人

■定 各科３０人
■申 ８月２９日�まで（午前９時～午後５
時３０分、��を除く）に県立高浜高
等技術専門校（�〈５３〉００３１）へ
※８月２０日�・２７日�に説明見学会
を実施（要予約）。

　１回しか接種の機会のなかった人に
予防接種を行っています。２回目の接
種を受けていない人は、早めに受けて
ください。接種期限を過ぎると、任意
接種（有料）になります。
■時 接種期限 ▼来年３月３１日�
■対 平成２年４月２日～３年４月１日・
７年４月２日～８年４月１日・１４年
４月２日～１５年４月１日生まれの人

■問 市保健センター（�〈７６〉１１３３）

人権擁護委員が決定 ▼

県立高浜高等技術専門校
訓練生募集

▼
▼

麻しん風しん混合予防接種 ▼


