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■時 ■場 ■対 乳幼児（午前１０時～１１時） ▼南部
公民館�７日�・２１日�、東部公民
館�８日�・２２日�、安祥公民館�
９日�・２３日�、高棚町内会公民館
�１０日�・２４日�
小学生（午後３時３０分～４時３０分） ▼

南部公民館�９日�、東部公民館�
１６日�、安祥公民館�２３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」⑤　　　　
■時 ９月２７日�午後２時
■内 譜代大名と藩政改革
■講 堀江 登  志  実 氏（岡崎市美術博物館学

と し みつ

芸員）
ミュージアム・コンサート「クラリネ
ット四重奏」　　　　　　　　　　　
■時 １０月５日�午後２時
■内 出演 ▼Ｐｉａｃｅｒｅ
映画会「痛快！娯楽映画特集」⑥　　　
■時 ９月２８日�午前１０時・午後２時
■内 日本一のゴマすり男（１９６５年作品）　
出演 ▼植木等、浜美枝ほか

■時 ■場 １日�午前１０
時～午後４時／
碧海信用金庫本
店駐車場、２日
�午前１０時～午
後４時／アピタ
安城南店（桜井町）、５日�午前９時
３０分～午後４時３０分／市総合福祉セ
ンター（赤松町）
■問 市保健センター（�〈７６〉１１３３）

■場 ■問 デンパーク（�〈９２〉７１１１）
グリーンマーケット　　　　　　　　
■時 ９月２７日�午前９時３０分～午後１時
　（少雨決行、予備日２８日�）
■内 トロピカルフラワーショーに使用し
た観葉植物など約３００鉢を販売
　※転売目的の人はお断りします。
坪井香保里作品展「トチュウゲシャ」　
■時 １０月１日�～１３日�午前９時３０分～
午後５時（�を除く）

■内 新鋭アート作家坪井
香保里さんによるオ
リジナルイラストや
ぬいぐるみ、陶器、
雑貨など１００点以上
を展示

デンパークの催し ▼

■場 ■問 同クラブハウス（�〈９２〉７１１２）
■他 入園料別途。都合により変更・中止
になる場合があります。詳細は、お
問い合わせください。
季節のジャム作り教室（いちじく）　　
■時 ９月２０日�・
２１日�・２３日
�・２７日�・
２８日�午後１
時・２時３０分
■定 各１０人（当日
先着順）
■￥ ８００円
いちじく大福　　　　　　　　　　　
■時 ９月２０日�・２１日�・２３日�・２７日
�・２８日�午前
１１時・午後１時・
２時３０分
■定 各１０人（当日先
着順）
■￥ ５００円
パン教室　　　　　　　　　　　　　
■時 ９月２０日�・２１日�・２３日�・２７日
�・２８日�午
後１時・２時
３０分
■定 各３６人（当日
先着順）
■￥ ５００円から
白磁でつくるペンダント教室　　　　
■時 ９月２１日�・２３日�午前１０時
■定 各１００人（当日先着順）
■￥ ６００円から
シルバーアクセサリー教室　　　　　
■時 ９月２７日�・
２８日�午前
１０時
■定 各５０人（当
日先着順）
■￥ １５００円から
寄せ植え講座「オータムガーデン」　　
■時 １０月１８日�午前１０時
■定 ３２人（先着順）
■￥ ３０００円
■申 ９月２０日�午前９時３０分から電話で
クラブハウスへ
ハンギングバスケット講座　　　　　
■時 １０月１９日�午前１０時
■内 ビオラでつくる、初心者向け講座
■講  太  田  康  徳 氏

おお た やす のり

■定 ３２人（先着順）
■￥ ３０００円
■申 ９月２０日�午前９時３０分から電話で
クラブハウスへ

■劇団マザーエッセンス・人形劇公演
■時 １０月１１日�午後２時～３時
■内 市内で活動するアマチュア劇団の
人形劇　
■定 １５０人（先着順）
■￥ ５００円
■申 ９月２０日�午前９時から同館で整
理券を配布　※電話申し込み不可。

■あかちゃん読み聞かせ「ゆりかごの会」
■時 １０月９日�・２３日�、１１月１３日�・
２７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
■定 １５組（先着順）
■申 ９月２５日�午前９時から同館へ

■出前おはなし会スペシャル
■時 １０月４日�午後２時３０分～３時３０分
■場 安祥公民館
■定 １００人（当日先着順）
■内 絵本「じごくのそうべえ」と「おし
ゃべりなたまごやき」を投影し、
ピアノやシンセサイザーなどの伴
奏で朗読
■他 当日は、「除籍本リサイクル」「おす
すめ児童書・絵本展示」コーナー
もあります。

６日�・１４日�・２０日�・２４日�・
２７日�

おはなし会

１０月の休館日
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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２１日�
１０月１９日�
午後２時

かみしばいの会
（幼児～小学校低学年）

９月２７日�
午前１１時

大人のための絵本朗読会
（一般）

９月３０日�、
１０月７日�
午前１０時３０分

えほんとわらべうたの会
（０～２歳）

１０月２日�
午前１０時３０分

おはなしゆりかご
（０～２歳）

１０月４日�
午後３時

おはなしレストラン
（小学生以上）

１０月８日�
午前１０時３０分

おはなしたまてばこ
（２～５歳）

１０月１６日�
午前１０時３０分

いないいないばあ
（１～４歳）

１０月１７日�
午前１０時３０分

このゆびと～まれ
（０～２歳）

１０月の移動児童館 ▼

歴史博物館の催し ▼

献血にご協力を
１０月の献血日程

▼
▼

デンパーククラブハウスの
教室・講座

▼
▼
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■問 ■場 市保健センター（�〈７６〉１１３３）
メタボリックシンドロームと特定健診について
■時 ９月２５日�午後１時３０分～２時３０分
■内 講師 ▼  川  久  保  明  利 氏（池浦クリニッ

かわ く ぼ あき とし

ク医師）
健康づくりと自立維持を目指すウエル
ビクス運動の勧め 　　　　　  　　　
■時 １０月２日�午後１時３０分～２時３０分
■内 講師 ▼  竹  島  伸  生 氏（名古屋市立大学

たけ しま のぶ お

教授）

■時 １０月４日�午前９時４０分～午後０時
３０分
■場 里町小学校
■対 市内在住の小学４～６年生を含む家
族

■内 すげ縄ない、稲刈り、はざかけ体験
■定 ５０人（先着順）
■持 汚れてもよい服装、長靴、手袋
■申 ９月１９日�～２６日�午前８時３０分～
午後５時１５分（���を除く）に電話
または直接農務課へ

親子で遊ぼう会　　　　　　　　　　
■時 １０月１６日�午前１０時～１１時３０分　
■場 桜井福祉センター
■内 バンドの演奏に合わせて歌ったり踊
ったりする親子ふれあい遊び

■対 乳幼児とその保護者
■定 ５０組（先着順）
■申 ９月２５日�午前９時から電話で市子
育て支援センター（錦保育園内／�
〈７３〉６３３６）へ
子育て何でも相談広場　　　　　　　
■時 １０月２０日�午前１０時～１１時３０分
■場 市子育て支援センター（錦保育園内）
■内 ママの友だち作りと子育て情報
■講 浜島 由  美  子 氏（わがママ倶楽部代表）

ゆ み こ

■対 乳幼児とその保護者
■定 １５組（先着順）
■申 ９月２４日�午前９時から電話で市子
育て支援センター（錦保育園内／�
〈７３〉６３３６）へ
親子遊び講習会　　　　　　　　　　
■時 １０月２２日�午前１０時～１１時
■場 あけぼの保育園
■内 ベビーマッサージ
■講 廣永 恭 子

きょう

   （同園保健師）
こ

■対 乳児とその保護者（前回参加できな
かった人優先）

■定 ２５組（先着順）
■持 バスタオル
■申 １０月１日�午前８時３０分から電話で
あけぼの子育て支援センター（あけ
ぼの保育園内／�〈９７〉２２７６）へ

■時 １０月１日�①午前９時３０分～１０時３０
分、②１０時４５分～１１時４５分

■場 安祥閣
■内 抹茶の作法
などを体験

■定 各１０人（先
着順）

■￥ ５００円（抹茶・
茶菓子代込
み）

■申 ９月２０日�から電話で安祥閣（�〈７４〉
３３３３）へ

■時 ９月２１日�午後２時～４時
■場 昭林公民館
■内 演題 ▼「 寝  床 」「 蛇  含  草 」「井戸の茶碗」

ね どこ じゃ がん そう

ほか　出演者 ▼ 社会人落語「楽語の
会」、ゲスト出演「 好 

こう

 色 
しょく

 亭 
てい

 春 
しゅん

 丸 」
まる

■対 小学生以上（未就学児の入場不可）
■定 １５９人（当日先着順）　
■問 昭林公民館（�〈７７〉６６８８）

第１回昭林落語会 ▼

初心者のためのお茶講座 ▼

■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 ９月２１日�午前１０時
■場 榎前町宮下地内
■内 安城七夕親善大使とひまわり畑を写
す会、産直市、金魚すくい、不用品
バザーなど
■問 清掃事業所（�〈７６〉３０５３)

　定員に若干の余裕があるため、引き
続き聴講券を販売（先着順）します。
■時 講演日 ▼９月２８日�、１０月１２日�・
１９日�午後１時３０分～３時
■場 市民会館
■￥ ２０００円（３講座分）　　　　　　　　
※１講座ごとの販売はできません。
■申 申込書に必要事項を記入し、聴講料
を持って文化センター（�〈７６〉１５１５）へ
※申込書は同センターで配布。
■他 詳細は本紙７月１日号の裏表紙をご
覧ください

■時 １０月１日�～４日�・７日�～１１日
�・１３日�・１５日�～１８日�・２１日
�～２４日�・２８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 ９月２１日�午前１０時
■対 当日プールを利用し
た子ども
■他 無くなり次第終了
■場 ■問 マーメイドパレス
（�〈９２〉７３５１）

榎前町ひまわり祭り ▼

安城市民大学 ▼

マーメイドパレス
オリジナル風船プレゼント

▼
▼

土器づくり教室 ▼

市民健康講座 ▼

２００８アン・ジョー
米米フェスティバル（稲刈り）

▼
▼

子育て支援センター講習会 ▼



■対 来年度新入学児童・生徒で、障害が
あると思われる子どもとその保護者
■時 １２月末まで
■場 ■対 下表のとおり

■申 電話で直接、各学校へ

　放置自転車の中で再利用可能なもの
を点検整備し、「安城市放置自転車リサ
イクル事業取扱店」で販売します。
■時 ９月３０日�から

※各店１・２台の販売です。
■問 維持管理課

■内 対象建築物 ▼ 多数の人が利用する
２００㎡以上の建築物で、露出して吹
付けアスベストなどが施工されてい
る可能性があるもの　補助内容 ▼調
査費�費用の３分の２（１０万円を限
度）　改修費�費用の３分の２（１８０
万円を限度）
■対 対象建築物の所有者または管理者
■他 補助の希望者は、必ず事前に建築課
でご相談ください。
■問 建築課

違反広告物追放推進ボランティア団体募集�違反広告物追放推進ボランティア団体募集�違反広告物追放推進ボランティア団体募集�
　違法な広告物の除却に協力するボ
ランティアを募集します。
■対 市内在住・在勤で
１８歳以上の人が構
成する３人以上の
団体（営利目的の
団体を除く）
■他 報酬はありません。
団体認定後、講習
会があります。
■申 申請書（必要書類
を添付）を持って
維持管理課へ
※申請書は同課で
配布。

　はり紙、立看板、広告板などの屋
外広告物を無秩序、無制限に出すこ
とは、街の美観や自然環境を損ない、
青少年へ悪影響を及ぼします。また、
落下、倒壊などにより事故が起きる
こともあります。これらを防止する
ため、屋外広告物は、法律・県条例
などにより表示の仕方や場所などに
ルールがあります。屋外広告物を出
すときは、事前に県建設事務所・市
役所に相談し、必要な手続きをとっ
てください。
　通行の支障となる看板・旗や私物
を道路や歩道に置かないようしま
しょう。
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所在地電話取り扱い店
別 郷 町〈７６〉８７０３山本自転車店

明治本町〈７６〉３３８７ソウリンサイクル商会

御幸本町〈７６〉２０２４サイクルショップ二藤

安 城 町〈７２〉１７７６サイクルアシストオオバ

高 棚 町〈９２〉０９３１神谷自転車モータース

古 井 町〈７５〉２３７５稲垣サイクル

和 泉 町〈９２〉００６６神本商会

和 泉 町〈９２〉０２７０兵藤モータース

　リサイクルプラザで火災事故が多発
しています。原因は乾電池や、ライタ
ー、ガス抜きをしていないスプレー缶
や簡易ガスボンベからの出火と考えら
れます。乾電池は指定の乾電池回収箱
へ、ライターとスプレー缶、簡易ガス
ボンベは危険ごみへの分別をお願いし
ます。また、スプレー缶や簡易ガスボ
ンベは必ず穴を開けてガス抜きをして
ください。
■問 清掃事業所（�〈７６〉３０５３）

　換水清掃・施設点検のため休館します。
■時 １０月１日�～１７日�
■他 １日�～５日�・８日�～１２日�・
１６日�・１７日�はトレーニングジム
のみ営業
※休館中のジムの講習会は２日�、
４日�、８日�、１０日�、１２日�、
１６日�に開催。
■問 マーメイドパレス（�〈９２〉７３５１)

■時 １０月４日�午後１時～４時、５日�
午前１０時～午後４時

■場 シビックセンター２階（岡崎市）
■内 遺言、契約書の作成の仕方など
■問 岡崎公証人合同役場（岡崎市羽根町
字貴登野１５／�０５６４〈５８〉８１９３）

公証人による無料法律相談 ▼

ごみ分別のお願い ▼

マーメイドパレスの休館 ▼

電話中学校名電話中学校名
〈７６〉２３２０安城西〈７５〉３５３１安城南

〈９８〉１５３１東 山〈７５〉３５２５安城北

◆難聴と思われる子ども
電話小学校名

〈７５〉２７２５錦　　町

特別支援学級の見学会 ▼

◆知的障害・情緒障害があると思われる子ども
電話小学校名電話小学校名

〈９２〉００２４丈 山〈７５〉２７２１安城中部

〈７６〉４４４９二本木〈７６〉２３３２安城南部

〈９８〉５９００里 町〈７６〉２３０３安城西部

〈７５〉３００３桜 町〈７６〉２３３４安城東部

〈９９〉３７７７桜 林〈９８〉０８２５安城北部

〈９８〉３０３３今 池〈７５〉２７２５錦 町

〈７１〉３２５０三河安城〈９９〉２２０１桜 井

〈７１〉３３４５梨の里〈７６〉６０５６作 野

◆肢体不自由と思われる子ども
電話小学校名

〈７１〉３２５０三河安城

放置自転車の再利用販売 ▼

アスベスト対策費補助の
申し込みを受け付け

▼
▼

７月分／受け付け順／敬称略
市社会福祉協議会　善意銀行　　　　
金品 ▼豊田幸男、ボールセンター安城
店、中部ふれあい社交ダンス、細井宏
子、作野福祉センター利用者、安城音
楽協会、西部福祉センター利用者
収集物 ▼北部公民館利用者、㈱エムズ・
コーポレーション、西脇米男、白井伸
昂、デンソーハートフルクラブ安城職
場代表原田紀子、�ニッセイ、野村君
江、匿名
福祉基金 ▼西三河ヤクルト販売㈱
市役所関係　　　　　　　　　　　　
あいち中央農業協同組合、�モラロジ
ー研究所、西尾信用金庫、�東名ウェ
アハウス、大見兼行、大見敏昭、碧海
信用金庫、�南山園

■時 ９月３０日�～１０月１４日�（���を
除く）の午前８時３０分～午後５時１５分
■内 生産緑地地区の変更・ごみ処理場
（一般廃棄物処理施設）の変更
■他 この案に意見のある人は、縦覧期間
満了の日までに市へ意見書を提出す
ることができます。
■場 ■問 都市計画課

　労働者（アルバイトを含む）を１人で
も雇っている事業主は、労働保険（労
災保険・雇用保険）に加入する義務が
あります。手続きをしていない事業主
は、すぐに手続きをしてください。
■問 刈谷公共職業安定所（�〈２１〉５０９７）、
刈谷労働基準監督署（�〈２１〉４８８５）

福祉への善意・寄付
ありがとうございます

▼
▼

衣浦東部都市計画案の縦覧 ▼

労働保険適用促進月間 ▼

　１０月１日、全国一斉に平成２０年住宅・
土地統計調査を実施します。この調査
は、住宅・土地に関する最も基本的な
もので、５年ごとに調査しています。
調査結果は、国・県・市が住生活基本
計画や街づくり施策などに利用します。
　調査対象となるお宅には、９月下旬
から調査員が伺いますので、ご協力を
お願いします。
　なお、調査票に記入された内容は、
統計の作成以外の目的に使用されるこ
とは一切ありません。
■問 経営管理課　

広報あんじょう　2008.9.15�

■内 親子や家族がそろって生き生きとし
た生活の様子を表現し、作品中に
「家庭の日」の言葉を入れるたもの　
※用紙は画用紙。大きさ・絵の具な
どの制限なし。

■対 市内在住の小 ･中学生
■他 参加者全員に参加賞。最優秀作品・
優秀作品には賞状と賞品。また、最
優秀作品は、来年用のカレンダーに
採用します。

■申 １０月１９日�までに青少年の家（�〈７６〉
３４３２）へ

■時 １１月１０日�～１４日�（全５回）
■場 安城市高齢者生きがいセンター
■内 子育て支援活動者としての基礎知識
（社会的な意義、子どもの健康・栄
養などの理解）の習得
■対 おおむね６０歳以上で働く意欲のある
県内在住の人

■定 ２０人（定員を超えた場合は抽せん）
■申 ９月３０日�までに安城市シルバー人
材センター（�〈７６〉１４１５）へ

■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。

「家庭の日」ポスター ▼

子育て支援講習会受講者 ▼

公立の児童クラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
■場 下表のとおり　

■時 来年４月１日～翌年３月３１日の�～�、放課後～午後６時４５分（�・年末年始
を除く）　※�、夏休みなどは午前８時～午後６時４５分。

■対 放課後、労働などで家庭に保護者のいない小学１～３年生で、各児童クラブに
自分で通える児童

■￥ 月額５２００円（別途おやつ代１０００円）　※８月は８６００円（別途おやつ代１０００円）。
■申 １０月１日�～３１日�（���を除く）の午前８時３０分～午後５時１５分に子ども課
子育て支援係（市役所西会館内）または同期間（��を除く）午後２時～６時に各
児童クラブへ　※申込用紙は同係・各児童クラブで配布。
民間の児童クラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
■場 学童保育なかよしクラブ（昭和町／�〈７４〉３６６４）、ひまわりクラブ（御幸本町／�
〈７４〉４４００）、学童保育みつばちぶんぶんクラブ（住吉町／�〈９８〉７７０２）、安城つく
しクラブ（緑町／�〈７６〉７５６７）、池浦児童クラブ（池浦町／�〈７２〉３３３３）

■問 各児童クラブへ
■他 安城市学童保育連絡協議会ホームページ http://www.geocities.jp/anjogakudou

電　話場　所児童クラブ名電　話場　所児童クラブ名
〈７２〉２８７０三河安城小学校内三河安城〈９８〉７７０３里町小学校内里　　町
〈９２〉１１２７和泉保育園隣丈　　山〈７６〉９１２１ＴＯＣＯビル２階二 本 木
〈４８〉２３６８明和小学校内明　　和〈７４〉７５３１安城中部小学校内中　　部
〈９９〉２３５７桜林小学校内桜　　林〈９９〉５５８７桜井小学校内桜　　井
〈７６〉４９８７新田小学校内新　　田〈７６〉２２６６祥南小学校内祥　　南
〈７４〉５５７０安城東部小学校内東　　部〈７７〉４３９２安城南部小学校内南　　部
〈９２〉７７２３高棚小学校内高　　棚〈９８〉３５３７安城北部小学校内北　　部
〈９７〉６３１０志貴小学校内志　　貴〈７２〉５４１０錦町小学校内錦　　町
〈７２〉６３６１桜町小学校内桜　　町〈７２〉５４１５

作野小学校内
作野第１

〈９８〉８３８０今池小学校内今　　池〈７４〉５１１８作野第２
〈７７〉７０３１梨の里小学校内梨 の 里

〈７２〉２８３７安城西部小学校内
西部第１
西部第２

来年４月からの公立 ･民間児童クラブ員募集 ▼

　市民会館改修工事による貸室不足を
補うため、文化センターを臨時開館し
ます。　営利目的など内容により利用
できない場合があります。
■時 １１月４日�・２５日�、１２月２４日�、
来年１月１３日�、２月１２日�午前９
時～午後９時
■申 文化センター（�〈７６〉１５１５）へ

　相談内容の秘密は固く守られますの
で、気軽に相談してください。１人３０
分予約制です。
■時 １０月１日�午前１０時～午後４時
■場 ■問 市役所相談室

■時 告示日 ▼１０月１日�　選挙日 ▼１０月
８日�
■内 選挙区と定数 ▼第５区（和泉）�４人、
第６区（榎前）�２人、第８区（東端）
�８人、第９区（根崎）�８人、第１０
区（城ケ入）�４人、第１３区（石井）�２人
■申 立候補の届け出 ▼１０月１日�・２日
�午前８時３０分～午後５時に行政課へ

文化センターの臨時開館 ▼

全国一斉司法書士法律相談 ▼

住宅・土地統計調査に
ご協力を

▼
▼

油ヶ渕悪水土地改良区の
総代選挙

▼
▼


