
■時 １１月１日�・３日�・５日�～７日
�・１１日�～１５日�・１８日�～２１日
�・２４日�・２６日�～２９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 １１月９日�午後
６時３０分
■場 文化センタープ
ラネタリウム
■内 講師の星空解説
の後、屋上で月
や二重星アルビ
レオ、秋の星雲・
星団などを観察（悪天候の場合は、
星空解説と天文クイズ）
■講 浅田 英  夫 氏（天文研究家）

ひで お

■定 １５０人（先着順）
■他 小学生以下は保護者同伴
■申 １０月２５日�午前９時から文化センタ
ー（�〈７６〉１５１５）で整理券を配布

■時 ■場 ■対 乳幼児（午前１０時～１１時） ▼南部
公民館�１１日�・１８日�、東部公民
館�５日�・１９日�、安祥公民館�
６日�・２０日�、高棚町内会公民館
�７日�・２１日�
小学生（午後３時３０分～４時３０分） ▼

南部公民館�２７日�、東部公民館�
１３日�、安祥公民館�２０日�
■問 子ども課子育て支援係

■時 １１月２０日�午前１０時～１１時３０分
■講 神谷美恵子（中央図書館司書）
■内 絵本が結ぶ親子のつながり
■対 乳幼児とその保護者
■定 １５組（先着順）
■場 ■申 １０月２１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

■場 ■問 デンパーク（�〈９２〉７１１１）
鈴木紫津イラスト原画展「Ｈｙｇｇｅ（ヒュ
ゲ）～あたたかさ・やさしさ・たのしさ」
■時 １０月２９日�
～１１月３日
�

■内 子どもをテ
ーマにつづ
る優しいイ
ラスト原画
展。ハロウ
ィンにあわ
せ新作も公
開。
愛知県菊花展覧会　　　　　　　　　
■時 １１月５日�～１０日�
■内 菊花４２０鉢を展示。
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■時 １１月１５日�午後６時３０分～８時
■場 昭林公民館ホール
■内 曲目 ▼ 荒城の月（滝廉太郎）、千の風
になって（新井満）、二泉映月（阿炳）
出演 ▼  王  侃 （二胡・揚琴・笛

ワン カン

）、 王  芳 
ワン ヨシ

 実 （揚琴）、 曽  念 
ミ ソ ネン

 中 （笛）
チュウ

■定 １５９人（先着順）
■他 未就学児の入場はご遠慮ください。
■申 １１月１日�午前９時から昭林公民館
（�〈７７〉６６８８）で整理券を配布

■場 ■問 同クラブハウス（�〈９２〉７１１２）
■他 入園料別途。都合により変更する場
合があります。詳細はお問い合わせ
ください。
いちじく大福作り教室　　　　　　　
■時 １０月１８日�・２５
日�・２６日�午
前１１時、午後１
時・２時３０分
※２５日は午後の
み。
■定 各１０人（当日先着順）
■￥ ５００円
トールペイント教室　　　　　　　　
■時 １０月１８日�・１９日�午後１時
■定 各１００人（当日先着順）
■￥ ６００円から
季節のジャム作り教室（いちじく）　　
■時 １０月１８日�・２５日�・２６日�午後１
時・２時３０分
■定 各１０人（当日先着順）
■￥ ８００円
パン教室（デニッシュと動物型あんぱん）
■時 １０月１８日�・２５日�・２６日�午後１
時・２時３０分
■定 各３６人（当日先着順）
■￥ ５００円
さといも収穫体験（焼き芋付き）　　　
■時 ①１０月２５日�・２６日�　②１１月１日
�～３日�午前１０時～午後２時

■定 各４０人（当日先着順）
■￥ ①３００円（１株）　②４００円（１株と焼
き芋３個）
シルバーアクセサリー教室　　　　　
■時 １０月２６日�午前１０時
■定 ５０人（当日先着順）
■￥ １５００円から
寄せ植え講座　　　　　　　　　　　
■時 １１月１５日�午前１０時
■定 ３２人（先着順）
■￥ ３０００円
■申 １０月２０日�午前９時３０分から電話で
同クラブハウスへ

デンパーククラブハウスの
教室・講座

▼
▼

デンパーク展示会 ▼

子育て支援センター
「子育て何でも相談広場」

▼
▼

■お母さんのための絵本講座（後期）
■時 １１月７日�・１４日�・２１日�・２８
日�午前１０時～１１時３０分（全４回）
■対 乳幼児を育児中のお母さん
■定 ３０人（先着順）
■他 託児あり（１人１回３００円）
■申 １０月２８日�午前９時から同館へ

■読書感想画展＆手づくりかみしばい展
■時 １１月１日�～１８日�
■内 小中学生の読書感想画優秀作品と、
夏休み中に開催した「手づくりか
みしばい教室」での作品を展示します。

４日�・１０日�・１７日�・２５日�

１１月の休館日

お知らせ

中央図書館（�〈７６〉６１１１）

土器づくり教室 ▼

秋の星空ウオッチング ▼

１１月の移動児童館 ▼

昭林コンサート「二胡の調べ」▼

�������
��������������������

中央図書館の携帯用
ホームページへ��

１０月２１日�、
１１月１１日�・
１８日�
午前１０時３０分

えほんとわらべうたの会
（０～２歳）

１０月２２日�
午前１０時３０分

おはなしまあだ
（２～５歳）

１０月２５日�
午前１１時

大人のための絵本朗読会
（一般）

１０月３１日�
午前１０時３０分

絵本好き集まれ！
－おすすめ絵本紹介－

１１月１日�
午後３時

おはなしレストラン
（小学生以上）

１１月６日�
午前１０時３０分

おはなしゆりかご
（０～２歳）

１１月８日�
午後２時

おはなしどんどん
（幼児～小学校低学年）

１１月１２日�
午前１０時３０分

おはなしたまてばこ
（２～５歳）

１１月１６日�
午後２時

かみしばいの会
（幼児～小学校低学年）

１１月２０日�
午前１０時３０分

いないいないばあ
（１～４歳）

おはなし会
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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。

■時 １１月１日�午後１時３０分～４時３０分
■場 碧南市芸術文化ホール
■内 水質浄化の取り組みの紹介・展示、
環境紙芝居、環境コンサート

■問 環境保全課（�〈７６〉３０５３）、県水地盤
環境課（�０５２〈９５４〉６２１９）

■対 １８歳以上の人
■他 託児あり（各１０人／先着順）
■場 ■申 １０月１８日�午前１０時からマーメイ
ドパレス（�〈９２〉７３５１）へ

日本舞踊フィットネス「ＮＯＳＳ体験会」
■時 １０月２４日�午前１０時３０分～１１時３０分
■定 ２０人（先着順）
■￥ ５００円
■持 運動のできる服装・タオル・靴下ま
たは足袋

初級水泳「クロールから始めましょう」
■時 １０月２９日�午前１０時～１１時
■内 クロールの泳ぎ方を指導
■定 ２０人（先着順）
■￥ 施設使用料
体験アクアビクス　　　　　　　　　
■時 １０月２９日�午前１１時～正午
■内 音楽のリズムに乗って水の中で体を
動かすシェイプアップ運動

■定 ３０人（先着順）
■￥ 施設使用料
水中運動体験会　　　　　　　　　　
■時 １０月２９日�午後１時～２時
■内 水中歩行や水中ストレッチなど
■定 ２０人（先着順）
■￥ 施設使用料

■場 ■問 歴史博物館（�〈７７〉６６５５）
連続講座「自動車作り・開発現場から
のメッセージ」①　　　　　　　　　　
　トヨタ自動車の研究・開発部門の第
一線で活躍してきたメンバーが、実用
化に至る 紆  余 曲折を語る。

う よ

■時 １０月２５日�午後２時
■内 カーエアコンの原理とその構造にお
ける技術革新　
■講  天  木 

あま き

 勇 氏
いさむ

映画会「心にしみ入る洋画特集」①　　
■時 １０月２６日�午前１０時・午後２時
■内 上映映画 ▼ラストコンサート
　出演 ▼リチャ－ド・ジョンソン、パ
メラ・ヴィロレージほか

■場 市スポーツセンター
■申 １０月１７日�～開催日前日午前９時～
午後８時（休館日を除く）に同センタ
ー（�〈７５〉３５４５）へ
マスターズ「大人水泳指導会」　　　　
■時 １１月１９日�・２６日�午後１時～２時
■内 基本から楽しく水泳指導
■対 １８歳以上
■定 １５人（先着順）
■持 水着・水泳帽
■￥ 施設使用料
プールを楽しく水中運動体験会　　　
■時 １１月２９日�、１２月６日�午前１０時～
１１時
■内 関節に負担の少ない水中運動・基礎
水泳
■対 中高齢者向け（泳げなくても可）
■定 １５人（先着順）
■持 水着・水泳帽
■￥ 施設使用料
体力しらべ会（高齢者向け）　　　　　
■時 １１月２４日�午前１０時～正午
■内 高齢者向けの体力測定
■対 おおむね６５～７９歳
■定 ２０人（先着順）
■持 運動に適した服装・タオル・室内シ
ューズ・飲み物（ペットボトル）

■時 １１月１３日�・１４日�午前９時３０分～
午後４時３０分
■場 刈谷市産業振興センター
■定 １３２人（先着順）
■￥ ４０００円
■申 １０月２７日�～３１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。

歴史博物館の催し ▼

甲種防火管理新規講習会 ▼

スポーツセンターの講座 ▼

マーメイドパレスの講座 ▼

アクション油ヶ淵ｉｎ碧南 ▼

■時 １１月１日�午後１時～３時３０分・２
日�午前１０時～午後３時３０分
■場 中部公民館
■内 ４Ｒ（リフューズ・リデュース・リ
ユース・リサイクル）がテーマの展
示・体験コーナーなど

■他 ２日が衆議院議員選挙日になった場
合は、来年１月１０日�・１１日�に延
期になります。

■問 商工課

■時 １０月２３日�午後１時３０分～２時３０分
■講  森  浦  滋  明 氏（八千代病院医師）

もり うら しげ あき

■内 演題 ▼大腸がんは怖くない？
■場 ■問 市保健センター（�〈７６〉１１３３）

■時 １０月２５日�午前１０時～午後４時
※アメリカ人講師によるイベントは
午前１１時、午後１時から、各３０分間。
■場 市民交流広場
■内 姉妹・友好都市の紹介、姉妹都市へ
派遣された学生・市民の滞在報告展
示、姉妹・友好都市クイズなど

■問 市民活動課

■時 １０月２５日�午前１０時
■場 市民交流広場
■内 地元産の農産物の販売など
■問 農務課

■時 １０月２５日�午前１１時・午後１時
■場 堀内公園水の舞台
■内 百獣の王ライオンくんと１対１のジ
ャンケン勝負。勝者にはプレゼント
あり。

■対 小学生以下
■定 各５０人（当日先着順）
■問 堀内公園（�〈９９〉５９４７）

■時 １０月２５日�午後１時～２時３０分
■￥ 入苑料１００円（中学生以下無料）
■場 ■問 丈山苑（�〈９２〉７７８０）

市民健康講座 ▼

安城七夕親善大使写真撮影会 ▼

安城市消費生活展 ▼

まちなか産直市 ▼

姉妹・友好都市展 ▼

１対１のジャンケン勝負！ ▼
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■対 市内在住の平成２１
年成人式該当者
（昭和６３年４月２
日～平成元年４月
１日生まれの人）
■内 テーマ ▼ 自由（成
人になるにあたっ
ての夢、希望など）
　作品 ▼作文は１２００字程度、詩は自由
　※自作未発表で原稿の先頭にタイト
ル・住所・氏名・電話番号・生年月
日・勤務先または学校名を記入。
■申 １１月１６日�までに持参・郵送・Ｅメ
ールで青少年の家（〒４４６－００６１新田
町池田上１／�〈７６〉３４３２／seishou
nen@city.anjo.aichi.jp）へ
※Ｅメールの場合はテキスト形式
（ワードも可）でお願いします。
■他 優秀賞受賞者に賞状と記念品、応募
者全員に参加賞を差し上げます。
　※優秀賞受賞者は来年１月１２日�に
行う平成２１年成人式で表彰します。

■場 市営安城霊園（北山崎町柳原）
■対 現在市内に居住し、住民登録があり、
引き続き永住する人で、次のいずれ
かにあてはまる人　①死亡者の遺骨
があり、墓地のない人　②市外に墓
地があり、墓地の移転を必要とする
人（改葬許可証が必要となります）
■内 面積／永代使用料 ▼下表のとおり

　※区画は返還区画（以前の所有者が
墓石を撤去し、土を入れ替えて返還
した区画）です。
使用条件 ▼①１年以内に墓を建てる
こと　②霊園管理組合に加入するこ
と　③墓地本来の目的以外に使用し
ないこと　④火葬された遺骨以外埋
蔵しないこと
■持 認め印、火葬許可証、改葬許可証
■申 １０月２７日�～３１日�に市保健センタ
ー（�〈７６〉１１３３）へ
※橋目霊園（橋目町宮東）は随時受け
付け。
■他 １１月５日�午前９時３０分から区画抽
せん会を市保健センターで行います。

「はたちの願い」作文・詩 ▼

　１０か所以上のスタンプを集めて、プ
レゼントをもらおう。
■時 １１月３日�　受け付け ▼午前９時～
９時３０分
※小雨決行、ゴールした人から解散。
■場 ＪＡあいち中央農協桜井支店
■内 南（新駅と歴史散策）コース（約８㎞）

▼ＪＡあいち中央桜井支店⇒桜井駅
⇒（電車）⇒南桜井駅⇒本證寺⇒南山
園⇒安正寺⇒熊野神社⇒春日神社⇒
木戸東公園⇒長因寺⇒松韻寺⇒蓮泉
寺⇒ＪＡあいち中央桜井支店
西（花いっぱい・うまいもの）コース
（約６㎞） ▼ＪＡあいち中央桜井支店
⇒桜井福祉センター⇒桜井ロングゴ
ルフ⇒�聖清会ハルナ・岡田農場⇒
庭夢⇒城山公園⇒桜井神社⇒ＪＡあ
いち中央桜井支店
※西コースは、花のプレゼントや飲
み物のサービスがあります。
■￥ 電車代金は実費負担（南コースのみ）
■他 なるべく公共交通機関などでお越し
ください。
■問 区画整理課

桜井ウオークラリー ▼

■場 ■申 参加費を持って１０月２８日�午前９
時に桜井福祉センター（�〈９９〉７３６５）へ
※受け付け開始時に定員を超えた場
合は抽せん。
男の料理講座　　　　　　　　　　　
■時 １１月１８日�午前９時３０分～午後１時
■内 料理初心者の料理教室
■対 市内在住６０歳以上・障害のある男性
■定 １０人
■￥ ３００円
３Ｂ体操講座　　　　　　　　　　　
■時 １１月～来年３月の第２・４�午後１
時３０分～３時（全１０回）
■内 用具を使った健康体操
■対 市内在住６０歳以上・障害のある人
■講 佐々木 美  子 氏（日本３Ｂ体操協会）

よし こ

■定 ３０人　
■￥ ９３５円

桜井福祉センターの講座 ▼

ホブソンズベイ市への派遣団決定�
～今年で姉妹都市提携20周年～�

　一般公募で選ばれた市民、農業・商工業の各団体から推薦された産業後継
者、市議会の代表などを派遣。１０月１４日�～２１日�の日程で、同市との姉妹
都市提携２０周年記念式典へ参加したり、環境をテーマに視察などを行ったり
します。派遣されるのは次の皆さん。　　　　　　　　　〈順不同・敬称略〉
公募市民 ▼島津 雅 子   （今池町）、渥美 景 子   （上条町）、

まさ こ けい こ

木村 恭  子 （朝日町）、関戸 昭 
やす こ あき

子   （里町）、齋藤 理 恵   （大東町）、産業後継者 ▼

こ り え

杉山 哲  一 （朝日町）、鈴木 康 孝   （桜井
のり かず やす たか

町）、畔柳 真 （里町）、
まこと

杉浦 勝 久   （東端町）、市議会 ▼都築 國  明 （姫小川町）、松浦 満 
かつ ひさ くに あき みち

 康 （今池町）、協会会員 ▼  小  原  和 子   （東新町）、協会役員 ▼安藤 義  美 （赤松町）、市
やす こ はら かず こ よし み

特別職 ▼神谷学   （東端町）、市職員 ▼兵藤 雅 晴   （和泉町）　　　　　■問 市民活動課
がく まさ はる

募集区画永代使用料面積

２区画２５万８００円１．３２㎡
（１．１�×１．２�）

４区画３９万９０００円２．１０㎡
（１．４�×１．５�）

１０区画４２万７５００円２．２５㎡
（１．５�×１．５�）

２区画６１万５６００円３．２４㎡
（１．８�×１．８�）

市営霊園墓所使用者 ▼

■申 写真をつけた履歴書と保育士証を持
って子ども課へ
臨時保育士　　　　　　　　　　　　
■内 勤務時間 ▼午前８時３０分～午後５時
１５分　賃金 ▼ 時給９７０円、通勤割増
１日２００円　募集人数 ▼３人程度
延長パート保育士　　　　　　　　　
■内 勤務場所 ▼安城 ・あけぼの・南部・
二本木・さくら・西部・小川・みの
わ・作野保育園　勤務時間 ▼平日�
午前７時３０分～８時３０分・午後４時
～６時または７時　��正午～午後
６時または７時　賃金 ▼時給１０５０円、
通勤割増１日２００円　
休日パート保育士　　　　　　　　　
■内 勤務場所 ▼二本木・南部保育園　勤
務時間 ▼午前７時３０分～午後１時３０
分、または午後０時３０分～６時３０分
賃金 ▼ 時給１２００円、通勤割増１日
２００円　

　子育ての手助けをしてほしい人「依
頼会員」と子育ての協力をしてくれる
人「提供会員」が、お互いに助け合う会
員組織です。活動を充実するため、新
たな会員を募集します。
■対 依頼会員�市内在住・在勤・在学の
人　提供会員�市内在住で、心身と
もに健康で自宅で子どもを預かるこ
とのできる人、子どもが好きでボラ
ンティア精神のある人　
■問 ファミリー・サポート・センター
（市役所西会館内／�〈７２〉２３１５）
依頼会員希望者の入会説明会　　　　
■時 毎月２回開催
■申 事前に同センターへ
提供会員希望者の講習会　　　　　　
■時 １１月７日�午前９時～午後３時３０分
■他 保育サポーターの有資格者は講習会
を免除
■申 事前に同センターへ

■内 まちづくり交付金事業を実施してい
る安城桜井駅周辺地区の事後評価原
案を公表します。

■時 １０月１７日�～３１日�（��を除く）午
前８時３０分～午後５時１５分
■場 ■問 都市計画課

■時 １１月６日�・２０日�午後１時～４時
■内 弁護士、司法書士による相談
■対 サラ金・クレジットの借金で困って
いる人

■他 １人３０分予約制
■場 ■問 市民課相談係

■内 総合労働相談コーナーでの情報提供・
相談、労働局長による助言・指導、
紛争調整委員会によるあっせん

■場 ■問 刈谷総合労働相談コーナー（�〈２１〉
４８８５）、愛知労働局企画室総合労働相
談コーナー（�０５２〈９７２〉０２６６）

■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。

広報あんじょう　2008.10.15�

８月分／受け付け順／敬称略
市社会福祉協議会　善意銀行　　　　
金品 ▼後藤貞子、中部ふれあい社交ダ
ンス、東端の老人、鈴木洋子、北部公
民館夏季講座受講者一同、愛知県果実
品質改善共進会、匿名
収集物 ▼野村君江、デンソーハートフ
ルクラブ安城平川信行、総合福祉セン
ター利用者、鈴木洋子、今村郵便局、
㈱中央製作所、匿名

■時 １１月４日�～１７日�午前８時３０分～
午後５時１５分
■他 利害関係者で意見のある人は、１２月
１日�までに県知事へ意見書を提出
できます。
※都市計画として定められた事項は、
意見書を提出することはできません。

■場 ■問 南明治整備課

■時 １０月２６日�　■場 市保健センター

■持 母子手帳
■他 平成１８年１１月生まれ以降の子につい
ては、来年６月７日�に行います。

■問 市保健センター（�〈７６〉１１３３）

■内 ■￥ 愛知県手帳 ▼大きさ１５㎝×９㎝／
黒色と赤色の２種類／５００円　あい
ち県勢要覧２００９ ▼統計表と県・市町
村の概要。裏面は１７万分の１のカラ
ー地図。Ａ１判、４色刷り／３００円
愛知県地図 ▼Ａ１判白地図／１００円

■申 １１月４日�までに電話で経営管理課へ

　１０月２０日�～２６日�は、精神保健福
祉普及週間です。この機会に同相談を
ご利用ください。
■時 ���、年末年始を除く午前９時～
午後４時３０分

■場 ■問 衣浦東部保健所（�〈２１〉４７７８）

県手帳・県勢要覧・県地図
を販売します

▼
▼

まちづくり交付金事業
事後評価原案の公表

▼
▼

職場のトラブル
愛知労働局がサポート

▼
▼

安城南明治第二土地区画整理
事業の事業計画書（案）の縦覧

▼
▼

多重債務者無料相談会 ▼

福祉への善意・寄付
ありがとうございます

▼
▼

保育園職員 ▼

ファミリー・サポート・
センターの会員

▼
▼

還元フェア�還元フェア�還元フェア�
マーメイド

パレス利用料マーメイド
パレス利用料マーメイド
パレス利用料

■時 １０月２１日�～２４日�・２８日�～
３１日�
■内 くじ引きでマーメイドパレス招
待券が当たる

■対 プール・トレーニングルーム利用者
■問 マーメイドパレス（�〈９２〉７３５１）

対象受付時間
平成１８年５・６月生まれの
子

午前９時
～９時４５分

平成１８年７・８月生まれの
子

午前９時４５分
～１０時３０分

平成１８年９・１０月生まれの
子

午前１０時３０分
～１１時１５分

平成１７年１１月～平成１８年４
月生まれで今春のフッ化物
塗布が受けられなかった子

午前１１時１５分
～１１時３０分

２歳児の歯科健診とフッ化
物塗布

▼
▼

こころの健康相談 ▼


