
■黒野宏通『オカリナコンサート』
ひろ みち

■時 １１月２４日�午前１０時３０分
■図書館友の会「みんなのひろば」
■時 １１月２２日�・２３日�
お楽しみコーナー（ぬりえ、折り紙）

▼午前１０時～１１時３０分
マジック・ショー（２３日のみ開催） ▼

①午前１１時３０分、②午後１時３０分
アニメ映画会（幸福の王子、おじぞ
う様の赤い目、聖徳太子、三蔵法師）

▼午後２時
■特別図書整理のため休館
■時 １２月１日�～５日�
�期間中も市内９か所の公民館図書
室は平常どおり開館。
�本の予約は、インターネットや地
区公民館（期間中の受け取りは公
民館図書室を指定）で。

�返却は、中央図書館返却ポストが
利用できます。（ＣＤ ･ＤＶＤを除
く）
�１１月１８日�～３０日�は中央図書館
に限り、貸出期間を３週間に延長。

１日�～５日�・８日�・１５日�・
２２日�・２４日�・２９日�～３１日�

暴力追放標語選考結果�暴力追放標語選考結果�暴力追放標語選考結果�
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■時 １１月３０日�正午～午後５時
■内 同館で活動するグループのライブ
■場 ■問 昭林公民館（�〈７７〉６６８８）

■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。詳細は問い合わせく
ださい。
さつまいもの茶巾作り教室　　　　　
■時 １１月２２日�～２４日�・２９日�・３０日
�午前１１時、午後１時・２時３０分　
※２２日は午後のみ。
■定 各１０人（先着順）
■￥ ５００円
■申 当日午前９時３０分か
ら同クラブハウスへ

パン教室（デニッシュと動物型あんぱん）
■時 １１月２２日�～２４日�・２９日�・３０日
�午後１時・２時３０分
■定 各４８人（先着順）
■￥ ５００円
■申 当日午前９時３０分か
ら同クラブハウスへ

シルバーアクセサリー教室　　　　　
■時 １１月２２日�・２３日�午前１０時
■定 各５０人（当日先着順）
■￥ １５００円から
レカンフラワー教室　　　　　　　　
■時 １１月２４日�午前１０時３０分、午後１時・
２時３０分

■定 各２０人（先着順）
■￥ ミニ額１５００円、クリスマスカード
５００円
■申 当日午前９時３０分から同クラブハウ
スへ

白磁でつくるペンダント教室　　　　
■時 １１月２９日�・３０日�午前１０時
■定 各１００人（当日先着順）
■￥ ６００円から
寄せ植え講座　　　　　　　　　　　
■時 １２月２０日�午前１０時
■定 ３２人（先着順）
■￥ ３０００円
■申 １１月２０日�午前９時３０分から電話で
同クラブハウスへ

■時 １１月２３日�午前１０時～午後３時
■￥ 入苑料１００円（中学生以下無料）、呈茶
料３００円
■他 晴天時は 野  点 

の だて

あり
■場 ■問 丈山苑（�
〈９２〉７７８０）

デンパーククラブハウスの
教室・講座

▼
▼

お知らせ

アマチュアバンドライブ ▼
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中央図書館の携帯用
ホームページへ��

１２月の休館日

中央図書館（�〈７６〉６１１１）

丈山苑　紅葉茶会 ▼

■時 ■場 ■対 乳幼児（午前１０時～１１時） ▼南部
公民館�２日�・１６日�、東部公民
館�３日�・１７日�、安祥公民館�
４日�・１８日�、高棚町内会公民館
�５日�・１９日�
小学生（午後３時３０分～４時３０分） ▼

南部公民館�４日�、東部公民館�
１１日�、安祥公民館�１８日�
■問 子ども課子育て支援係

■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」　　　　　　　　　　　
■時 １１月２２日�午後２時
■内 カーエアコンの技術進歩と海外生産・
販売の体験談
■講 大須賀 正 彦   氏

まさ ひこ

映画会「心にしみ入る洋画特集」　　　
■時 １１月２３日�午前１０時・午後２時
■内 上映作品 ▼マディソン郡の橋
市史をおもしろく読む　　　　　　　
■時 １１月２７日�午前１０時
■講 三島一信（同館職員）

■場 ■問 デンパーク（�〈９２〉７１１１）
写真展「わたしたちのデンパーク２００８」
■時 １１月２６日�～１２月８日�
■内 やさしい写真講座の生徒とＯＢの作
品
ミニ写真教室　　　　　　　　　　　
■時 １１月３０日�午前１０時３０分
■講 鶴田 郁  夫 氏

いく お

フラワーマーケット　　　　　　　　
■時 １１月２２日�・２３日�
■内 パンジー、ビオラ、シクラメン、富
山県砺波市のチューリップの球根や
特産品「ゆず」の加工品などの販売会

１２月の移動児童館 ▼

デンパークの催し ▼

歴史博物館の催し ▼

　市暴力追放推進協議会が募集し
た標語の入選作品が決定し、次の
皆さんが入賞されました。〈敬称略〉
１位 ▼「思いやり　育つ心に　暴力
なし」半田 恵 理   （池浦町）　２位 ▼

え り

「知らぬふり　そんなあなたも　共
犯者」小西 哲 哉   （昭和町在勤）・「い

てつ や

やがらせ　恐れずくじけず　１１０番」
太田 庸 子   （今本町）　３位 ▼「暴力

よう こ

追放　あなたの勇気と　地域の輪」
 田  子  山  保 典   （横山町）・「暴力を　み
た ご やま やす のり

んなでなくそう　市民の目」稲垣
 文 男   （高木町）
ふみ お

■問 市民安全課

１１月２１日�
午前１０時３０分

えほんのとびら
（０～２歳）

１１月２２日�・
１２月２０日�
午前１１時

大人のための絵本朗読会
（一般）

１１月２６日�・
１２月１７日�
午前１０時３０分

おはなしまあだ
（２～５歳）

１１月２９日�・
１２月１４日�
午前１０時３０分

絵本好き集まれ！
－おすすめ絵本紹介－

１２月６日�
午後３時

おはなしレストラン
（小学生以上）

１２月９日�・
１２月１６日�
午前１０時３０分

えほんとわらべうたの
会（０～２歳）

１２月１０日�
午前１０時３０分

おはなしたまてばこ
（２～５歳）

１２月１１日�
午前１０時３０分

おはなしゆりかご
（０～２歳）

１２月１８日�
午前１０時３０分

いないいないばあ
（１～４歳）

１２月１９日�
午前１０時３０分

このゆびと～まれ
（０～２歳）

おはなし会

■時 １２月１４日�午前１０時～午後１時
■場 文化センター
■内 献立 ▼チーズの豚肉巻き、中華風コ
ーンスープ、フルーツと白玉団子
■対 小学生
■定 １５人（先着順）
■￥ ３００円
■申 １１月２０日�～２８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 １１月２２日�午前９時
■場 碧海信用金庫本店前
■内 地元産野菜の販売・伝統料理の紹介
■問 農務課

■時 １２月２日�～５日�・９日�～１３日
�・１６日�～１９日�・２３日�・２５日
�・２６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 １２月６日�午前１１時～午後４時
■場 岡崎市福祉会館（岡崎市役所東）
■内 福祉・看護の仕事内容や資格、求人
に関する相談など
■問 県福祉人材センター（�０５２〈２２３〉
０４０８）、社会福祉課

■時 １２月１６日�～来年３月６日�の毎週
���

■場 �クレア安心福祉（高棚町）
■内 介護現場で必要な資格を取得
■対 軽度の身体障害者、知的障害者、精
神障害者
■定 ７人（面接で選考）
■￥ ５４００円（テキスト代 )
■申 １２月２日�までに、ハローワーク刈
谷（�〈２１〉５００１）へ

土器づくり教室 ▼

　平成２１年の新成人への激励メッセー
ジを募集します。メッセージは、成人
式当日会場に掲示します。
■申 １２月１９日�までに、応募用紙に町名・
氏名（匿名可）・メッセージを書いて、
郵送・Ｅメール・持参で青少年の家
（〒４４６－００６１新田町池田上１／�
〈７６〉３４３２／seishounen@city.anj
o.aichi.jp）へ　※応募用紙は、青少
年の家・各公民館で配布。

■時 来年１月から
■対 昭和３９年４月２日以降生まれで、市
内在住の人

■内 検針期間 ▼検針月の１日～１０日
検針地区 ▼新田地区ほか
賃金 ▼メーター１個につき６４円

■定 ２人（後日、面接により選考）
■申 １１月２８日�までに履歴書（写真付き）
を持って水道業務課へ

■内 勤務時間 ▼午前８時～正午または午
後１時～５時　時給 ▼８８０円（通勤割
り増し１日２００円あり）
■対 １８～６２歳（高校生不可）
■申 電話でデンパーク（�〈９２〉７１１１）へ

水道メーター検針員 ▼
　ごみステーションで利用できる紙袋
を配布します。
■場 各公民館・中央図書館・各リサイク
ルステーション（御幸本町を除く）

■問 清掃事業所（�〈７６〉３０５３）

　１２月４日�～１０日�は人権週間です。
この週間に合わせ、「特設人権相談所」
を開設します。
■時 １２月５日�午前９時～午後３時
■場 市役所相談室
■内 結婚、離婚、いじめ、家庭不和など
日常生活での人権問題についての相談
■他 人権相談は、毎月第２・４�の午前
９時～午後３時に市役所相談室で行
っています。また、相談日以外でも
直接人権擁護委員が相談に応じます。
人権擁護委員　　　　　　〈敬称略〉
吉見 幸  造 （弁天町／�〈７４〉１８８４）、柴

こう ぞう

田 哲  子 （福釜町／�〈９２〉１９５４）、田中
のり こ

 實 （桜井町／�〈９９〉０７９０）、
みのる

石川 義  純 
よし ずみ

（野寺町／�〈９９〉１７２１）、神谷 幸  子 （今
さち こ

本町／�〈９７〉９７０８）、榊原 正 俊   （城ヶ
まさ とし

入町／�〈９２〉２３４４）、加藤 元  惠 （桜町
もと え

／�〈７４〉５５０２）
■問 市民課相談係

　改修工事のため、１１月３０日�から大
岡駐在所を一時閉鎖します。来年４月
には交番として開所し、三交替の２４時
間体制になります。
■問 安城警察署（�〈７６〉０１１０）

特設人権相談所を開設 ▼
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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。

こども料理教室 ▼

まちなか産直市 ▼

雑がみ回収用の紙袋を配布 ▼

大岡駐在所が一時閉鎖 ▼

新成人への激励メッセージ ▼

デンパーク植栽スタッフ ▼

９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、鳥居弘美
収集物 ▼デンソーハートフルクラブ
安城　岡村、野村君江、水野順子、
日本モウルド工業㈱、㈱エムズコー
ポレーション、匿名
市役所関係　　　　　　　　　　　
　名鉄西尾線新駅周辺の都市基盤整
備などのために、多くの市民から寄
付をいただきました。

福祉人材センター移動相談 ▼

ホームヘルパー２級課程
養成コース

▼
▼


