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■絵本講座「よみきかせのしかた」
■時 ７月３日�・１０日�午前１０時～正
午（全２回）
■対 学校などで読み聞かせボランティ
アをしている人
■定 ３０人（先着順）
■申 ６月１９日�午前９時から同館へ

■あかちゃん読み聞かせ「このゆび
と～まれのにこにこ会」
■時 ７月３日�・１７日�・３１日�、８
月７日�午前１０時３０分～１１時（全
４回）
■対 １０か月までの子とその保護者
　※今まで受講したことのない人。
■定 １５組（先着順）
■申 ６月２３日�午前９時から同館へ

６日�・１３日�・２１日�・２４日�・
２７日�

�������
��������������������

中央図書館の携帯用
ホームページへ��

講座

中央図書館（�〈７６〉６１１１）

７月の休館日

■時 ８月３日�午前９時３０分～午後１時
■場 市保健センター
■内 親子で一緒に調理実習　献立�三色
おにぎり・きのこのみそ汁・ほうれ
ん草のゴマあえ・かつおの香味焼き
■対 ３歳児健診済みで就学前の子とその
保護者
■定 １２組（先着順）
■￥ １人４００円
■申 ７月１日�～２７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

親子栄養スクール ▼

■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。
手作りアイスクリーム教室　　　　　
■時 ７月４日�・５日�・１１日�・１２日
�午前１０時３０分

■定 各６０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
フォトマスターＥＸ写真講座　　　　
■時 ７月１０日�・２４日�午前１０時（全２
回）
■定 ２０人
■￥ ２０００円
■講 鶴田 郁  夫 氏

いく お

■申 ６月２０日�午前９時３０分から同クラ
ブハウスへ
アロマセラピー講座「ハーブ石けんを
作りましょう」
■時 ７月１３日�午後１時３０分
■定 ２０人
■￥ ２５００円
■講 内藤 満  里  子 氏

ま り こ

■申 ６月２０日�午前９時３０分から同クラ
ブハウスへ

デンパーククラブハウスの
教室・講座

▼
▼

■内 ハエトリグサ・サラセニアなど食虫
植物約７０点を展示。食虫植物の販売
もします。
■時 ７月１日�～１３日�
■場 ■問 デンパーク（�〈９２〉７１１１）

食虫植物展 ▼

■時 ７月２６日�午後２時～４時、８月２
日�午後３時～４時（全２回）

■場 中央図書館
■講 八神 直  司 氏（みかづき保育園保育士）

なお じ

■対 子育て中の父親
　※８月２日は、子ども同伴。
■定 ２０人（先着順）
■申 ６月２７日�午前９時から同館（�〈７６〉
６１１１）へ

お父さんのための絵本講座 ▼

■時 ７月１８日�～２０日�午前１０時～正午
（全３回）
■対 小学生以下
■定 ２０人（先着順）
■申 ７月１日�午前９時から中央図書館
へ（電話不可）
■場 ■問 中央図書館（�〈７６〉６１１１）

手づくりかみしばい教室 ▼

■場 ■問 マーメイドパレス（�〈９２〉７３５１）
マーメイドパレスの臨時休館　　　　
■時 ６月２２日�～２６日�
夏到来！屋外流水プールオープン　　
■時 ６月２７日�・２８日�、７月４日�・
５日�・１３日�・１４日�・１８日�～
９月３０日�
■他 利用は午後６時まで
うなぎのつかみ取り大会　　　　　　
■時 ６月２８日�午前１１時
■対 小学生以下
■定 ７０人（先着順）
■￥ 施設使用料のみ
■他 うなぎの調理はしません
■申 当日午前１０時３０分より屋外プールサ
イドで整理券を配布

マーメイドパレスの
お知らせ・催し

▼
▼

■時 試験日�１０月２５日�　願書配布期間
�６月２６日�～７月３１日�

■申 ７月２日�～３１日�に郵送で県社会
福祉協議会へ
　※願書は市介護保険課・市社会福祉
協議会・県高齢福祉課・西三河福祉
相談センター・西三河県民生活プラ
ザ・県社会福祉協議会で配布。
■問 県社会福祉協議会（�０５２〈２３１〉３２２４）、
市介護保険課（�〈７１〉２２２６）

県介護支援専門員
実務研修受講試験

▼
▼

おはなし会

６月２１日�
午後２時

かみしばいの会
（幼児～小学校低学年）

６月２４日�
午前１０時３０分

おはなしまあだ
（２～５歳）

６月３０日�
午前１０時３０分

絵本好き集まれ！
－おすすめ絵本紹介－

７月２日�
午前１０時３０分

おはなしゆりかご
（０～２歳）

７月４日�
午後３時

おはなしレストラン
（小学生以上）

７月７日�
午前１０時３０分

えほんとわらべうたの
会（０～２歳）

７月８日�
午前１０時３０分

おはなしたまてばこ
（２～５歳）

７月１０日�
午前１０時３０分

えほんのとびら
（０～２歳）

７月１１日�
午後２時

おはなしどんどん
（幼児～小学校低学年）

７月１２日�
午後２時

かみしばいの会
（幼児～小学校低学年）

７月１４日�
午前１０時３０分

えほんとわらべうたの
会（０～２歳）

７月１６日�
午前１０時３０分

いないいないばあ
（１～４歳）

■時 ７月１日�～３日�・７日�～１１日
�・１４日�～１７日�・２０日�・２２日
�～２４日�・２８日�～３１日�いずれ
も午後１時～４時（受け付けは２時
まで）

■場 ■問 埋蔵文化財センター（�〈７７〉４４９０）

土器づくり教室 ▼

■場 ■問 歴史博物館（�〈７７〉６６５５）
歴博講座「自動車ボデーの変遷～馬車
から最近の車まで」
■時 ７月４日�午後２時
■講 藤本 正  男 氏

まさ お

連続講座「三河の古典をたずねる④」　
■時 ７月１１日�午後２時
■内 “ 十  六  夜 日記”鎌倉街道の風景

い ざ よい

■講 白井 伸  昂 氏（仏教文学会会員）
のぶ たか

歴史博物館の催し ▼
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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 ６月２７日�午後３時
■内 ７月２２日�に起こる日食に備えた、
原理・観測方法の紹介、音楽の生演
奏に載せた解説

■講 浅田 英  夫 氏（天文研究家）
ひで お

■￥ ５０円（中学生以下無料）
■定 １５０人（当日先着順）
■場 ■問 文化センター（�〈７６〉１５１５）

■時 ８月６日�午前１０時～午後３時
■場 県西三河総合庁舎（岡崎市）
■内 障害があると思われる子の就学相談
■対 小学校入学前の子の保護者
■申 ７月３日�までに学校教育課（�〈７１〉
２２５４）へ

■時 ７月１６日�・１７日�午後７時３０分～
９時

■場 青少年の家
■定 ２０人（先着順）
■申 ６月２０日�午前９時から青少年の家
（�〈７６〉３４３２）へ

太鼓講習会 ▼

■時 ８月３日�～３１日�のうち３日間
（��を除く）
■場 市内公立保育園
■対 市内在住・在学の中学生・高校生
■￥ ３００円（昼食代別途）
■他 ７月２４日�午前に説明会あり
■申 ６月１９日�～７月３日�午前９時～
午後５時（��を除く）に市子育て支
援センター（�〈７３〉６３３６）へ

中学生・高校生保育体験 ▼

■対 ■時 ■場 乳幼児 ▼１４日�・２８日��南部
公民館、１日�・１５日��東部公民
館、９日�・２３日��安祥公民館、
３日�・１７日��高棚町内会公民館
いずれも午前１０時～１１時
小学生 ▼２８日��南部公民館、２９日
��東部公民館、３０日��安祥公民
館いずれも午後３時３０分～４時３０分
■問 子ども課子育て支援係（�〈７１〉２２２９）

７月の移動児童館 ▼

プラネタリウム特別投映 ▼

　中心市街地の活性化をめざし、中
心市街地拠点整備基本計画（素案）を
作成しました。フォーラムでは、各
分野の識者が幅広く意見交換します。
※基本計画（素案）は、市公式ウェブ
サイトにも掲載。

■時 ６月２５日�午後７時
■場 市民会館
■内 基本計画（素案）の説明・基調講演・パネルディスカッション
■講 基調講演� 相  島  正  美 氏（日立キャピタル綾瀬SC�）　パネルディスカッシ

あい しま まさ み

ョンコーディネーター� 勝  田  雄  介 氏（八千代エンジニヤリング� )　同パネ
かつ た ゆう すけ

リスト�菅野 育  子 氏（愛知淑徳大学教授）、相島正美氏、
いく こ

坂田 成  夫 氏（安城学
しげ お

園高等学校長）、鶴田 伸  也 氏（まちづくりAnjo事務局長）、神谷学市長
しん や

■問 南明治整備課（�〈７１〉２２４５）

入学前就学相談 ▼

■時 ７月４日�午後１時３０分～３時
■講 鬼頭 有  一 氏（元皇學館大學教授）

ゆう いち

■￥ 入苑料１００円（中学生以下無料）
■場 ■問 丈山苑（�〈９２〉７７８０）

詩から見た石川丈山の悟り ▼
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■時 選挙人名簿の縦覧期間�６月２６日�
～７月９日�午前８時３０分～午後５
時１５分　選挙日�８月１６日�
■場 南明治都市整備事務所（末広町６－
１）
■他 選挙人名簿の記載事項に異議がある
場合は、縦覧期間中に申し出くださ
い。
■問 南明治都市整備事務所（�〈７１〉３７５１）

安城南明治第二土地区画
整理審議会委員の選挙

▼
▼

　４月分／受け付け順／敬称略
市社会福祉協議会　善意銀行　　　　
さわやかダンス、断酒会野村輝人、東
端の老人、太田勉、総合福祉センター
利用者、市役所売店、ほほえみダンス、
南部公民館利用者、ボールセンター安
城店、国際ソロプチミスト安城、井畑
福祉委員会、安城市手をつなぐ親の会、
野村君江、安城市スカウト連絡協議会、
中部ふれあいダンス、森島敬子、能登
邦子、作野トータル、西部福祉センタ
ー利用者、榎前町内会、鈴木志ずよ、
二本木公民館利用者、匿名
市役所関係　　　　　　　　　　　　
スタジオＤｏ代表高橋千恵子、あいち
中央農業協同組合

福祉への善意
ありがとうございます

▼
▼

　１１月１５日�開催の、町内公民館芸能
活動発表会ＰＲポスターなどを募集し
ます。
■内 採用作品数�２点　賞�サルビア商
品券または図書券５０００円分。応募者
全員に記念品あり。
■申 作品と申込書を持って８月２１日�ま
でに市民活動課（�〈７１〉２２１８）へ
　※申込書は、同課で配布。

　ごみ収集車に乗って、空き缶・空き
びん・粗大ごみ・ペットボトルを回収
します。
■内 採用期間�７月２０日�～９月３０日�
（この間に２０日以上勤務できること）
勤務時間��～�の午前８時３０分～
午後５時（�も勤務）
賃金�日額８６２５円、通勤割増１日
２００円
■定 ５人程度
■他 選考�７月３日�（面接）
■申 ６月１７日�～７月１日�に電話で清
掃事業所（�〈７６〉３０５３）へ

芸能活動発表会ポスター ▼

清掃事業所夏期アルバイト ▼

　夏休み期間、市内の児童クラブで生
活や遊びの指導をします。
■内 採用期間�７月２１日�～８月３１日�
勤務時間��～�の午前８時～午後
６時４５分（１日５～６時間で週３～
５日程度、時間内で交代勤務）
　勤務場所�市内各児童クラブ
　賃金�時給８２０円（有資格者は１０１０円）
■対 �～�いずれの日でも勤務できる１８
歳以上の人
■定 ２５人程度
■申 申込書・市販の履歴書に、保育士・
教員資格の資格証明書（ある人のみ）
を持って６月２６日�までに子ども課
子育て支援係（�〈７１〉２２２９）へ
　※申込書は同係で配布。
※民間児童クラブでも指導員を募集
しています。詳細は、ひまわりクラ
ブ（�〈７４〉４４００）、みつばちぶんぶん
（�〈９８〉７７０２）、なかよしクラブ（�
〈７４〉３６６４）、安城つくしクラブ（�〈７６〉
７５６７）へ。

児童指導員夏期アルバイト ▼

■内 募集期間�７月１日�～９月３０日�
■対 ①市内で個人が管理している花壇・プランター・鉢植えで、玄関・庭先・
ベランダ・窓辺などでガーデニングをしているもの。
　②植物を窓の外側にはわせたみどりのカーテン。
■他 応募作品の写真を１１月中旬から堀内公園で展示します。
■申 はがき・電話・ファクス・Ｅメールで公園緑地課（〒４４６－８５０１住所不要／
�〈７１〉２２４４／�〈７６〉００６６／koen@city.anjo.aichi.jp）へ
※申し込み後、職員が作品の写真を撮影します。個人で撮影する場合は、
画像をＥメールで同課までお送りください。
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　はり紙・たて看板・広告板などの屋
外広告物を、無秩序・無制限に出すと、
街の美観や自然環境を損ないます。ま
た通行の支障ともなりますので、道路
や歩道に置かないようにしましょう。
　県条例で、表示方法・設置場所など
にルールがあります。設置する場合は、
事前に相談し、必要な手続きをしてく
ださい。
■問 維持管理課（�〈７１〉２２３７）

■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。

屋外広告物 ▼

■時 ７月６日�・１３日�・２７日�午前９
時～正午、午後１時～４時

■場 市役所北庁舎１階ロビー
■問 清掃事業所（�〈７６〉３０５３）

ごみ相談窓口 ▼

　この調査は、事業所・企業統計調査
やサービス業基本調査などを簡素化し
たものです。
　６月下旬から、「調査員証」を携帯し
た調査員が、記入のお願いに伺います。
結果は、国・都道府県・市区町村の基
礎資料となります。調査内容は、他に
もらしたり、統計以外の目的に使用し
たりしません。
■対 農林漁家を除く店舗・工場・会社な
どすべての事業所

■時 調査日�７月１日�
■問 経営管理課（�〈７１〉２２０５）

経済センサス基礎調査に
ご協力を

▼
▼

　解雇・賃金・配置転換など労働条件
のトラブルを、公正な立場から、話し
合いでの解決の手伝いをします。労使
どちらからの相談でも受け付けます。
■対 労働者個人・使用者
■問 県労働委員会事務局総務調整課（�
０５２〈９５４〉６８３３）

　平成１７年４月１日～２１年３月３１日に、
戦没者遺族への公務扶助料・遺族年金
などの受給権利者が死亡した場合、遺
族に特別弔慰金を支給します。
※過去に特別弔慰金を受給している人・
受給する権利のあった人は、申し込
みできません。
■内 支給金�記名国債で２４万円（年４万
円を６回）
支給要件�①戦没者の死亡当時生ま
れていたこと（子については、死亡
当時の胎児も含む）　②公務扶助料・
遺族年金など受給権利者が、平成１７
年４月１日～２１年３月３１日に死亡し
たこと　③①②を満たし、平成２１年
４月１日の時点で受給する権利のあ
る人
■申 請求書と必要書類を持って�～�午
前８時３０分～午後５時（�を除く）に
社会福祉課へ
　※請求書は同課で配布。
■問 社会福祉課（�〈７１〉２２２３）

特別弔慰金 ▼

■時 ６月１６日�～３０日�午前８時３０分～
午後５時１５分（��を除く）
■内 公告日�６月１５日�　利用権設定面
積�６９ヘクタール

■場 ■問 農務課（�〈７１〉２２３４）

農用地利用集積計画の縦覧 ▼

　抽せんでの受け付けから、入居待機
型（空き家待ち）に変更します。あらか
じめ入居順位を決め、空き家が発生し
た場合、順位が上位の人から案内しま
す。
■他 入居順位決定抽選会�７月２８日�
■申 ７月１日�～１５日�午前９時～午後
５時（��を除く）に建築課へ
※申込案内書は、同課で配布。参加
資格など条件がありますので、事前
に問い合わせください。

■問 建築課（�〈７１〉２２４０）

大山田上住宅
入居受付方法を変更

▼
▼

市民活動情報サイトの活用を�

　市民活動センター（わ
くわくセンター）が運営
する「あんじょう市民活
動情報サイト」。２７０を超
える市内の市民活動団体
が登録し、活動紹介・イ
ベント・ボランティア募
集などの情報を提供して
います。市民活動を応援
する「あんじょう市民活
動情報サイト」をぜひ活
用してください。
■内 閲覧者�市民活動団体
が、どんな活動をして
いるのかがわかる。イ
ベントやボランティアへの参加が手軽に申し込める
掲載者�市民活動センターに登録すれば、センターを通じて、無料で情報
を掲載できる

　ＵＲＬ� http://www.genki３６５.com/anjo/
※市民活動センターホームページ（http://www.katch.ne.jp/̃center/）か
らもアクセスできます。

■問 市民活動課（�〈７１〉２２１８）

個別労働関係紛争
解決のあっせん

▼
▼


