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防災訓練を実施します�

■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。
いちじくマフィン教室　　　　　　　
■時 ９月５日�・６日�・１２日�・１３日
�

■定 各６０人（先着順）
■￥ ６００円
■申 当日午前９時３０分か
ら同クラブハウスへ

寄せ植え講座「和風のコンテナ」　　　
■時 ９月１１日�午前１０時
■定 ２０人
■￥ ３５００円
■講 野正 美  保  子 氏

み ほ こ

■申 ８月２０日�午前９時３０分より同クラ
ブハウスへ
フォトマスターＥＸ写真講座　　　　
■時 ９月１１日�・２５日�午前１０時（全２
回）
■定 ２０人
■￥ ２０００円
■講 鶴田 郁  夫 氏

いく お

■申 ８月２０日�午前９時３０分より同クラ
ブハウスへ
木工教室　　　　　　　　　　　　　
■時 ９月１２日�・１３日�午前１０時から
■定 各１００人（先着順）
■￥ ５００円から
アロマセラピー講座「クローゼット用
虫除けサシェを作りましょう」
■時 ９月１４日�午後１時３０分
■定 ２０人
■￥ ２５００円
■講 内藤 満  里  子 氏

ま り こ

■申 ８月２０日�午前９時３０分より同クラ
ブハウスへ

■時 ９月９日�午前１０時４５分～１１時４５分
■場 昭林公民館
■内 荒城の月（滝廉太郎）、浜千鳥（弘田竜
太郎）、赤とんぼ（山田耕筰）、川の流
れのように（見岳章）　出演�川角 美 

み

 都  理 
ど り

、平岩 雅  子 、森藤さちよ
まさ こ

■定 １５９人
■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１０人）
■申 ８月２６日�午前９時から整理券を昭
林公民館（�〈７７〉６６８８）で配布

デンパーククラブハウスの
教室・講座

▼
▼

朝のひとときコンサート ▼

　昨年の８月末豪雨から１年。市では「減災」を合言葉に防災対策を進めてい
ます。家庭でも、防災対策を万全にし、突然の災害に備えましょう。

市総合防災訓練　　　　　　　　　　　　　　　
■時 ８月２９日�午前８時３０分～正午
■場 安祥中学校
■問 防災課（�〈７１〉２２２０）、当日の問い合わせ（�〈７６〉
１１１１）
金融機関の防災訓練　　　　　　　　　　　　　
　郵便局など一部を除く市内の金融機関が一斉防
災訓練をします。午前１０時３０分から５分間程度、
各店舗の主要なシャッターを一部閉鎖する訓練も
あります。訓練実施時は平常どおり営業します。
■時 ９月１日�
■問 名古屋銀行協会（�０５２〈２３１〉７８５１）

■時 ９月１３日�午前９時３０分～午後３時
２０分（雨天中止）
■内 市役所西会館集合　行き先�デンパ
ーク、丈山苑（希望者のみ）
■￥ ６００円（丈山苑希望者は７００円）
■持 昼食・水筒・携帯雨具・敷物
■他 乗り合わせか公共交通機関でお越し
ください。
■問 市体育館（�〈７５〉３５３５）

デンパーク＆丈山苑歩け運動 ▼

■絵本講座「よみきかせの実技」
■時 ９月４日�・１１日�午前１０時～１１
時３０分（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 ８月２１日�午前９時から同館へ

■図書館友の会「みんなのひろば」
■時 ８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�
午前１１時３０分～正午、午後１時３０
分～２時　アニメ映画会（アラジ
ンとまほうのランプ、さるのきも、
レオナルド・ダ・ビンチ、グーテ
ンベルグ）�午後２時～３時１０分

７日�・１４日�・２４日�・２５日�・
２８日�

�������
��������������������

中央図書館の携帯用
ホームページへ��

講座・催し

中央図書館（�〈７６〉６１１１）

９月の休館日

�広報あんじょう　2009.8.15

おはなし会
８月２１日�
午前１０時３０分

このゆびと～まれ
（０～２歳）

８月２６日�
午前１０時３０分

おはなしまあだ
（２～５歳）

８月２７日�
午前１０時３０分

絵本好き集まれ！
－おすすめ絵本紹介－

８月２９日�
午前１１時

大人のための絵本朗読
会（一般）

９月１日�
午前１０時３０分

えほんとわらべうたの
会（０～２歳）

９月３日�
午前１０時３０分

おはなしゆりかご
（０～２歳）

９月５日�
午後３時

おはなしレストラン
（小学生以上）

９月９日�
午前１０時３０分

おはなしたまてばこ
（２～５歳）

９月１２日�
午後２時

おはなしどんどん
（幼児～小学校低学年）

９月１５日�
午前１０時３０分

えほんとわらべうたの
会（０～２歳）

９月１７日�
午前１０時３０分

いないいないばあ
（１～４歳）

９月１８日�
午前１０時３０分

えほんのとびら
（０～２歳）

９月２０日�
午後２時

かみしばいの会
（幼児～小学校低学年）

　笑いをテーマに、健康で生き生きと
暮らしていける秘けつを学びます。
■場 総合福祉センター
■対 市内在住の６０歳以上の人
■申 ８月２２日�午前９時から直接総合福
祉センター（�〈７７〉７８８８）へ
認知症おもしろ予防学　　　　　　　
■時 ９月９日�午後１時３０分～３時
■講 杉浦 法 

ほう

 笑 氏（日本笑い学会会員）
しょう

■定 ５０人（先着順）
元気さのみちしるべ　　　　　　　　
■時 ９月１６日�午後１時３０分～３時
■講 清水 高  子 氏（日本予防医学会理事、

たか こ

保健師）
■定 ５０人（先着順）
若さを保つ食事を作って楽しもう！　
■時 ９月３０日�午後１時３０分～３時
■講 古橋 秋  江 氏

あき え

■定 ３０人（先着順）
■￥ 食材費
いきいきと歩こう！　　　　　　　　
■時 １０月７日�午後１時３０分～３時
■講 �アクトス
■定 ４０人（先着順）

■時 ８月２６日�午後７時
■場 東端公民館
■内 衣浦東部都市計画公園油ヶ淵水辺公
園の都市計画変更について
■他 説明会の開催概要と当日配布資料を
８月１７日�より公園緑地課・県知立
建設事務所で閲覧可能。同事務所の
ウェブサイトにも掲載。
■問 公園緑地課（�〈７１〉２２４４）、県知立建
設事務所都市施設整備課（�〈８２〉
６４９３）

■時 ９月２７日�午前９時～午後４時
■場 刈谷城址・椎の木屋敷・郷土資料館・
 楞 
りょう

 厳  寺 （刈谷市）、 緒  川 城址・ 乾  坤  院 
ごん じ お がわ けん こん いん

（東浦町）
■内 徳川家康の生母於大が生まれ育った
ゆかりの地を訪ねます

■対 市内在住の人
■定 ２０人（定員を超えた場合は抽せん）
■￥ １５２０円（昼食代を含む）
■持 筆記用具・かさ・水筒
■申 はがきに住所・氏名・年齢・電話番
号を記入し、８月２８日�まで（当日
消印有効）に歴史博物館「あおぞら歴
史教室」係（〒４４６－００２６安城町城堀
３０）へ
■問 歴史博物館（�〈７７〉４４７７）

■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。

あおぞら歴史教室 ▼

油ヶ淵水辺公園説明会 ▼

介護予防教室
「介護予防って何？」

▼
▼

■時 １０月１日�～１１月３０日�の毎週�～
�午後１時～５時

■場 �岡崎情報開発センター（岡崎市）
■内 パソコンの基礎から応用までの技術
習得

■対 身体・精神障害者手帳所持者で、健
常者用のパソコン操作の可能な人
（車いす不可）
■定 ５人
　※面接による選考あり。
■申 ９月１０日�までに、ハローワーク刈
谷（�〈２１〉５００１）へ

■問 障害福祉課（�〈７１〉２２２５）、愛知障害
者職業能力開発校（�０５３３〈９３〉２１０２）、
ハローワーク刈谷（�〈２１〉５００１）

■対 来年度、小・中・高等学校に入学予
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９日�、１０月８日�
■対 知的な発達に遅れや情緒に障害のあ
る子ども

■問 同校（�〈９９〉３３４５）
岡崎養護学校（岡崎市）　　　　　　　
■時 ９月１０日�、１０月９日�
■対 手足の不自由な子ども
■問 同校（�０５６４〈４８〉２６０１）
ひいらぎ養護学校（半田市）　　　　　
■時 １０月６日�・２８日�
■対 手足の不自由な子ども
■問 同校（�０５６９〈２６〉７１３１）
大府養護学校（大府市）　　　　　　　
■時 １０月１３日�、１１月２０日�
■対 病気で入院している子ども
■問 同校（�０５６２〈４８〉５３１１）

県障害者委託訓練
「パソコンスタートコース」

▼
▼

県立養護学校の体験入学 ▼

■場 ■問 歴史博物館（�〈７７〉６６５５）
連続講座「三河の古典をたずねる⑥」　
■時 ９月１２日�午後２時
■内 熊野信仰と伊勢信仰
■講 白井 伸  昂 氏（仏教文学会会員）

のぶ たか

歴博講座　　　　　　　　　　　　　
■時 ９月１３日�午後２時
■内 聖徳太子の嫁とり話

歴史博物館の催し ▼

■時 ９月１日�～５日�・８日�～１１日
�・１５日�～１９日�・２１日�～２３日
�・２５日�・２６日�・２９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）

土器づくり教室 ▼

■時 ９月６日�午後１時３０分～２時３０分
■内 エクササイズガイドについて
■講 和田 昌  樹 氏（あいち健康プラザ健康

まさ き

運動指導士）
■場 ■問 市保健センター（�〈７６〉１１３３）

市民健康講座 ▼
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■時 ９月３日�午後１時・２時１５分・３
時３０分
■場 市保健センター
■内 臨床心理士による悩み相談
■対 家族が以下の状態で、接し方につい
て困っている人
�最近、どうも元気がなく、いつもと
様子が違う。
�最近、不眠、食欲不振、イライラと
いったうつ傾向があり、何だか調子
がおかしい。
　※家族が精神科、心療内科に通院治
療している人を除く。
■定 ３人（先着順、要予約）
　※相談は１時間程度。
■申 ８月２０日�午前８時３０分から市保健
センター（�〈７６〉１１３３）へ

家族のための
こころホッと相談日

▼
▼

■問 安城消防署予防係（�〈７５〉２４６０）
危険物取扱者試験　　　　　　　　　
■時 一般�１０月１１日�、高校�１１月１日
�

■場 一般・高校�名古屋市内
■内 一般�乙種第１～６類・丙種、高校
�乙種第４類・丙種
■申 ９月７日�～１６日�に願書を郵送・
持参で�消防試験研究センター愛知
県支部へ（願書は８月２４日�から消
防各署所で配布。高校は学校ごとの
一括受験申請に限ります）

乙種第４類予備講習会　　　　　　　
■時 １０月１日�
■場 碧南市文化会館
■定 １５０人（先着順）
■￥ ８０００円（テキスト代を含む）
■申 ８月２４日�からの午前９時～午後５
時（����を除く）に、受講料を持
って安城消防署予防係へ

危険物取扱者試験・
予備講習会

▼
▼

■場 ■問 丈山苑（�〈９２〉７７８０）
■￥ 入苑料１００円（中学生以下無料）
秋の夜間開苑　　　　　　　　　　　
■時 ９月５日�・６日�
■内 開苑時間を午後９時まで延長します
（入苑は午後８時３０分まで）。秋の夜
長のひととき、名月を詩泉閣・庭園
からお楽しみください。

「嘯月楼（しょうげつろう）」観月吟詠会
■時 ９月５日�午後５時～８時
■内 詩吟と琴の演奏
野草展　　　　　　　　　　　　　　
■時 ９月１１日�～１３日�午前９時～午後
５時（１１日は午後１時から、１３日は
午後４時まで）
　※入苑は午後４時３０分まで。

丈山苑の催し ▼

■時 ９月２日�～１４日�
■内 デンパーク花の講師の内藤 満  里  子 氏

ま り こ

と生徒の作品を展示
■場 ■問 デンパーク（�〈９２〉７１１１）

ハーブ＆ポプリ展 ▼

■対 ■時 ■場 乳幼児 ▼８日�・２９日��南部
公民館、９日�・３０日��東部公民
館、１０日�・１７日��安祥公民館、
４日�・１８日��高棚町公民館いず
れも午前１０時～１１時
■問 子ども課子育て支援係（�〈７１〉２２２９）

９月の移動児童館 ▼

■時 ８月２５日�～３０日�午前９時～午後
５時
■内 市民の天体写真・オリジナル星座の
絵の展示
■場 ■問 文化センター（�〈７６〉１５１５）

天文作品展 ▼

■時 １０月１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 １０組程度（先着順）
■￥ １人４００円
■持 エプロン、手ふきタオル、筆記用具、
子ども用の上履き
■申 ８月２４日�～９月２５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

■時 植え付け�９月１９日�午前９時～正
午、収穫�１２月１９日�午前９時～正
午
■内 ジャガイモ、キャベツ、ブロッコリ
ーの植え付けと収穫　集合場所�デ
ンパーク第４駐車場
■対 両日とも参加できる市内在住の中学
生以下の子どもとその家族
■定 ５０組（先着順）
■￥ １組１０００円
■持 農作業のできる汚れてもよい服装、
長靴、手袋、タオル、水筒
■申 申込用紙を郵送・ファクスで８月２０
日�～３１日�（必着）に農務課（�〈７１〉
２２３３）へ
　※申込用紙は午前８時３０分～午後５
時１５分（��を除く）に同課、市公式
ウェブサイトで配布。

親子栄養スクール ▼

安城農業士会
野菜の植え付け収穫体験

▼
▼

■時 ８月２９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
地元保育園・小学校の催し物
■問 商工課（�〈７１〉２２３５)、三河安城商店
街振興組合小林さん（�〈７４〉２８８０)

三河安城フェスタ２００９ ▼
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■内 暴力団追放運動の趣旨に合い、市民に強く訴えるもので、１人３点まで応
募可。　賞�１位１万円分、２位７０００円分、３位５０００円分の商品券（中学
生以下は図書カード）

■対 市内在住・在勤・在学の小学生以上の人
■他 作品に関する権利は暴力追放推進協議会に帰属します。（優秀作品は全国暴
力追放運動モデル標語に応募）

■申 ９月１８日�（当日消印有効）までに、郵送・Ｅメールで、作品と住所・氏名・
年齢・電話番号（市外在住者は勤務先名と所在地または学校名）を記入し、
市民安全課（〒４４６－８５０１住所記載不要／anzen@city.anjo.aichi.jp／�
〈７１〉２２１９）へ
※Ｅメールで応募する人は、件名を「暴力追放標語」としてください。

　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

■申 事前にファミリー・サポート・セン
ター（�〈７２〉２３１５）へ

依頼会員希望者の入会説明会　　　　
　毎月２回説明会を開催しています。
提供会員希望者の講習会　　　　　　
■時 ９月８日�午前９時～午後３時３０分
　※保育サポーターの資格のある人は
講習会を免除。

　同基金では、植林や保育など山の管
理と、上下流の交流に努めています。
皆さんも交流活動への参加、基金への
寄付にご理解とご協力をお願いします。
■問 �矢作川水源基金事務局（�０５６４〈２３〉
２６４５）

■時 ９月１７日�午前１０時～午後４時
■場 西尾信用金庫安城支店
■問 市保健センター（�〈７６〉１１３３）

　市民が道路・河川
など公共施設の里親
となり、愛情と責任
をもって定期的に清
掃などの美化活動を
するアダプトプログラムという制度が
あります。現在市内では、この制度に
より２８団体が活動しています。今回、
新たにボランティアを募集します。（市
が、清掃道具の無償貸与などの支援を
します）
■対 個人・団体・事業所など
■問 清掃事業所（�〈７６〉３０５３）

６月分／受け付け順／敬称略
市社会福祉協議会　善意銀行／福祉基金
福祉ふれあいダンス、ひょうたん会、
細井宏子、青少年の家利用者、北部公
民館利用者、ほほえみダンス、総合斎
苑利用者、総合福祉センター利用者、
ボールセンター安城店、野村君江、東
端の老人、安城市仏教会、日本モウル
ド工業㈱、前田正子、石川正磨、カリ
ツ―㈱、中部ふれあいダンス、安城の
歴史を学ぶ会、ＡＢホテル、匿名
市役所関係　　　　　　　　　　　　
美竹会代表者野々山美代子、㈱ジップ
ドラッグ代表取締役社長奥川直和、匿
名

　北明治町内
会連合会では、
平成２１年度コ
ミュニティ助
成事業として、
�自治総合セ
ンターによる
宝くじの助成
金 で、備 品
（お祭り用や
ぐら・宮太鼓
一式・テント２張・室外音響設備一式・
やきとり機・トランシーバー１０個など）
を整備しました。
※コミュニティ助成事業を受けるには、
人口急増地域であることと、市から
コミュニティ推進地区指定を受け、
２年間の事業を完了した地域である
ことが必要です。
■問 市民活動課（�〈７１〉２２１８）

■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
ありがとうございます

▼
▼

ファミリー・サポート・
センターの会員

▼
▼

環境美化ボランティア ▼

９月の献血日程 ▼

矢作川水源基金に
ご理解・ご協力を

▼
▼

コミュニティ助成事業 ▼

　障害者福祉タクシー料金助成利用券
の対象会社である「愛知つばめ交通�
碧南営業所」が８月１５日付けで閉鎖し
ました。利用者はご注意ください。
■問 障害福祉課（�〈７１〉２２２５）

障害者福祉タクシーを利用
する皆さんへ

▼
▼
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　建築基準
法に基づく
指定道路台
帳を整備す
るため、市
内全域の道
路の現地調
査をします。期間中は身分証明書を携
帯した調査員が測量・道路状況を確認
します。
■時 ８月中旬～来年９月末
■問 建築課（�〈７１〉２２４１）

道路調査 ▼


