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■劇団ぺぽ・人形劇公演
■時 １０月１０日松午後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）
■申 ９月２０日掌午前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　このえほ
んのとびらの「にこにこ会」
■時 １０月８日昭・２２日昭・２９日昭、１１
月１２日昭午前１０時３０分～１１時（全
４回）

■対 未受講で４回とも参加できる１０か
月までの乳児とその保護者

■定 １５組（先着順）
■申 １０月１日昭午前９時から同館へ

５日捷・１３日昇・１９日捷・２３日晶・
２６日捷

おはなし会

１０月の休館日

図書館へ行こう
Let's go to library!

中央図書館の携帯用
ホームページへ葛葛

お知らせ

中央図書館（緯〈７６〉６１１１）

９月２３日抄

午前１０時３０分
おはなしまあだ
（２～５歳）

９月２６日松

午前１１時
大人のための絵本朗読
会（一般）

９月３０日昌

午前１０時３０分
絵本好き集まれ！
－おすすめ絵本紹介－

１０月１日昭

午前１０時３０分
おはなしゆりかご
（０～２歳）

１０月３日松

午後３時
おはなしレストラン
（小学生以上）

１０月６日昇

午前１０時３０分
えほんとわらべうたの
会（０～２歳）

１０月１４日昌

午前１０時３０分
おはなしたまてばこ
（２～５歳）

１０月１５日昭

午前１０時３０分
いないいないばあ
（１～４歳）

１０月１６日晶

午前１０時３０分
このゆびと～まれ
（０～２歳）

１０月１８日掌

午後２時
かみしばいの会
（幼児～小学校低学年）

１０月２０日昇

午前１０時３０分
えほんとわらべうたの
会（０～２歳）

■場 ■問 同クラブハウス（緯〈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。
カラフル粘土教室　　　　　　　　　
■時 １０月３日松・４日掌午前１０時から
■定 各１００人（先着順）
■￥ ５００円から
いちじくマフィン教室　　　　　　　
■時 １０月３日松・
４日掌・１０日
松～１２日抄

■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

手作りパン教室　　　　　　　　　　
■時 １０月３日松・
４日掌・１０日
松～１２日抄

■定 各９６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

木工ペイント教室　　　　　　　　　
■時 １０月１０日松～１２日抄午前１０時から
■定 各１００人（先着順）
■￥ ５００円から
フラワーアレンジメント講座「収穫の
効果～花と野菜の調和～」
■時 １０月１９日捷午後１時３０分
■講 山口 秋  子 氏

あき こ

■定 ２０人
■￥ ３０００円
■申 ９月２０日掌午前９時３０分より同クラ
ブハウスへ

■場 ■問 デンパーク（緯〈９２〉７１１１）
夜間開園延長　　　　　　　　　　　
■時 ９月１９日松～２１日抄

■内 開園時間を午後９時まで延長
竹あかり　　　　　　　　　　　　　

■時 ９月１９日松～２１日抄夕方から
■内 市民参加のあかりアートと竹を使用
した幻想的なあかり
草笛教室　　　　　　　　　　　　　
■時 ９月１９日松・２０日掌午前１１時・午後
２時

■講 前田 幸  汪 氏（草笛名人）
ゆき ひろ

コンサート「月夜のしらべ」　　　　　
■内 ■時 「 梵  迦 」獅９月１９日松午後５時・７

ぼん が

時３０分　「 打  雅  奴 」獅９月２０日掌午後
だ が や

５時・７時
エコ石けん作り　　　　　　　　　　
■時 ９月２０日掌午後１時～３時３０分
■定 １００人（先着順）
エコキャンドル作り　　　　　　　　
■時 ９月２１日抄午後１時・２時・３時・
４時

■定 各２０人（先着順）
秋の夜空の天体観測　　　　　　　　
■時 ９月２０日掌午後７時
もちつき　　　　　　　　　　　　　
■時 ９月２１日抄午後７時
サルビアンショー　　　　　　　　　
■時 ９月２２日承午後１時
中国雑技ショー　　　　　　　　　　
■時 ９月２２日承・２３日抄午前１１時・午後
３時

■他 中国ごまの体験会もあり
懐かしの遊びコーナー　　　　　　　
■時 ９月１９日松～２３日抄

■内 竹馬やこまなど懐かしい遊びを体験
■他 ２２日承・２３日抄はこま回し大会を開
催

デンパーククラブハウスの
教室・講座

■時 ９月３０日昌～１０月５日捷

■場 デンパーク館展示ルーム
■問 デンパーク（緯〈９２〉７１１１）

■時 １０月３日松午前９時３０分～午後１時
（予備日１０月４日掌）

■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

■他 転売目的の人はお断りします
■場 ■問 デンパーク（緯〈９２〉７１１１）

デンパーク「押花アート展」

デンパーク
グリーンマーケット

デンパーク「仲秋の宴」
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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 １０月１５日昭～来年２月２５日昭の毎週
昭午前９時３０分～正午（１０月２９日、
１１月２６日、１２月２４日・３１日、来年１
月２８日、２月１１日を除く、全１４回）

■内 花瓶や器などの作成
■対 市内在住の身体障害者・知的障害者
で１６歳以上の人
　※障害の程度によって、付き添いを
お願いする場合があります。

■定 １５人（定員を超えた場合は抽せん）
■￥ １５００円程度
■申 ９月１５日昇～３０日昌午前９時～午後
５時に直接市総合福祉センターへ
　※電話申し込み不可。
■場 ■問 市総合福祉センター（緯〈７７〉７８８８）

身体障害者デイサービス
陶芸講座

■時 １０月１７日松午後６時３０分～８時１０分
■場 昭林公民館
■内 ハーモニカの世界　第一部獅童謡か
らジャズまでをクロマチックハーモ
ニカで演奏　第二部獅二重奏から五
重奏までハーモニカアンサンブルの
調べ　曲目獅赤とんぼ（山田耕筰）、
鈴懸の道（灰田有紀彦）、コンドルは
飛んでゆく（アロミア＝ロブロス）、
詩人と農夫（スッペ）ほか　出演獅大
澤 龍  己 

たつ み

（ハーモニカ）、菅沼 直 （ピアノ
なお

伴奏）、ハーモニカアンサンブル　パ
ライーゾ（小澤 邦  夫 ほか）

くに お

■定 １５９人
■他 未就学児の入場はご遠慮ください
■申 １０月３日松午前９時から整理券を昭
林公民館（緯〈７７〉６６８８）で配布

■場 ■問 歴史博物館（緯〈７７〉６６５５）
ミュージアム・コンサート　　　　　
■時 １０月４日掌午後２時
■内 望月 雄  史 ギタートリオによる演奏

たけ し

企画展講演会　　　　　　　　　　　
■時 １０月１７日松午後２時
■内 松平清康と松平信定
■講 村岡 幹  生 氏（中京大学准教授）

みき お

体験講座　　　　　　　　　　　　　
■時 １０月１８日掌・２５日掌、１１月１日掌・
３日抄・１５日掌・２２日掌・２９日掌午
前９時３０分・１０時３０分・１１時３０分・
午後１時３０分・２時３０分

■内 鎧を着て常設展示を見学
■￥ ３００円（中学生以下無料）
■申 １０月４日掌まで（消印有効）に、往復
はがきに申込代表者の氏名・住所・
電話番号・希望日時（第１～第３希
望）・希望者の数（４人まで）・希望者
全員の年齢・身長を記入し、歴史博
物館（〒４４６－００２６安城町城堀３０）へ

歴史博物館の催し

■申 ９月２４日昭午前９時から電話で市子
育て支援センター（緯〈７３〉６３３６）へ

■他 １人１講習まで
親子で遊ぼう会　　　　　　　　　　
■時 １０月１５日昭午前９時３０分～正午
■場 桜井福祉センター
■内 歌って踊ってみんなで遊ぼう
■対 乳幼児とその保護者
■定 ５０組（先着順）
子育て何でも相談広場　　　　　　　
■時 １０月１９日捷午前１０時～１１時３０分
■場 錦保育園
■内 入園を控えての子育て
■対 乳幼児とその保護者
■定 １５組（先着順）
親子遊び講習会　　　　　　　　　　
■時 １０月２１日昌午前１０時～１１時３０分
■場 あけぼの保育園
■内 ベビーマッサージ
■対 乳幼児とその保護者
■定 ２０組（先着順）

子育て支援センター講習会

昭林コンサート

■対 ■時 ■場 乳幼児 ▼６日昇・２７日昇獅南部
公民館、７日昌・２８日昌獅東部公民
館、８日昭・２２日昭獅安祥公民館、
９日晶・２３日晶獅高棚町公民館いず
れも午前１０時～１１時

■問 子ども課子育て支援係（緯〈７１〉２２２９）

１０月の移動児童館

■時 １０月８日昭午後１時３０分～２時３０分
■内 演題獅禁煙したい人応援します～タ
バコのこと見直してみませんか？～

■講 山口 佳  久 氏（山口旭薬局薬剤師）
よし ひさ

■場 ■問 市保健センター（緯〈７６〉１１３３）

市民健康講座

■時 １０月３０日晶午前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　献立獅三色
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 ９月２５日晶～１０月２３日晶午前８時３０
分～午後５時１５分（松掌抄を除く）に
市保健センター（緯〈７６〉１１３３）へ

親子栄養スクール

■時 １０月１日昭～３日松、６日昇～１０日
松、１２日抄、１４日昌～１７日松、２０日昇

～２４日松、２７日昇～３１日松午後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（緯〈７７〉４４９０）

土器づくり教室

■時 １０月１７日松～１１月１５日掌午前９時～
午後４時３０分（捷、１１月１０日昇を除
く）

■場 堀内公園
■問 市教育委員会総務課（緯〈７１〉２２５３）

小・中学校秋花壇写真展
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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日の捷～晶、放課後～午後６時４５分（抄・年末
年始を除く）　※松、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日昭～１６日晶（掌抄を除く）午後２時～６時に各児童クラブまたは１０
月１日昭～３０日晶（松掌抄を除く）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）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／緯〈７４〉３６６４）、ひまわりクラブ（御幸本町
／緯〈７４〉４４００）、学童保育みつばちぶんぶんクラブ（住吉町／緯〈９８〉７７０２）、
安城つくしクラブ（緑町／緯〈７６〉７５６７）、池浦児童クラブ（池浦町／緯〈７２〉
３３３３）

■問 各児童クラブへ
■他 市公式ウェブサイトにも情報を掲載しています。

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

■内 特別養護老人ホーム（１か所）の設置
運営

■対 既設法人獅安城市・岡崎市・碧南市・
刈谷市・西尾市・知立市・高浜市・
一色町・吉良町・幡豆町・幸田町・
豊田市で特別養護老人ホームを設置
運営している社会福祉法人
新設法人（新たに特別養護老人ホー
ムを設置運営しようとする既設法人
を含む）獅代表者が今年４月１日か
ら引き続き安城市に住所を有するも
のまたは当該事務所の所在地を安城
市内に置くもの

■他 説明会を９月２９日昇午後２時から市
役所第２２会議室で開催します。

■申 １０月５日捷～１１月２０日晶（松掌抄を
除く）に介護保険課へ
　※募集要項・応募申請書は同課・市
公式ウェブサイトで配布。

■問 介護保険課（緯〈７１〉２２２６）

■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」の言葉を入れたもの
　※用紙は画用紙。大きさ・絵の具、
色数などの制限なし。

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

■申 １０月１８日掌までに青少年の家（緯〈７６〉
３４３２）へ

「家庭の日」ポスター特別養護老人ホーム
設置運営者

■内 募集科獅機械科、縫製科、木工科、
陶磁器科、紙器製造科　訓練期間獅

１年間（全寮制）
■定 各２０人
■対 知的障害があり、義務教育を修了ま
たは来年３月卒業見込みの人

■申 １０月１日昭～来年３月１９日晶に入校
願書、療育手帳の写しをハローワー
ク刈谷（〒４４８－８６０９刈谷市若松町１
－４６－３／緯〈２１〉５００１）へ

■問 障害福祉課（緯〈７１〉２２２５）、春日台職
業訓練校（愛知県心身障害者コロニ
ー内／（緯０５６８〈８８〉０８１１）

平成２２年度愛知県春日台
職業訓練校訓練生

　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、私物を道路や
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。
　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 申請書と必要書類を持って維持管理
課（緯〈７１〉２２３７）へ
　※申請書は同課で配布。

違反広告物追放推進
ボランティア団体

広報あんじょう　2009.9.15峨

■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。

■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

電話中学校名電話中学校名
〈９８〉１５３１東 山〈７５〉３５３１安城南
〈７６〉１７７７篠 目〈７５〉３５２５安城北

〈７６〉２３２０安城西

◆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

〈７６〉８７７３祥 南〈７５〉２７２１安城中部
〈９２〉００２４丈 山〈７６〉２３３２安城南部
〈７６〉４４４９二本木〈７６〉２３０３安城西部
〈９８〉５９００里 町〈７６〉２３３４安城東部
〈７５〉３００３桜 町〈９８〉０８２５安城北部
〈９９〉３７７７桜 林〈７５〉２７２５錦 町
〈９８〉３０３３今 池〈９７〉８２０２志 貴
〈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

　１０月１日昭から、メーカーを問わず
利用できます。持ち込みには、郵便局
で購入できる家電リサイクル券と、払
込受付証明書が必要です。
■内 利用可能場所獅トーエイ叙岡崎営業
所（岡崎市大平町字建石１６－１／緯

０５６４〈６５〉５１８１）、日通三河運輸叙岡崎
取扱所（岡崎市大平町字欠下５１／緯

０５６４〈２２〉８６５５）
■問 清掃事業所（緯〈７６〉３０５３）

■時 １０月１日昭午後１時・２時１５分・３
時３０分

■場 市保健センター
■対 うつ傾向のある家族との接し方につ
いて困っている人
　※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 ９月２４日昭午前８時３０分から市保健
センター（緯〈７６〉１１３３）へ

■他 ９月１０日昭～１６日昌は「自殺予防週
間」。自殺を考えている人の心のサイ
ンに気づき、自殺予防につなげる一
人ひとりの取り組みが必要です。

　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。
■時 １０月５日捷午前１０時～午後４時
■他 １人３０分予約制
■場 ■問 市役所相談室（緯〈７１〉２２２２）

全国一斉司法書士法律相談
　詳細は、豊橋河川事務所窓口・ウェ
ブサイト、市土木課窓口で閲覧できま
す。
■内 今後おおむね３０年間の、矢作川水系
の具体的な河川整備の目標と、実施
する内容

■問 豊橋河川事務所調査課（緯０５３２〈４８〉
８１０７）、市土木課（緯〈７１〉２２３９）

矢作川水系河川整備計画
を策定

家電リサイクル法対象品目
引き取り場所の共有化

　１０月１日昭から、宿泊者全員の押印
が必要になります。氏名の横に朱肉印
で押印ください。スタンプ印・ゴム印
は不可。
■申 宿泊日の３か月前～３日前に申請書
を記入し、商工課、南部・桜井支所、
北部出張所へ

■問 商工課（緯〈７１〉２２３５）

安城市民保養事業
利用申請書に押印を

　換水清掃・施設点検のため休館します。
■時 １０月１日昭～１９日捷

■他 １日昭～４日掌・６日昇～１１日掌・
１７日松・１８日掌午前１０時～午後９時
はトレーニングジムのみ営業（シャ
ワー・空調使用不可）

■問 マーメイドパレス（緯〈９２〉７３５１）

マーメイドパレスの休館

７月分／受け付け順／敬称略
市社会福祉協議会　善意銀行　　　　
安城福祉ふれあいダンス、渡辺幸子、
㈱東海特装車、野村君江、東端の老人、
マキタユニオン、中部ふれあいダンス、
ボールセンター安城店、愛知県労働者
福祉協議会西三河支部安城地区友の会、
アイシン企業年金基金、竹内孝税理士
事務所、総合福祉さわやかダンス、Ｊ
Ａあいち経済連、ＪＡあいち経済連店
舗情報センター、匿名
市役所関係　　　　　　　　　　　　
近藤博文（６月分）、除モラロジー研究
所安城モラロジー事務所代表世話人林
志郎

福祉への善意
ありがとうございます

　納期に金融機関や市役所へ出かける
手間が省け、口座から自動的に振替納
付されますので、納め忘れもありません。
　なお、来年度から前納報奨金制度を
廃止するため、９月下旬に、前納の口
座振替利用者へ振替方法の確認をします。
■問 納税課（緯〈７１〉２２１６）

市税の納付は口座振替で

　ペットは命ある生き物、家族の一員
です。愛情と責任をもって飼いましょう。
■問 市保健センター（緯〈７６〉１１３３）
９月２０日掌～２６日松は動物愛護週間　
　飼い主の身勝手な理由でペットを捨
てないでください。繁殖を希望しない
なら、去勢や避妊手術をしましょう。
　野良猫にエサを与えないでください。
ふん尿が衛生環境の悪化やトラブルを
引き起こし、繁殖して不幸な命が増え
ていきます。エサを与えるなら、自宅
に連れ帰り責任をもって飼育しましょう。
　ふんの放置、リードをつけずに散歩
することはマナー違反です。ほかの人
に迷惑をかけない飼育をしましょう。
９月２８日捷は世界狂犬病予防デー　　
　狂犬病は、一度感染するとほぼ
１００％死に至る恐ろしい病気です。犬
を飼ったら、必ず登録して予防接種を
受けさせてください。日本国内での感
染は、昭和３２年以降ありませんが、海
外では、毎年５万５０００人が感染し死亡
しており、決して根絶された病気では
ありません。人への主な感染ルートは
犬にかまれることです。

人と動物が共生する町を

家族のための
こころホッと相談日


