
■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。
さつまいも茶巾教室　　　　　　　　
■時 １０月３１日松、１１月
１日掌・３日抄・
７日松・８日掌・
１４日松・１５日掌

■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
手作りパン教室　　　　　　　　　　
■時 １０月３１日松、１１
月１日掌・３日
抄・７日松・８
日掌・１４日松・
１５日掌

■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
ジェルキャンドル教室　　　　　　　
■時 １１月７日松・８日掌午前１０時から
■定 各１００人（当日先着順）
■￥ １２００円から
木工ペイント教室　　　　　　　　　
■時 １１月１４日松・１５日掌午前１０時から
■定 各１００人（当日先着順）
■￥ ５００円から
フラワーアレンジメント講座「木の実
で作るオーナメント」
■時 １１月１６日捷午後１時３０分
■講 山口 秋  子 氏

あき こ

■定 ２０人
■￥ ３０００円
■申 １０月１９日捷午前９時３０分から同クラ
ブハウスへ

■お母さんのための絵本講座（後期）
■時 １１月６日晶・１３日晶・２０日晶・２７
日晶午前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２７日昇午前９時から同館へ

■読書感想画展＆手づくりかみしばい展
■時 １０月３１日松～１１月１７日昇

■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

■１１月以降も平日は開館時間を延長
■時 昇～晶（抄、休館日を除く）獅午前
９時～午後７時　松掌抄獅午前９
時～午後５時　※地区公民館図書
室は開館日の午後８時まで。ただ
し、午後５時以降は、予約した本
の受け取り・貸し出し・返却のみ。

２日捷・４日昌・９日捷・１６日捷・
２４日昇・３０日捷

おはなし会

１１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
ウェブサイトへ葛葛

お知らせ

中央図書館（緯〈７６〉６１１１）

１０月２４日松

午前１１時
大人のための絵本朗読
会（一般）

１０月２８日昌

午前１０時３０分
おはなしまあだ
（２～５歳）

１０月３０日晶

午前１０時３０分
絵本好き集まれ！
－おすすめ絵本紹介－

１１月５日昭

午前１０時３０分
おはなしゆりかご
（０～２歳）

１１月７日松

午後３時
おはなしレストラン
（小学生以上）

１１月１０日昇・
１７日昇

午前１０時３０分

えほんとわらべうたの
会（０～２歳）

１１月１１日昌

午前１０時３０分
おはなしたまてばこ
（２～５歳）

１１月１４日松

午後２時
おはなしどんどん
（幼児～小学校低学年）

１１月１５日掌

午後２時
かみしばいの会
（幼児～小学校低学年）

１１月１９日昭

午前１０時３０分
いないいないばあ
（１～４歳）

１１月２０日晶

午前１０時３０分
えほんのとびら
（０～２歳）

■場 ■問 市保健センター（緯〈７６〉１１３３）
「糖尿病の気がある」と言われたら～早
く知ろう自分の体の内の状態を～
■時 １０月２２日昭午後１時３０分～２時３０分
■講 藤井 徹 氏（八千代病院医師）

とおる

現代にも妖怪はいる随～もっと深く理
解する健康診断の結果～
■時 １０月２９日昭午後１時３０分～２時３０分
■講 渡部 圭  一  朗 氏（わたべクリニック医

けい いち ろう

師）
お口のアンチエイジング　　　　　　
■時 １１月５日昭午後１時３０分～２時３０分
■講 大見 亨 

きょう

 平 氏（秋葉歯科医院歯科医師）
へい

■場 ■問 デンパーク（緯〈９２〉７１１１）
鈴木紫津イラスト原画展「Hygge（ヒ
ューゲ）～あたたかさ・やさしさ・た
のしさ」
■時 １０月２１日昌～１１月３日抄

■内 子どもをテーマに描く優しいイラス
ト原画展

愛知県菊花展覧会　　　　　　　　　
■時 １１月５日昭～９日捷

■内 菊花４３０鉢を一同に展示

■時 １０月２４日松・２５日掌午前９時３０分～
午後４時３０分

■内 デンパークの
花壇苗生産者
グループの花
販売、富山県
砺波市観光協
会のチューリ
ップフェアＰ
Ｒと特産品の
販売

■場 ■問 デンパーク
（緯〈９２〉７１１１）

フラワーマーケット＆砺波
特産品販売会

デンパーク展示会

■時 １１月２７日晶午前
９時～正午

■場 衣浦東部保健所
（刈谷市）

■内 救急 蘇  生 法、Ａ
そ せい

ＥＤを用いた応急手当
■対 安城・碧南・刈谷・知立・高浜市在
住、在勤の人

■定 ３０人程度（先着順）
■申 １０月２０日昇～１１月１３日晶に衣浦東部
保健所総務企画課（緯〈２１〉４７７８）へ

市民健康講座

ＡＥＤ講習会
デンパーククラブハウスの
教室・講座

我広報あんじょう　2009.10.15

■対 ■時 ■場 乳幼児 ▼１０日昇・１７日昇獅南部
公民館、１１日昌・２５日昌獅東部公民
館、５日昭・１９日昭獅安祥公民館、
６日晶・２７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）

１１月の移動児童館

■時 １１月２９日掌午後１時３０分～３時３０分
■場 勤労青少年水上スポーツセンター
（碧南市）

■内 ガーデニングの説明とコンテナへの
配植作業
　※作成したコンテナは公園予定地で
展示。

■定 ４０人（定員を超えた場合は抽せん）
■申 １０月２８日昌までに、住所・氏名・連
絡先を電話・Ｅメールで県知立建設
事務所都市施設整備課（緯〈８２〉
６４９３／abu-park@pref.aichi.lg.jp）
へ

油ヶ淵水辺公園関連行事
ガーデニング講座

■時 １１月２３日抄午前１０時３０分～１１時３０分
■場 桜井公民館
■内 ねずみのすもうほか
■対 幼児とその保護者、小学生
■定 ２００人（先着順）
■申 １１月７日松午前９時３０分から整理券
を桜井公民館（緯〈９９〉３３１３）で配布

■時 １１月８日掌午前１０時～１１時
■場 中部公民館
■内 おむすびころりん・さんびきのこぶ
た

■対 幼児とその保護者、小学生
■定 １５０人（先着順）
■申 １０月２５日掌から整理券を中部公民館
（緯〈７４〉８５７０）で配布

人形劇・パネルシアター

■時 ■場 １０月２７日昇午後２時～３時３０分獅

文化センター　１１月１５日掌午後２時
～３時３０分獅中部公民館

■内 ダンボールコンポストＱ＆Ａ、たい
肥の熟成、できたたい肥の使い方

■講 消費生活学校
■対 市内在住で、現在・過去にダンボー
ルコンポストで生ごみ減量に取り組
んでいる人

■定 ２０人程度
■申 開催日の２日前までに消費生活学校
浅田奈津子さん（緯０９０〈８４２２〉４２８６）
へ

■問 清掃事業所（緯〈７６〉３０５３）

■時 １１月１日掌午前９時～午後１時
■場 ＪＡあいち中央桜井支店
■内 北コース（約６．５㎞）獅ＪＡあいち中
央桜井支店⇒桜井神社⇒堀内公園⇒
円光寺⇒菩提寺⇒桜井福祉センター
⇒ＪＡあいち中央桜井支店
　南コース（約７．５㎞）獅ＪＡあいち中
央桜井支店⇒鹿乗川⇒蓮泉寺⇒神明
社⇒姫西せせらぎ公園⇒社会福祉法
人聖清会ハルナ⇒桜井福祉センター
⇒ＪＡあいち中央桜井支店
　※いずれのコースにも秋の味覚、花
の苗のプレゼントがあります。

■持 リュックサック
■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（緯〈７１〉２２４６）

人形劇

桜井スタンプ
ウオークラリー

ダンボールコンポスト体験
者フォローアップ講座

■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。

　法制度の正しい理解と適正な事業運
営の確保、関係労働者の就労条件の整
備を図るための研修会を開催します。
■時 １０月２９日昭午後１時３０分
■場 市民会館
■対 派遣元、派遣先、請負発注者、請負
受託者

■問 愛知労働局需給調整事業第二課（緯

０５２〈２１９〉５５８７）、市商工課（緯〈７１〉２２
３５）

派遣・請負事業研修会
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　県内唯一の天然湖沼「油ヶ淵」
を、一日も早くきれいな湖にす
るため、みんなで考える水質浄
化促進イベントを開催します。
■時 １１月６日晶午後１時３０分～４
時３０分

■場 文化センター
■内 丈山小学校の水質浄化への取
り組み紹介、市民モニタリン
グ調査活動発表、油ヶ淵の水
質浄化に関する展示、笑福亭
学光氏（落語家）の環境寄席「自
分のためは地球のため…笑い
は水を育む」

■問 清掃事業所（緯〈７６〉３０５３）、県水
地盤環境課（緯０５２〈９５４〉６２１９）



　１０月１日に対象者に送付しましたの
で、子宮頸がん・乳がん検診をぜひ受
診してください。
■対 ６月３０日現在、安城市民の女性で、
次の生年月日の人
　子宮頸がん検診獅昭和６３年４月２日
～平成元年４月１日生まれ、昭和５８
年４月２日～昭和５９年４月１日生ま
れ、昭和５３年４月２日～昭和５４年４
月１日生まれ、昭和４８年４月２日～
昭和４９年４月１日生まれ、昭和４３年
４月２日～昭和４４年４月１日生まれ
　乳がん検診獅昭和４３年４月２日～昭
和４４年４月１日生まれ、昭和３８年４
月２日～昭和３９年４月１日生まれ、
昭和３３年４月２日～昭和３４年４月１
日生まれ、昭和２８年４月２日～昭和
２９年４月１日生まれ、昭和２３年４月
２日～昭和２４年４月１日生まれ

■時 来年３月３１日昌まで
■内 子宮頸がん検診獅問診・視診・細胞
診　乳がん検診獅問診・視触診・マ
ンモグラフィ

■他 対象者でクーポン券の届いていない
人・転入者で未受診の人は、問い合
わせください。

■問 市保健センター（緯〈７６〉１１３３）

子宮頸がん・乳がん検診
無料クーポン券を配布

　行政評価とは、市の行政サービス
（事務事業）を、自ら客観的な視点で評
価し、その結果を改善に結びつけるも
のです。市では、評価の客観性向上と
行政サービスの改善を図るため、「安城
市行政評価委員会」による外部評価を
実施しました。同委員会は、各担当課
が評価した８１８の行政サービスの中か
ら、安心安全などの２４事業を選び評価
をしました。
　詳細は、市政情報コーナー・市公式
ウェブサイトで閲覧できます。
■問 経営管理課（緯〈７１〉２２０５）

■内 ■￥ 愛知県手帳獅見開きカレンダー、
見開き１週間日記部のほか、各種情
報を掲載。大きさ１５㎝×９㎝／黒色
と赤色の２種類／５００円
　あいち県勢要覧２０１０獅統計表とグラ
フで見る県・市町村の概要、裏面１７
万分の１のカラー地図。Ａ１判、４
色刷り／３００円
　愛知県地図獅Ａ１判白地図（平成２０
年１０月の内容）／１００円

■申 １１月４日昌までの午前８時３０分～午
後５時１５分（松掌抄を除く）に電話で
経営管理課（緯〈７１〉２２０５）へ

県手帳・県勢要覧・県地図
の販売申し込みを受け付け

安城市行政サービスに対す
る外部評価

　来年度も、多くの人が参加すること
を目標に開催する予定です。
■内 実施日数獅７月１８日～８月３１日の延
べ７５３日間　会場数獅８４か所　参加
者数獅延べ２万５６８２人（大人９９８６人、
子ども１万５６９６人）

■問 市体育館（緯〈７５〉３５３５）

おはよう！ふれあいラジオ
体操デーの開催報告

　１０月１日付け
で人権擁護委員
に榊原 真  由  美 氏

ま ゆ み

（東明町）が委嘱
されました。任
期は３年です。
■問 市民課（緯〈７１〉
２２２２）

人権擁護委員が決定

　来年１０月、愛知県で生物多様性条約
第１０回締約国会議（ＣＯＰ１０）を開催し
ます。生物多様性とは、地域に固有の
自然・特有の生きものがいて、それぞ
れがつながっていることをいいます。
生物多様性を守るため、ＣＯＰ１０では、
多くの国が集まり、話し合います。Ｃ
ＯＰ１０をきっかけに、ぜひ生きものに
関心を持ってみましょう。
■問 県環境政策課（緯０５２〈９５４〉６２４６）、市
環境首都推進課（緯〈７１〉２２０６）

■時 １１月２２日掌午前１０時～午後３時３０分
■場 市役所北庁舎
■問 市保健センター（緯〈７６〉１１３３）

１１月の献血日程

ＣＯＰ１０開催まであと１年

　試験的に本證寺内堀のヘドロを取り
除き、ハスを植えます。

■時 ■内 ■講 １１月１日掌午後１時獅本證寺内
堀の動物を知ろう／矢部 隆 氏（愛知

たかし

学泉大学）　１１月１５日掌午後１時獅

本證寺の植生を知ろう／堀田 喜  久 氏
よし ひさ

（愛知植物の会）　１２月～３月獅期日
未定／本證寺の歴史・ハスを学習し、
ハスを植える予定

■場 本證寺・野寺町公民館
■対 市内在住で小学５年生以上の人
■定 ２０人（定員を超えた場合は抽せん）
■申 １０月２３日晶までの午前９時～午後５
時（１９日捷を除く）に文化財課（緯〈７７〉
４４７７）へ

本證寺内堀ハス再生
プロジェクト

■時 １１月１４日松午後２時
■内 桜井松平五代
■場 ■問 歴史博物館（緯〈７７〉６６５５）

歴博講座

■時 ３日抄・５日昭・６日晶・１０日昇～
１４日松・１７日昇～２０晶・２３日抄・２５
日昌～２８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
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８月分／受け付け順／敬称略
市社会福祉協議会　善意銀行　　　　
ボールセンター安城店、女サワダ、中
部ふれあいダンス、土肥由美、川野姫
佳、二本木公民館利用者、北部公民館
利用者、西部福祉センター利用者、野
村君江、匿名
市役所関係　　　　　　　　　　　　
国際ソロプチミスト安城会長成瀬恵子、
叙イトーヨーカ堂安城店労働組合代表
吉田健雄、アイシン・エィ・ダブリュ
叙取締役社長石川勉

■内 ■定 募集科獅①情報システム科／２０人、
②ＯＡビジネス科／３０人、③ＣＡＤ
設計科／３０人、④デザイン科／３０人、
⑤総合実務科／１５人　訓練期間獅１
年

■対 ①～④獅職業的自立を望む障害者手
帳所持者で、集団生活に支障がない
人
　※身体障害者以外は要相談。
　⑤獅職業的自立を望む療育手帳所持
者で、自宅から自力通校可能な人

■￥ 教科書代、食費など
■申 ①～④獅１１月２日捷～１２月１８日晶　
⑤獅１１月２日捷～２７日晶に入校願書、
健康診断書を持ってハローワーク刈
谷へ

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

福祉への善意
ありがとうございます

平成２２年度愛知障害者職業
能力開発校訓練生

　１０月１１日掌から、県最低賃金を時間
額７３２円（１円引き上げ）に改正します。
■対 県内のすべての事業場で働く常用・
臨時・パートなどの労働者

■問 刈谷労働基準監督署（緯〈２１〉４８８５）

　今年度と来年度の小・中学校の講師
登録を受け付けています。登録者の中
から、必要に応じて講師を依頼します。
■対 小・中学校の教員免許状のある人
■申 履歴書に写真を貼付して、学校教育
課（緯〈７１〉２２５４）へ

愛知県最低賃金の改正■時 来年１月１５日晶まで
■内 開・閉店時刻や駐車場を利用できる
時間帯および大規模小売店舗におい
て小売業を行う者の氏名・名称／店
舗名称獅アンディショッピングセンター

■場 ■問 県商業流通課（緯０５２〈９５４〉６３３８）、
市商工課（緯〈７１〉２２３５）

小・中学校の講師

大規模小売店舗立地法に
係る届出書の縦覧

■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　2009.10.15臥

　システムの更新作業のため、臨時休業します。
■時 １１月１４日松・２１日松

■場 市役所市民課・市民税課
■他 住民票などを自宅へ郵送希望の人は、文化センター、桜井・北部・南部公
民館内の休日コーナーや郵送申請を利用してください。利用には、本人確
認書類の写しなどが必要です。

■問 市民課（緯〈７１〉２２２１）

　防災設備の設置、空調・照明設備の更新、アスベスト除去工事のため、臨
時休業します。それに伴い、体育施設利用抽せんを下記のとおりとします。
■内 休館期間獅１１月２日捷～来年４月３０日晶　利用抽せん獅利用時間により時
間・場所が異なります

午前９時～午後５時の各施設利用者　　　　　　　　　　　　　　　　　　
■時 下表のとおり

■場 中部福祉センター
■持 靴袋
■他 中部福祉センターの駐車場は利用できませんので、総合運動公園第３駐車
場などを利用してください。
午後５時～９時の各施設利用者　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
■時 下表のとおり

■場 陸上競技場会議室
■問 市体育館（緯〈７５〉３５３５）

屋外体育施設テニスコートスポーツセンター利用希望月
１１月４日昌午
前９時

１１月４日昌午前９時３０分１１月４日昌午前９時１２月
１２月１日昇午前９時３０分１２月１日昇午前９時来年１月

来年１月６日
昌午前９時

来年１月６日昌午前９時３０分来年１月６日昌午前９時来年２月
来年２月２日昇午前９時３０分来年２月２日昇午前９時来年３月

屋外体育施設テニスコートスポーツセンター利用希望月
１１月４日昌午
後６時

１１月４日昌午後７時１１月４日昌午後６時１２月
１２月１日昇午後７時１２月１日昇午後６時来年１月

来年１月６日
昌午後６時

来年１月６日昌午後７時来年１月６日昌午後６時来年２月
来年２月２日昇午後７時来年２月２日昇午後６時来年３月


