
　「やさしい写真講座」の生徒と卒業生
によるデンパークの写真展
■時 １１月２５日昌～１２月７日捷

■場 ■問 デンパーク（緯〈９２〉７１１１）

■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。
ジェルキャンドル作り教室　　　　　
■時 １２月５日松・６日掌

午前１０時から
■定 各１００人（当日先着順）
■￥ １２００円から
お星様のデニッシュパン教室　　　　
■時 １２月５日松・６日掌・１２日松・１３日
掌午後１時・２時３０分

■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

クッキーツリー教室　　　　　　　　
■時 １２月５日松・６日掌・１２日松・１３日
掌午前１１時から

■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

Ｘｍａｓケーキ教室　　　　　　　　
■時 １２月７日捷午前１０時から
■定 ３０人（先着順）
■￥ ２５００円
■申 １１月２０日晶午前９時３０分から同クラ
ブハウスへ

フォトスポット撮影ツアー「あたためて」
■時 １２月１２日松午後４時３０分から
■定 ２０人（先着順）
■￥ １３００円
■講 鶴田 郁  夫 氏

いく お

■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 １２月１２日松・１３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「魅力な
正月飾り」
■時 １２月１４日捷午前１０時
■定 ２０人（先着順）
■￥ ３０００円
■講 山口 秋  子 氏

あき こ

■申 １１月２０日晶午前９時３０分から同クラ
ブハウスへ
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■黒野 宏  通 「オカリナコンサート」
ひろ みち

■時 １１月２３日抄午前１０時３０分
■図書館友の会「みんなのひろば」
■時 １１月２８日松・２９日掌

お楽しみコーナー（ぬりえ、折り紙）
獅午前１０時
マジック・ショー獅①午前１１時３０分、
②午後１時３０分
アニメ映画会（ハメルンの笛ふき／
おしゃれなくじゃく、ヘレン・ケラ
ー／シートン）獅午後２時
■特別図書整理のため休館
■時 １１月３０日捷～１２月４日晶

暫市内９か所の公民館図書室は平常
どおり開館します。
暫本の予約は、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）をご利用ください。
暫返却は、中央図書館返却ポストが
利用できます。（ＣＤ･ＤＶＤを除く）
暫１１月１７日昇～２９日掌は中央図書館
に限り、貸出期間を３週間に延長し
ます。

１日昇～４日晶・７日捷・１４日捷・
２１日捷・２４日昭・２８日捷～３１日昭

お知らせ

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

１２月の休館日

中央図書館（緯〈７６〉６１１１）

■対 ■時 ■場 乳幼児諮１日昇・８日昇獅南部
公民館、３日昭・１７日昭獅安祥公民
館、４日晶・１８日晶獅高棚町公民館、
９日昌・１６日昌獅東部公民館いずれ
も午前１０時～１１時

　乳幼児・小学生イベント諮２２日昇午
後１時２０分～２時獅東部公民館、２４
日昭午前１０時２０分～１１時獅高棚町公
民館、２５日晶午前１０時２０分～１１時獅

南部公民館、安祥公民館
■問 子ども課子育て支援係（緯〈７１〉２２２９）

１２月の移動児童館

写真展「わたしたちのデン
パーク２００９」

デンパーククラブハウスの
教室・講座

■時 １１月２１日松～１２月２５日晶（１１月２４日
昇、１２月１日昇・８日昇を除く）

　※１２月５日松・６日掌・１１日晶～１３
日掌・１８日晶～２５日晶は午後９時ま
で、１２月７日捷～１０日昭・１４日捷～
１７日昭は午後８時まで、その他の日
は午後４時３０分まで。

■内 本物のモミの木を使ったクリスマス
ツリー、ポインセチアでできたツリ
ー、夜間は光のツリー、星空のトレ
イン「メルヘン号」など１２万球のイル
ミネーション、１２月２３日抄は真冬の
花火「ファンタジックStar Light」、
市民コンサートなど

■問 デンパーク（緯〈９２〉７１１１）

デンパーク
「ロマンチックＸｍａｓ」

危険物取扱者試験　　　　　　　　　
■時 来年１月３１日掌

■場 名古屋市内
■内 試験種類獅甲種・乙種第４類、丙種
■申 １２月１４日捷～２４日昭（松掌抄を除く）
に持参・郵送で除消防試験研究セン
ター愛知県支部（〒４６１－００１１名古屋
市東区白壁１－５０）へ　※願書は１１
月３０日捷から消防各署所で配布。

乙種第４類予備講習会　　　　　　　
■時 来年１月１３日昌

■場 文化センター
■￥ ８０００円
■定 １５０人（先着順）
■申 １１月３０日捷からの午前９時～午後５
時（松掌抄を除く）に費用を持って安
城消防署（緯〈７５〉２４６０）へ

危険物取扱者試験・予備講習会

おはなし会
１１月２１日松・
１２月１９日松
午前１１時

大人のための絵本朗読
会（一般）

１１月２５日昌
午前１０時３０分

おはなしまあだ
（２～５歳）

１１月２６日昭・
１２月１５日昇
午前１０時３０分

絵本好き集まれ！
－おすすめ絵本紹介－
（一般）

１２月５日松
午後３時

おはなしレストラン
（小学生以上）

１２月８日昇
午前１０時３０分

えほんとわらべうたの
会（０～２歳）

１２月９日昌
午前１０時３０分

おはなしたまてばこ
（２～５歳）

１２月１０日昭
午前１０時３０分

おはなしゆりかご
（０～２歳）

１２月１７日昭
午前１０時３０分

いないいないばあ
（１～４歳）

１２月１８日晶
午前１０時３０分

このゆびと～まれ
（０～２歳）

１２月２０日掌
午後２時

かみしばいの会
（幼児～小学校低学年）

■時 １１月２８日松・２９日掌午前９時～午後
４時

■内 作品展、 箏 の発表会など
こと

■￥ 呈茶料２００円
■場 ■問 安祥閣（緯〈７４〉３３３３）

■時 １日昇～４日晶・８日昇～１２日松・
１５日昇～１８日晶・２２日昇・２３日抄・
２５日晶午後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）

■時 １１月２７日晶午後１時～５時、２８日松

午前１０時～午後４時
■場 安城商工会議所
■問 安城商工会議所（緯〈７６〉５１７５）、商工
課（緯〈７１〉２２３５）

■場 ■問 マーメイドパレス（緯〈９２〉７３５１）
１０周年記念「歳末お楽しみ抽選会」　　
■時 １２月２７日掌

■内 １２月１日昇から、個人利用１回につ
き１枚抽せん券を配布。素敵な景品
や施設利用券が当たります。

平日限定「利用料還元フェア」　　　　
■時 １２月１日昇～４日晶・８日昇～１１日晶

■内 くじ引きで当たりを引くと施設利用
券を贈呈

■対 期間中の施設利用者

■時 １１月２８日松・
２９日掌

■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）。

■￥ 入苑料１００円(中学生以下は無料)、
呈茶料３００円

■場 ■問 丈山苑（緯〈９２〉７７８０）

１２月の土器づくり教室

経費削減・経営効率化
あんじょうＩＴフェア

安祥閣まつり

マーメイドパレスの催し

丈山苑秋の夜間開苑
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■時 １１月２９日掌正午～午後５時
■内 昭林公民館で活動するグループのラ
イブ

■場 ■問 昭林公民館（緯〈７７〉６６８８）

■場 ■問 歴史博物館（緯〈７７〉６６５５）
歴博講座「江戸後期の三河万歳事情」　
■時 １２月１２日松午後２時
ミュージアム・コンサート　　　　　
■時 １２月１３日掌午後２時
■内 ファンタスティックＯＣＡＲＩＮＡ
演奏獅オカリナーモ

体験講座「みんなでたのしくおもちつき」
■時 １２月１９日松午前１０時
■￥ １組７００円
■申 １１月２７日晶午前９時から電話で同館
へ

■時 １２月１４日捷午後１時３０分～３時
■場 勤労福祉会館
■内 お年寄りを狙う悪質商法
■定 １００人（先着順）
■申 １１月２０日晶からの午前８時３０分～午
後５時３０分（松掌抄を除く）に昭和建
物管理㈱三河本社（緯〈７５〉４９３０）へ

■問 商工課（緯〈７１〉２２３５）

アマチュアバンドライブ

歴史博物館の催し

消費生活講座

　ヘルスメイト（食生活改善推進
員）とは、食生活を通じた健康づ
くりを広めるボランティアのこと
です。
■時 １２月１０日昭、来年１月２１日昭、
２月１８日昭、３月１８日昭（全４
回）

■場 市保健センター
■内 栄養を中心とした講義と実習
■対 ４回すべてに出席でき、修了後
ヘルスメイトとして活動できる
人

■定 ２０人（先着順）
■￥ １６００円
■申 １１月２０日晶～１２月３日昭（松掌

抄を除く）に市保健センター（緯

〈７６〉１１３３）へ

■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。

　ふれあい補償制度の対象となる活動
を一部変更しました。町内会・子ども
会以外のスポーツ団体などの管理下に
おける事故については、対象外となる
場合があります。
■問 財政課（緯〈７１〉２２１０）

９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、北部公民館夏期講座
受講者一同、北部公民館利用者、中部
福祉センター利用者、今村郵便局、ボ
ールセンター安城店、永谷税理士事務
所、後藤貞子、平岩尚彦、東端の老人、
太田勉、中部ふれあいダンス、喫茶ラ
イム、作野トータル、酒井ミサ子、二
本木公民館利用者、総合福祉センター
利用者、デンパーク来園者、匿名
市役所関係　　　　　　　　　　　　
小池美知子、あさだ考房浅田英夫、神
谷幸子（采邑）

福祉への善意・寄付
ありがとうございます

安城市ふれあい補償制度
の一部変更

　１日駐車料金（入庫から２４時間）の値
下げ（通常９００円を７５０円に）を来年３月
３１日昌まで延長します。
※１時間ごとの駐車料金は１５０円のま
まです。

■問 ＭＡパーク駐車場管理事務所（緯〈７４〉
８５６０）、維持管理課（緯〈７１〉２２３７）

ＭＡパーク駐車場
料金値下げを延長


