
■対 ■時 ■場 乳幼児 ▼２日昌・３０日昌獅東部
公民館、１０日昭・２４日昭獅安祥公民
館、１１日晶・２５日晶獅高棚町公民館、
１５日昇・２９日昇獅南部公民館いずれ
も午前１０時～１１時
■問 子ども課子育て支援係（緯〈７１〉２２２９）

■時 ６月１２日松午後２時
■内 「平家物語」と謡曲（１）～「 景  清 」を観

かげ きよ

る
■講 飯塚 恵  理  人 氏（椙山女学園大学教授）

え り と

■場 ■問 歴史博物館（緯〈７７〉６６５５）

■時 ６月１７日昭・１８日晶午前９時３０分～
午後４時３０分（全２日）
■場 市民会館
■定 １８０人（先着順）
■￥ ４０００円
■申 ５月３１日捷～６月４日晶午前８時３０
分～午後５時に、申込書を持って衣
浦東部広域連合消防局（緯〈６３〉０１３６）
または安城消防署（緯〈７５〉２４５８）へ
　※申込書は申込場所、衣浦東部広域
連合ウェブサイトで配布。申し込み
時に証明写真が必要。

■￥ 入園料
■場 ■問 デンパーク（緯〈９２〉７１１１）
田んぼアート展　　　　　　　　　　
■時 ５月１９日昌～２４日捷午前９時３０分～
午後５時

ピエール＝ジョゼフ・ルドゥーテ展　
■時 ５月２６日昌

～６月１４日
捷午前９時
３０分～午後
５時（昇を
除く）
■内 バラの宮廷
画家ルドゥ
ーテの作品
を展示。グ
ッズの販売もあり

画広報あんじょう　2010.5.15

■時 ６月２日昌午後１時３０分～３時１５分
■内 子どもの心を育てるほめ方、しかり
方～自分が「好き」と言える子に～

■講 星一郎氏（子育てボランティアわい
わいギルド代表）
■定 ２００人（当日先着順）
■他 託児あり（１人３００円）
※事前申し込みが必要。
■場 ■問 市教育センター（緯〈７５〉１０１０）

■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。詳細は問い合わせく
ださい。
木工ペイント教室　　　　　　　　　
■時 ６月５日松・６日掌午前１０時
■定 各１００人（当日先着順）
■￥ ５００円から
米粉クッキー教室　　　　　　　　　
■時 ６月５日松・６日掌午前１１時、午後
１時・２時３０分
■定 各１６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
パン教室（動物あんパンとメロンパン）
■時 ６月５日松・６日掌・１２日松・１３日
掌午後１時・２時３０分

■定 ５日・１２日は各
１８人、６日・１３
日は各４８人（い
ずれも先着順）
■￥ ５００円
■申 当日午前９時３０分から同クラブハウ
スへ
男の料理教室「粉から作るピザ」　　　
■時 ６月１１日晶午前１０時
■定 ２０人（先着順）
■￥ １５００円
■申 ５月２６日昌午前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 ６月１２日松・
１３日掌午前１０
時
■定 各５０人（当日
先着順）
■￥ １２００円から
手作りアイスクリーム教室　　　　　
■時 ６月１２日松午後１時、１３日掌午前１０
時３０分

■定 各６０人（当日先着順）
■￥ ５００円

■時 ６月６日掌

午前９時３０
分～午後２
時３０分
■場 南部公民館
集合獅長福
寺獅油ヶ渕
遊 園 地 花
しょうぶ園（碧南市）獅南部公民館
■持 昼食・水筒・雨具・敷物など
■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（緯〈７５〉３５３５）

■時 ５月３０日掌午後３時～４時
■内 その日の星空の解説と太陽の話
■講 浅田 英  夫 氏（天文研究家）、安城プラ

ひで お

ネの仲間たち
■定 １５０人（当日先着順）
■￥ ５０円（中学生以下は無料）
■場 ■問 文化センター（緯〈７６〉１５１５）

■場 ■問 マーメイドパレス（緯〈９２〉７３５１）
造波プールでビンゴ大会　　　　　　
■時 ６月６日掌午後２時
■対 当日プール利用者
■￥ 施設利用料
■定 １００人（先着順）
※ビンゴカードは、午後１時４５分か
ら造波プールで配布。

水中講座プログラム　　　　　　　　
■時 ■内 下表のとおり（いずれも先着順）

■対 １８歳以上の人
■￥ 施設利用料
■他 託児あり（生後６か月～未就園児・
先着１０人）
■申 ５月２０日昭午前１０時からマーメイド
パレスへ

マーメイドパレスの催し

デンパーククラブハウスの
教室・講座

定員とき講座名

２０人６月１６日昌

午前１１時～
正午

初級水泳「クロール
から始めましょう」

４０人アクアビクス

デンパークの展示会

しょうぶ歩け運動 いじめ・不登校対策
家庭教育講演会

５月のあんプラスペシャル
生命の源～太陽の謎

６月の移動児童館

甲種防火管理新規講習会

歴史博物館連続講座
「能の観方・楽しみ方③」
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■時 ６月１日昇～４日晶・８日昇～１１日
晶・１５日昇～１８日晶・２２日昇～２６日
松・２９日昇・３０日昌いずれも午後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 ７月３日松午後６時～７時３０分
■内 出演獅柳家 喜  多  八 

き た はち

■定 １３０人（先着順）
■￥ １０００円（中学
生以下９００円、
入苑料・呈茶
料込み）
■申 ５月２０日昭午
前９時から丈
山苑（緯〈９２〉
７７８０）へ

　６月は環境月間です。環境保全につ
いて理解と関心を深めましょう。
■時 ６月４日晶午後１時
■場 ウィルあいち（名古屋市）
■内 環境保全関係功労者表彰式、講演
「自然が教えてくれたこと」
■講 高木美保氏（タレント）
■定 ８００人
■申 事前に所定の申込用紙を県環境活動
推進課（〒４６０－８５０１住所記載不要／
緯０５２〈９５４〉６２０８）へ
※申込用紙は、同課、県ウェブサイ
トで配布。
■問 市環境首都推進課（緯〈７１〉２２０６）

■内 職種獅植物管理　勤務時間獅①午前
８時～正午、②午後１時～５時（松

掌抄も勤務あり）　時給獅７８０円から
（松掌抄の時給は１００円増）、通勤割
増１日２００円　休日獅要相談

■対 １８～６２歳くらいの人
　※高校生は不可。
■定 ①②各２人
■他 面接時に、写真付きの履歴書を持参
してください
■申 電話でデンパーク（緯〈９２〉７１１１）へ

■時 ５月２９日松・３０日掌

■内 サツマイモの植え付けから管理、収
穫までを体験　植え付け獅５月２９日
松・３０日掌　つるおこし獅８月上旬
収穫獅１０月中旬

■定 各３０組（先着順）
■￥ １５００円（苗８本分）
　※入園料が別途必要。
■他 作業のできる服装でお越しください。
■申 当日午前９時３０分から直接デンパー
ククラブハウス（緯〈９２〉７１１２）へ

　※電話申し込み不可。

■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。

■内 テーマ獅初夏の花木　応募作品獅銀
塩プリント四つ切またはワイド四つ
切（画像加工不可）、１人３点まで
■対 ６月６日掌～２７日掌に丈山苑内を撮
影したもの
■他 ８月中旬に入賞
作品展を同苑で
開催
■申 ７月１８日掌まで
に丈山苑（緯〈９２〉
７７８０）へ

　子育ての手助けをしてほしい「依頼
会員」と、子育ての協力をしてくれる
「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 依頼会員施市内在住・在勤・在学の
人　提供会員施市内在住で、自宅で
子どもを預かることができ、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（市役所西会館内／緯〈７２〉２３１５）へ

依頼会員希望者の入会説明会　　　　
　毎月２回、開催しています。
提供会員希望者の講習会　　　　　　
■時 ６月４日晶午前９時～午後３時３０分
　※保育サポーター・子育てネットワ
ーカーの有資格者は講習会を免除。

　健康づくりリーダーバンク登録研修
会を開催します。研修後、市の健康づ
くり事業へ協力をお願いします。
■時 ９月２４日晶、１０月２日松・９日松・
１６日松・２４日掌、１１月７日掌・１４日
掌・２６日晶（全８日）

■場 あいち健康プラザ（東浦町）
■対 県内在住の１８歳以上で、研修終了後、
ボランティアとして健康づくり活動
ができる人
■定 １３０人（先着順）
■他 事前に、健康チェック（健康度評価）
の受診（有料）が必要
※市民５人分の研修会参加費用を、
市で負担（先着順）。６月１日昇から
市保健センター（緯〈７６〉１１３３）へ。
■申 ６月１日昇～８月８日掌に登録申請
書を郵送か持参、ファクスであいち
健康プラ ザ（緯０５６２〈８２〉０２１７／胃

０５６２〈８２〉０２２８）へ
※申請書は市保健センターで配布。
■問 市保健センター（緯〈７６〉１１３３）

デンパークの
パート・アルバイト

ファミリー・サポート・
センターの会員

県健康づくりリーダー

丈山苑
夏の四季写真コンテスト

デンパークサツマイモ農園
のオーナー

環境月間
県民のつどい

丈山苑落語会

土器づくり教室



■お母さんのための絵本講座（前期）
■時 ６月４日晶・９日昌・１８日晶・２３
日昌午前１０時～１１時３０分（全４回）
■定 ３０人（先着順）
■他 託児あり（１人１回３００円）
■申 ５月２１日晶午前９時から同館へ

■図書館友の会「みんなのひろば」
■時 ５月３０日掌

お楽しみコーナー　　　　　　　　
■時 午前１０時～１１時３０分
■内 ぬりえ・折り紙
マジックショー　　　　　　　　　
■時 午前１１時３０分～正午、午後１時３０
分～２時
アニメ映画会　　　　　　　　　　
■時 午後２時～３時
■内 まんが世界昔ばなし「ヘンゼルと
グレーテル」ほか、まんが偉人物
語「夏目漱石／ファーブル」

■小学生の教科書展示会
■時 ６月１１日晶～７月４日掌（捷、６月
２５日晶を除く）

７日捷・１４日捷・２１日捷・２５日晶・
２８日捷

■内 ①団体構成員間での研究会の開催 
②処理機器への生ごみ投入量と排出
量の計測
　※取り組み後
に、感想・生
ごみ投入量と
排出量の記録、
活動記録（写
真）などを報
告。
■対 市内在住の１０世帯以上で構成し、た
い肥化容器・電動式生ごみ処理機な
どを使用し、生ごみの減量を６か月
以上取り組める団体
■￥ 報奨金獅１団体５万円
■問 清掃事業所（緯〈７６〉３０５３）

３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、ボールセンター安城
店、デンハート、中部福祉センター利
用者、東端の老人、ＪＡあいち経済連
炊飯加工センター、市民陶芸まつり実
行委員会、ユーホーム安城店、安城商
工会議所青年部、ピアゴ福釜店、ピア
ゴ安城店、ピアゴ　ラ　フーズコア三
河安城店、アピタ安城南店、ふれあい
ダンス、ほほえみダンス、ピアゴ東栄
店、日本モウルド工業㈱、後藤貞子、
野村君江、沓名きみ子、総合福祉セン
ター利用者、安城市消費生活学校、匿
名

■内 簡易チューナー・室内アンテナの無
償給付、屋外アンテナの無償改修
■対 ＮＨＫと受信契約を結び、全額免除
の適用を受けた生活保護世帯、市町
村民税非課税の障害者世帯、社会福
祉施設入所者
■他 チューナーは現物給付。自身が購入
したチューナー・アンテナなどの費
用の精算はできません
■申 ７月２日晶まで（当日消印有効）に、
必要書類を総務省地デジチューナー
支援実施センターへ
　※必要書類は、障害福祉課・社会福
祉課で配布。
■問 総務省地デジチューナー支援実施セ
ンター（緯〈０５７０〉０３３８４０、緯０４４〈９６９〉
５４２５）、障害福祉課（緯〈７１〉２２２５）、社
会福祉課（緯〈７１〉２２２４）

生ごみの減量に取り組む
団体を支援

図書館へ行こう
Let's go to library!

中央図書館の携帯電話用
ウェブサイトへ葛葛

お知らせ

中央図書館（緯〈７６〉６１１１）

６月の休館日

地上デジタル放送視聴支援

福祉への善意
ありがとうございます
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　５月１６日掌～６月５日松は、町を美
しくする運動期間です。特に５月１６日
掌・２３日掌・３０日掌を「市民清掃の日」
と定め、町内会や事業所が清掃活動を
しています。この機会に家の周りの清
掃をお願いします。
■問 清掃事業所（緯〈７６〉３０５３）

　水道メーターは、検定有効期間（８
年）使用すると、取り替えが必要です。
市が所有している約７２００個のメーター
の取り替え作業を、市指定給水装置工
事事業者に依頼して実施します。ご協
力をお願いします。
　なお、該当する使用者には、あらか
じめ連絡します。
■時 ５月２０日昭～１０月２０日昌

■問 水道業務課（緯〈７１〉２２４９）

町を美しくする運動

水道メーターの取り替え

■時 ７月３日松・１７日松、８月２１日
松、９月４日松・１８日松、１０月
１６日松、１１月６日松・２０日松午
後１時３０分～３時（全８回）
■内 パソコンの基本操作、マイクロ
ソフトワード入門、年賀状の作
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
をお願いすることがあります。
■定 １０人（定員を超えた場合は抽せ
ん）
■申 ５月１８日昇～６月５日松午前８
時３０分～午後５時（捷を除く）に
直接総合福祉センターへ
　※電話申し込み不可。
■場 ■問 総合福祉センター（緯〈７７〉７８
８８）

※対象年齢は、目安です。

５月２０日昭、
６月１７日昭
午前１０時３０分

いないいないばあ
（１～４歳）

５月２１日晶
午前１０時３０分

えほんのとびら
（０～２歳）

５月２２日松
午前１１時

大人のための絵本朗読
会（一般）　

５月２５日昇、
６月１日昇・
１５日昇
午前１０時３０分

えほんとわらべうたの会
（０～２歳）

５月２６日昌
午前１０時３０分

おはなしまあだ
（１～５歳）

６月３日昭
午前１０時３０分

おはなしゆりかご
（０～２歳）

６月５日松
午後３時

おはなしレストラン
（小学生）

６月９日昌
午前１０時３０分

おはなしたまてばこ
（１～５歳）

６月１８日晶
午前１０時３０分

このゆびと～まれ
（０～２歳）

おはなし会

　５月１１日で
任期満了とな
る鈴木敬之氏
の後任に、稲
垣 靖 氏（名古

やすし

屋市／４４歳）
を選任
■問 監査委員事
務局（緯〈７１〉
２２５５）　

■内 県大会など地区予選会・選考会を経
て、国際大会や全国大会に出場する
選手・団体へ、激励金を交付
■対 市内在住、在勤、在学の人
■持 国際大会・全国大会の開催要項、大
会参加申込書の写し、大会への出場
を決めた経緯のわかるもの
■他 交付対象とならない大会もあります
■申 大会の１４日前までに申請書と必要書
類を持って市体育館（緯〈７５〉３５３５）へ
※申請書は同館、市公式ウェブサイ
トで配布。

　４０歳を過ぎると、急速に歯が失われ
ていきます。その原因のひとつに、歯
周疾患（歯肉炎、歯周炎など）がありま
す。歯の疾患は自然には治りません。
定期的に検診を受けましょう。また、
歯周疾患予防のために、定期的に歯ぐ
きの状態をチェックしましょう。
歯を失う前に歯周疾患検診を　　　　
　対象者には、今月、個人通知をして
います。まだ届いていない場合は、連
絡してください。
■時 来年３月３１日昭まで
■場 市内歯科医院
■対 今年度４０・４５・５０・５５・６０・７０歳に
なる人
■￥ ５００円（７０歳の人は無料）
■問 市保健センター（緯〈７６〉１１３３）

　まちづくり交付金で実施した、安城
大東地区の事後評価結果をとりまとめ
ました。
■場 都市計画課、市公式ウェブサイト
■問 都市計画課（緯〈７１〉２２４３）

　道路の穴ぼこ・陥没、ガードレール・
カーブミラーの損傷、側溝などの破損、
照明灯の球切れ・異常点灯を見つけた
ら、連絡してください。
■問 維持管理課（緯〈７１〉２２３７）

■時 ６月１日昇午前１０時～正午、午後１時～３時
■場 市役所相談室
■内 結婚、離婚、いじめ、家庭不和など日常生活での人権問題についての相談
■他 人権相談は、毎月第２・４昇の午前９時～午後３時に市役所相談室で開催。こ
のほか、市内の人権擁護委員が直接相談に応じています
人権擁護委員〈敬称略〉獅吉見 幸  造 （弁天町／緯〈７４〉１８８４）、柴田 哲  子 （福釜町／緯

こう ぞう のり こ

〈９２〉１９５４）、石川 義  純 （野寺町／緯〈９９〉１７２１）、篠田 千  代  子 （東栄町／緯〈９８〉８７２２）、
よし ずみ ち よ こ

加藤 元 恵   （桜町／緯〈７４〉５５０２
もと え

）、榊原 正  俊 （城ヶ入町／緯〈９２〉２３４４）、鈴木 治  雄 （篠
まさ とし はる お

目町／緯〈７６〉５７４３）、榊原 真  由  美 （東明町／緯〈７５〉４７４６）
ま ゆ み

■問 市民課（緯〈７１〉２２２２）

特設人権相談所の開設

　市内全域で、農作物を食べ荒らすド
バト、ムクドリ、カラスなどの駆除を
します。子どもたちが近づかないよう
に、また、飼いバトなどは放さないよ
うに注意してください。
■時 ５月２３日掌、６月１３日掌午前７時～
正午（予備日５月３０日掌、６月２０日
掌）
■問 農務課（緯〈７１〉２２３３）

　５月２１日晶～３１日捷は「家内労働旬
間」です。委託者は、「家内労働手帳」を
発行し、最低工賃を守りましょう。家
内労働者は、「家内労働手帳」を受け取
り、記載事項を確認しましょう。家内
労働による災害の防止と、健康管理に
努めましょう。
■問 愛知労働局賃金課（緯０５２〈９７２〉０２５８）、
刈谷労働基準監督署（緯〈２１〉４８８５）、
市商工課（緯〈７１〉２２３５）

■時 ５月２７日昭から
■内 県内の大雨などの警報・注意報を、
現在の８地域から、５７市町村ごとに
発表。今後は警戒の必要な市町村だ
けに発表します。
　（例）西三河南部獅安城市など
　※一部の報道や天気予報電話サービ
ス（１７７）では、市町村をまとめて伝
えることがあります。詳しくは、気
象台のウェブサイト http://www.
　jma-net.go.jp/nagoya/、国土交
通省防災情報提供センターの携帯サ
イトhttp://www.mlit.go.jp/sai
gai/bosaijoho/i-index.html、地
デジデータ放送で確認してください。
■問 名古屋地方気象台防災業務課（緯

０５２〈７５１〉５１２４）、市防災危機管理課
（緯〈７１〉２２２０）

「インチキ内職」にご用心！

気をつけて！
鉄砲でドバト退治

■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　2010.5.15蛾

県内５７市町村ごとに
気象警報・注意報を発表

監査委員を選任

激励金の交付

６月４日はむし歯予防デー

まちづくり交付金
事後評価結果の公表

道路の損傷
お知らせください

　４月１２日、平成２２年第１回臨時
会を開催し、地方税法などの改正
に伴い、「市税条例の一部改正」、
「都市計画税条例の一部改正」、「国
民健康保険税条例の一部改正」の
３議案を原案どおり可決しました。
■問 議事課（緯〈７１〉２２５２）

４月臨時市議会から


