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■時 ■場 ７月６日昇獅安城西中学校、１３日
昇獅桜井中学校、２０日昇獅丈山小学
校、２７日昇獅安祥中学校、８月２４日
昇獅安城北中学校いずれも午後７時
３０時～９時

■持 屋内用シューズ
■他 乗り合わせでお越しください
■問 青少年の家（緯〈７６〉３４３２）

■時 ７月１８日掌午前１０時～午後１時
■場 文化センター
■内 献立獅ベトナム風さつまあげ、さつ
まいもごはん、ロールキャベツ、み
そクッキー

■講 杉浦ひろ子氏（環境アドバイザー）
■定 ３０人（定員を超えた場合は抽せん）
■￥ ５００円程度
■申 ７月２日晶まで（当日消印有効）に、
住所・氏名・電話番号・参加人数を
郵送かファクス、Ｅメールで環境ア
ドバイザー事務局（〒４４６ー００４２大山
町１－７－１／胃〈７７〉０７０１／info@
econetanjo.org）へ

■問 環境首都推進課（緯〈７１〉２２０６）

■時 ７月１５日昭・１６日晶午前９時３０分～
午後４時３０分（全２回）

■場 刈谷市産業振興センター
■定 １３２人（先着順）
■￥ ４０００円
■申 ６月２８日捷～７月２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、同連合ウェブ
サイトで配布。申し込み時に証明写
真が必要。

■場 衣浦東部保健所（刈谷市）
■内 講話と実技
■対 神経系難病患者とその家族
楽しくリハビリ～転ばぬ先の予防と工夫
■時 ６月２３日昌午後１時３０分～３時３０分
■申 ６月２２日昇まで（松掌を除く）に衣浦
東部保健所健康支援課（緯〈２１〉４７７８）
へ

歌って、奏でて、楽しくリハビリ　　
■時 ７月８日昭午後１時３０分～３時３０分
■申 ７月７日昌まで（松掌を除く）に衣浦
東部保健所健康支援課（緯〈２１〉４７７８）
へ

■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。詳細は問い合わせて
ください
実践ワイン講座　　　　　　　　　　
■時 ６月２５日晶午前１０時
■定 ２０人（先着順）
■￥ ２５００円
■講 大橋 徹  也 氏（ソムリッチオーナー）

てつ や

■申 ６月２０日掌午前９時３０分から同クラ
ブハウスへ
夏のピザ教室　　　　　　　　　　　
■時 ７月３日松午前１０時
■定 ４８人（先着順）
■￥ １２００円
■申 ６月２１日捷午前９時３０分から同クラ
ブハウスへ
手作りアイスクリーム教室　　　　　
■時 ７月３日松・４日掌・１０日松・１１日
掌午前１０時３０分・１１時３０分、午後１
時・２時・３時

■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
手作りパン教室　　　　　　　　　　
■時 ７月３日松・４日掌・１０日松午後１
時・２時３０分

■定 各４８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
男の料理教室「夏のそば打ち」　　　　
■時 ７月９日晶午前１０時
■定 ２０人（先着順）
■￥ １２００円
■申 ６月２１日捷午前９時３０分から同クラ
ブハウスへ

■時 ６月３０日昌～７月１２日捷午前９時３０
分～午後５時（７月６日昇を除く）

■内 ハエトリグサ・サラセニアなど食虫
植物約７０点を展示

■￥ 入園料
■場 ■問 デンパーク（緯〈９２〉７１１１）

デンパーククラブハウスの
教室・講座

■場 ■問 マーメイドパレス（緯〈９２〉７３５１）
屋外流水プール開放　　　　　　　　
■時 ６月２６日松・２７日掌、７月３日松・
４日掌・１０日松・１１日掌・１７日松～
８月３１日昇、９月４日松・５日掌・
１１日松・１２日掌・１８日松～２０日抄

■￥ 施設使用料
■他 雨天の場合は開放しない場合あり
オリジナル風船プレゼント　　　　　
■時 ６月２６日松午前１０時
■対 プールを利用した小学生以下
■定 １００人（先着順）
■￥ 施設使用料
うなぎのつかみ取り大会　　　　　　
■時 ６月２７日掌午前
１１時

■対 小学生以下
■定 ７０人（先着順）
■￥ 施設使用料
■他 うなぎの調理は
しません

■申 当日午前１０時３０分から屋外プールサ
イドで整理券を配布

造波プールでジャンケン大会　　　　
■時 ７月４日掌午前１１時、午後２時
■￥ 施設使用料
アクアビクス教室　　　　　　　　　
■時 ７月６日昇・１３日昇・２０日昇・２７日
昇、８月３日昇・１０日昇・２４日昇・
３１日昇午後７時～７時５０分（全８回）

■￥ ４３００円
■定 ４０人（先着順）
■申 ６月２２日昇午前１０時から、受講料を
持って直接マーメイドパレスへ
※電話申し込み不可。

水中講座プログラム　　　　　　　　
■内 ■時 ■定 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 ６月２２日昇午前１０時からマーメイド
パレスへ

■時 ８月２日捷午前１０時～午後３時
■場 県西三河総合庁舎（岡崎市）
■内 障害があると思われる子の就学相談
■対 小学校入学前の子とその保護者
■申 ７月２日晶までに学校教育課（緯〈７１〉
２２５４）へ

神経系難病患者・家族教室

ゴツムリくんのエコクッキ
ングｄｅ２０１０夏

食虫植物展

甲種防火管理新規講習

マーメイドパレスの催し

早期教育相談

盆踊り講習会

定員とき講座名

２０人７月１４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

■場 ■問 歴史博物館（緯〈７７〉６６５５）
歴博講座「池に浮かぶ弁天の島～安城
の原風景～」
■時 ７月３日松午後２時
連続講座「能の観方・楽しみ方④」　　
■時 ７月１０日松午後２時
■内 平家物語と謡曲～「 二人静 」を観る

ふたりしずか

■講 飯塚 恵  理  人 氏（椙山女学園大学教授）
え り と

■時 ７月２５日掌午前９時～正午
■場 市民ギャラリー
■内 ろくろを使って、花瓶などの陶芸作
品を制作

■講 加藤 克  也 氏（市民ギャラリー・社会
かつ や

教育指導員）、石川 和  子 氏（陶芸家）
かず こ

■対 小学生とその保護者
■￥ １０００円
■定 ４０人（定員を超えた場合は抽せん）
■申 ６月３０日昌まで（必着）に、はがきに
住所・氏名・年齢・電話番号・人数
を記入（１枚で３人まで応募可。参
加希望者全員の氏名を記入）し、市
民ギャラリー陶芸講座「親子でろく
ろ」係（〒４４６ー００４１桜町１８ー２８）へ

■問 市民会館（緯〈７５〉１１５１）

■時 ■場 ６月１１日晶～７月５日捷　市教育
センター獅午前９時～午後８時（松

掌を除く）、中央図書館獅午前９時～
午後７時（捷・６月２５日晶を除く。
松掌は午後５時まで）

■問 市教育センター（緯〈７５〉１０１０）

　市スポーツセンターのトレーニング
ルームを利用するには、オリエンテー
ション（初回説明会）を受講し、利用者
登録をする必要があります。
■時 開館日の午前９時３０分、午後１時３０
分・７時

■対 高校生に相当する年齢以上の人
■定 各１０人（先着順）
■￥ 施設使用料
■申 事前に市スポーツセンター（緯〈７５〉
３５４５）へ
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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 ６月２７日掌午後３時１０分
■内 ６月に帰還する小惑星探査機「はや
ぶさ」のさまざまな冒険内容を、ギ
ターの生演奏に乗せて解説

■講 浅田 英  夫 氏（天文研究家）
ひで お

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

■時 ７月１７日松午後２時～３時３０分
■内 コルキットを使った望遠鏡づくり
■講 浅田英夫氏（天文研究家）
■対 中学生以下の子とその保護者
■￥ ２０００円
■定 ２０組４０人（先着順）
■申 ６月２６日松午前９時から、参加費を
持って文化センターへ
※電話申し込み不可。

■場 ■問 文化センター（緯〈７６〉１５１５）

■時 ８月４日昌午前９時３０分～午後１時
■場 市保健センター
■内 親子で調理実習　献立獅三色おにぎ
り、きのこのみそ汁、ほうれん草の
ごま和え、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 １２組（先着順）
■￥ １人４００円
■申 ６月３０日昌～７月２８日昌午前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

■時 ７月１日昭・２日晶・６日昇～１０日
松・１３日昇～１６日晶・１９日抄・２１日
昌～２３日晶・２７日昇～２９日昭いずれ
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）

■対 ■時 ■場 乳幼児 ▼１日昭・１５日昭獅安祥
公民館、６日昇・２７日昇獅南部公民
館、９日晶・２３日晶獅高棚町公民館、
１４日昌・２１日昌獅東部公民館いずれ
も午前１０時～１１時

■問 子ども課子育て支援係（緯〈７１〉２２２９）

■時 ７月１日昭・２日晶・５日捷・７日
昌午前６時～
７時３０分

■場 総合運動公園
野球場

■対 市内の商店、
企業、クラブ
で編成した軟
式野球チーム

■￥ １チーム１０００円
■他 ６月２６日松午後７時に監督会議あり
■申 ６月２６日松までの午前９時～午後７
時（捷を除く）に、申込書と参加費を
持って市体育館（緯〈７５〉３５３５）へ
※申込書は同館で配布。

■場 ■問 堀内公園（緯〈９９〉５９４７）
■他 小学生以下の子が有料遊具を利用す
るときは、保護者の付き添いが必要
です
回数券の限定発売　　　　　　　　　
■時 ６月１９日松・２０日掌・２６日松・２７日
掌午前９時～午後４時

■場 同園管理事務所
■内 回数券を購入した人に、有料遊具無
料券を２枚進呈
スタンプラリー　　　　　　　　　　
■時 ６月１９日松・２０日掌午前９時～午後
３時（景品交換は午後４時まで）

■内 ４つの有料遊具に乗ってスタンプを
集めた人に、抽せんで景品を進呈

■対 ３歳～小学生
■定 各２００人（先着順）
利用者還元抽せん会　　　　　　　　
■時 ６月２６日松・２７日掌午前１０時～午後
４時

■内 ２つ以上の有料遊具に乗った人に、
抽せんで有料遊具無料券を進呈

■定 各３００人（先着順）

７月の移動児童館

プラネタリウム特別投映

夏休み親子天文工作教室

トレーニングルーム
オリエンテーション

市民ギャラリー陶芸講座
「親子でろくろ」

堀内公園の催し

親子栄養スクール

早朝野球大会

歴史博物館の催し

教科書展示会

土器づくり教室



■時 ６月１５日昇～３０日昌午前８時３０分～
午後５時１５分（松掌を除く）

■内 公告日獅６月１５日昇　利用権設定面
積獅１６３ヘクタール

■場 ■問 農務課（緯〈７１〉２２３４）

４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
総合福祉センター利用者、あいち中央
農業協同組合産直センター安城南部店、
作野福祉センター利用者、二本木公民
館利用者、中部公民館利用者、㈱ニッ
セイ、お地蔵様、安城市手をつなぐ親
の会、ほほえみダンス、たかたな歯科、
ボールセンター安城店、竹下朋子、東
端の老人、国際ソロプチミスト安城、
東部公民館利用者、東山地区社協、ふ
れあいダンス、エアロビクススタジオ
Ｄｏ、太田勉、細井宏子、さわやかダ
ンス、安城市赤十字奉仕団、匿名
市役所関係　　　　　　　　　　　　
㈱イトーヨーカ堂安城店労働組合、㈱
ニード代表取締役朴田忠美

農用地利用集積計画の縦覧

　受信障害対策共聴施設デジタル化支
援の助成金内容を拡充しました。
■内 工事費の世帯当たり負担が３．５万円
以下の場合も対象

■対 受信障害対策共聴施設の管理者（共
聴組合を含む）

■申 ７月３０日晶までに、デジサポ愛知
（名古屋市）へ

■問 デジサポ愛知（緯０５２〈３０８〉３９３０）、総
務省テレビ受信者支援センター（緯

０５７０〈０９３〉７２４）、企画政策課（緯〈７１〉
２２０４）

　消防車・船舶・ヘリコプターが参加
して、陸上・海
上での災害を想
定した訓練を実
施します。
■時 ７月１日昭午
前１０時

■場 高浜ふ頭と周辺海域（高浜市）
■問 衣浦東部広域連合消防局消防課（緯

〈６３〉０１３４）　

受信障害対策共聴施設向け
助成金制度を拡充

福祉への善意
ありがとうございます

衣浦港消防防災訓練

■あかちゃん読み聞かせ　このゆび
と～まれの「にこにこ会」
■時 ７月９日晶・１６日晶・３０日晶、８
月６日晶午前１０時３０分～１１時（全
４回）

■対 １０か月までの子とその保護者
■定 １５組（先着順）
■申 ６月２４日昭午前９時から同館へ

■手づくりかみしばい教室
■時 ７月１７日松～１９日抄午前１０時～正
午（全３回）

■対 小学生以下
■定 ２０人（先着順）
■申 ６月３０日昌午前９時から直接同館
へ
※電話申し込み不可。

５日捷・１２日捷・２０日昇・２３日晶・
２６日捷

講座

中央図書館（緯〈７６〉６１１１）

７月の休館日

おはなし会
６月２０日掌、
７月１１日掌

午後２時

かみしばいの会
（幼児～小学校低学年）

６月２３日昌

午前１０時３０分
おはなしまあだ
（１～５歳）

６月２９日昇

午前１０時３０分
絵本好き集まれ！
－おすすめ絵本紹介－

７月１日昭

午前１０時３０分
おはなしゆりかご
（０～２歳）

７月２日晶

午前１０時３０分
おはなしポッケ
（０～２歳）

７月３日松

午後３時
おはなしレストラン
（小学生以上）

７月１０日松

午後２時
おはなしどんどん
（１歳～小学校低学年）

７月１３日昇

午前１０時３０分
えほんとわらべうたの
会（０～２歳）

７月１４日昌

午前１０時３０分
おはなしたまてばこ
（１～５歳）

７月１５日昭

午前１０時３０分
いないいないばあ
（１～５歳）

７月１６日晶

午前１０時３０分
えほんのとびら
（０～２歳）

７月１７日松

午前１１時
大人のための絵本朗読
会（一般）
※対象年齢は、目安です。

■問 知多乗合叙お客様センター（緯０５６９〈２１〉５２３４）、都市計画課（緯〈７１〉２２４３）
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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

■時 ６月１日から
■￥ 南安城駅・安城駅・三河安城駅獅片道１４００円、高棚獅片道１２００円

中部国際空港行きバスの時刻表が変更になりました

安城市施中部国際空港

中部国際空港高棚三河安城駅前安城駅南安城駅便
午前６時５０分午前６時０２分午前５時５０分午前５時４１分午前５時３８分１
※午前７時４５分午前６時４２分午前６時３０分午前６時２１分午前６時１８分２
午前９時５５分午前９時０２分午前８時５０分－－３
午前１０時５５分午前１０時０７分午前９時５５分－－４
午後１時２０分午後０時３２分午後０時２０分－－５
午後２時２０分午後１時３２分午後１時２０分－－６
午後４時１０分午後３時２２分午後３時１０分－－７
午後５時２５分午後４時３２分午後４時２０分－－８
午後８時００分午後７時１２分午後７時００分－－９

※２便は、松掌抄のみ中部国際空港へ午前７時３０分に着きます。

中部国際空港施安城市

南安城駅安城駅三河安城駅前高棚中部国際空港便
－－午前９時２９分午前９時１０分午前８時２５分１
－－午前１１時５４分午前１１時４０分午前１０時５５分２
－－午後０時４９分午後０時３５分午前１１時５０分３
－－午後２時４４分午後２時３０分午後１時４５分４
－－午後３時４９分午後３時３５分午後２時５０分５
－－午後６時２９分午後６時０５分午後５時２０分６
－－午後８時０４分午後７時５０分午後７時０５分７

午後９時４４分午後９時３９分午後９時３２分午後９時２０分午後８時３５分８
午後１０時５４分午後１０時４９分午後１０時４２分午後１０時３０分午後９時４５分９

　ごみ収集車に乗って、空き缶・空き
びん・粗大ごみ・ペットボトルを回収
します。
■内 採用期間獅７月２０日昇～９月３０日昭

勤務時間獅捷～晶（抄も含む）のうち
指定する日の午前８時３０分～午後５
時　賃金獅時給１１５０円、通勤割増１
日２００円

■定 ５人程度
■他 選考獅面接
（７月２日晶）
■申 ６月１７日昭～
３０日昌に電話
で清掃事業所
（緯〈７６〉３０５３）
へ

　夏休み期間中、児童クラブで生活や
遊びの指導をします。
■内 採用期間獅７月２１日昌～８月３１日昇

勤務時間獅捷～松の午前８時～午後
６時４５分（週３～５日程度、時間内
で交代勤務）
　勤務場所獅市内各児童クラブ
　賃金獅時給９００円（有資格者は１０１０
円）、通勤割増１日２００円

■対 捷～松いずれの日でも勤務できる１８
歳以上の人

■定 ２５人程度
■申 ６月２５日晶までに、申込書または市
販の履歴書と保育士・教員資格の資
格証明書（ある人のみ）を持って子ど
も課子育て支援係（緯〈７１〉２２２９）へ
　※申込書は同係、市公式ウェブサイ
トで配布。
※民間児童クラブでも指導員を募集
しています。詳細は、ひまわりクラ
ブ（緯〈７４〉４４００）、みつばちぶんぶん
（緯〈９８〉７７０２）、なかよしクラブ（緯

〈７４〉３６６４）、安城つくしクラブ（緯〈７６〉
７５６７）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。

■内 設置運営者獅社会福祉法人 紘  寿 福祉
こう じゅ

会（仮称）、設置予定地獅安城市東端
町地内、定員獅１００人、併設施設獅

短期入所生活介護（ショートステイ）
など、開設予定時期獅平成２４年度

■問 介護保険課（緯〈７１〉２２２６）

■内 サービス獅認知症対応型共同生活介
護（グループホーム）・小規模多機能
型居宅介護、決定事業者獅株式会社
ニチイ学館、事業予定地獅安城市東
明町地内（安祥中学校区）、開設予定
時期獅平成２３年４月
※本紙１月１５日号で掲載しました同
上の事業者の決定については、事業
者の都合により、中止にしました。

■問 介護保険課（緯〈７１〉２２２６）

■時 願書配布期間獅６月２５日晶～７月３０
日晶　試験日獅１０月２４日掌

■申 ７月２日晶～３０日晶に郵送で県社会
福祉協議会へ
　※願書は市介護保険課、市社会福祉
協議会、県高齢福祉課、西三河福祉
相談センター、西三河県民生活プラ
ザ、県社会福祉協議会で配布。

■問 県社会福祉協議会（緯０５２〈２３１〉３２２４）、
市介護保険課（緯〈７１〉２２２６）

　受動喫煙防止のため、７月１日昭か
ら、市役所本庁舎１階・３階、北庁舎
１階、市民会館ホール２階の喫煙室が
利用できなくなります。ご理解をお願
いします。
■問 行政課（緯〈７１〉２２０８）、市民会館（緯

〈７５〉１１５１）

特別養護老人ホーム設置運
営者を決定

介護保険地域密着型サービ
ス事業者を決定

　小・中学校の講師登録（常勤・非常
勤）を受け付けています。登録をした
人の中から、必要に応じて依頼します。
■対 小・中学校の教員免許状のある人
■申 履歴書（顔写真付き）を持って学校教
育課（緯〈７１〉２２５４）へ

■内 テーマ獅盆
踊り・夏祭
り　サイズ・
画材獅自由

■対 中学生以下
■他 入賞者には
記念品、応
募者に参加
賞あり。入
賞作品は、
ＰＲポスタ
ーに使用します

■申 ７月９日晶まで（捷を除く）に作品を
持って青少年の家（緯〈７６〉３４３２）へ

■時 ８月２日捷～３１日昇のうち３日間
（松掌を除く）
■場 市内公立保育園
■対 市内在住・在学の中学生・高校生
■￥ ３００円（昼食代別途）
■他 ７月２３日晶午前に説明会あり
■申 ６月１８日晶～７月２日晶午前９時～
午後５時（松掌を除く）に市子育て支
援センター（緯〈７３〉６３３６）へ

児童指導員夏期アルバイト

清掃事業所夏期アルバイト

小・中学校の講師

市民盆踊りの集いポスター

中学生・高校生の保育体験
希望者
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　本紙６月１日号に折り込みまし
たテレホンガイドあんじょうに誤
りがありました。お詫びして訂正
します。
■内 訂正項目諮誤：「０１５６マタニティ
サロン」獅正：「０１５６マタニティ
サロン＆赤ちゃんサロン」
追加項目諮正：「０７６９保健センタ
ー」

■問 秘書課広報広聴係（緯〈７１〉２２０２）

平成２２年度テレホンガイ
ドあんじょうの訂正

介護支援専門員実務研修受
講試験の願書を配布します

市役所の喫煙室が利用でき
なくなります

昨昨年度のＰＲポスタ昨年度のＰＲポスターー


