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■時 ８月２２日掌・２８日松午前１０時～午後
１時３０分

■場 文化センター
■内 親子で調理実習　予定献立獅ライス
フィッシュバーガー、ラタトゥーユ
スープ、フルーツのヨーグルトソー
スかけ

■講 ヘルスメイト（市健康づくり食生活
改善協議会会員）

■対 小学生とその父親
■定 各１６人（先着順）
■￥ １人３００円
■申 ７月２０日昇～２７日昇午前８時３０分～
午後５時１５分（松掌を除く）に市保健
センター（緯〈７６〉１１３３）へ

■対 ■時 ■場 乳幼児 ▼３日昇獅南部公民館、
４日昌獅東部公民館、５日昭獅安祥
公民館、６日晶獅高棚町公民館いず
れも午前１０時～１１時
乳幼児・小学生イベント ▼２４日昇獅

南部公民館、２６日昭獅東部公民館・
安祥公民館、２７日晶獅高棚町公民館
いずれも午前１０時２０分～１１時

■問 子ども課子育て支援係（緯〈７１〉２２２９）

■時 ８月１３日晶　①キッズ部門、②ファ
ミリー部門獅午後５時、③個人部門、
④カップル＆夫婦部門獅午後７時

■内 賞獅各部門グランプリ、特別賞（ス
マイル賞、キャラクター賞、チャー
ミング賞）、参加賞

■対 ■定 ①小学生以下／３０人、②２人以上
／１５組、③制限なし／３０人、④中学
生以上／１０組　
※いずれも先着順。

■他 参加者は、当日の入園料無料
■申 ７月２１日昌午前９時３０分から、参加
部門・参加者全員の氏名・年齢・性
別・代表者の連絡先を電話でデンパ
ーク（緯〈９２〉７１１１）へ

８月の移動児童館

お父さんとこども料理教室
ライスバーガーに挑戦！

デンパーク
ゆかたコンテスト

■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。
夏休みアイスクリーム教室　　　　　
■時 ７月２６日捷～８月３１日昇午前１０時３０
分から（休園日を除く）

■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

押し花教室　　　　　　　　　　　　
■時 ７月３１日松、８月１日掌午前１０時か
ら

■定 各１００人（当日先着順）
■￥ ５００円から
安城高校生徒が講師のパン教室と食育
講座
■時 ８月１日掌午後１時３０分
■定 ２０組（先着順。２人以上で参加して
ください）

■￥ ５００円
■申 ７月２５日掌午前９時３０分から同クラ
ブハウスへ

木工ペイント教室　　　　　　　　　
■時 ８月７日松・８日掌午前１０時から
■定 各１００人（当日先着順）
■￥ ５００円から
お盆のピザ教室　　　　　　　　　　
■時 ８月１４日松・１５日掌午前１０時３０分
■内 粉からのピザづくり
■定 各３０人（先着順）
■￥ １２００円
■申 ７月２１日昌午前９時３０分から同クラ
ブハウスへ

アロマテラピー講座　　　　　　　　
■時 ８月２３日捷午後１時３０分
■内 制汗作用のローション作成
■定 ２０人（先着順）
■￥ ２５００円
■講 内藤 満  里  子 氏

ま り こ

■申 ７月２８日昌午前９時３０分から同クラ
ブハウスへ

■時 ■場 ７月２３日晶～３０日晶午前９時～午
後９時（捷を除く）獅作野公民館、８
月３日昇～１３日晶午前９時～午後９
時（捷を除く。８日は午後５時まで）
獅桜井福祉センター

■内 「ふるさとの田んぼと水」子ども絵画
展の入選作品と明治用水のパネル展
示

■問 明治用水土地改良区総務課（緯〈７６〉
４９２２）、土地改良課（緯〈７１〉２２３６）

デンパーククラブハウスの
教室・講座

農業用水展

■親子マジック教室
■時 ８月８日掌午前９時３０分～正午
■対 小学生以下の子とその保護者
■定 ２０組（先着順）
■申 ７月２１日昌午前９時から同館へ
■手づくり絵本教室
■時 ８月２４日昇午前９時３０分～正午
■対 小学生以下（幼児は保護者同伴）
■定 ３０人（先着順）
■￥ ５００円
■申 ７月２７日昇午前９時から同館へ
（電話申し込み不可）

■おはなしレストラン「こわ～い！
おはなし会」

■時 ８月１７日昇午後３時
■対 小学生以上

お知らせ

中央図書館（緯〈７６〉６１１１）

８月の休館日

７月２４日松、
８月２８日松

午前１１時

大人のための絵本朗読
会（一般）

７月２７日昇、
８月３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）

７月２８日昌、
８月２５日昌

午前１０時３０分

おはなしまあだ
（１～５歳）

７月２９日昭、
８月２６日昭

午前１０時３０分

絵本好き集まれ！
－おすすめ絵本紹介－

８月５日昭

午前１０時３０分
おはなしゆりかご
（０～２歳）

８月７日松

午後２時
おはなしえがお
（１歳～小学校低学年）

８月７日松

午後３時
おはなしレストラン
（小学生以上）

８月１１日昌

午前１０時３０分
おはなしたまてばこ
（１～５歳）

８月１９日昭

午前１０時３０分
いないいないばあ
（１～５歳）

８月２０日晶

午前１０時３０分
このゆびと～まれ
（０～２歳）

８月２２日掌

午後２時
かみしばいの会
（１歳～小学校低学年）

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

２日捷・９日捷・１６日捷・２３日捷・
２７日晶・３０日捷

おはなし会

※対象年齢は、目安です。

■時 ８月１８日昌午前９時３０分～午後３時
３０分

■内 ぶどう狩り、チンゲン菜植え付け・
収穫体験など　集合場所獅市役所西
会館駐車場

■対 小学生（１～３年生は保護者同伴）
■定 ４５人（先着順）
■￥ １０００円（昼食代含む）
■申 ７月３０日晶～８月１日掌午前９時～
正午に電話で生涯学習まちづくり企
画人（緯０９０〈９１２９〉９２２２）へ

■問 農務課（緯〈７１〉２２３３）

　文化庁所有の作品を展示
■内 作品諮版画獅佐竹邦子「ＷＩＮＤＳ
ＷＯＲＫ－３０」　展示期間獅７月３０
日晶～８月１９日昭、１０月７日昭～２７
日昌、１２月９日昭～２６日掌、来年２
月１８日晶～３月１０日昭

　作品諮版画獅園山晴巳「Ｓｉｇｎｅ
－Ｇ」　展示期間獅９月１６日昭～１０
月６日昌、１１月１８日昭～１２月８日昌、
来年１月２８日晶～２月１７日昭

　※休館日を除く。
■問 市民会館（緯〈７５〉１１５１）

■時 ７月２９日昭・３１日松午後７時３０分～
９時

■場 青少年の家
■定 各２０人（先着順）　
■申 ７月２０日昇午前９時から青少年の家
（緯〈７６〉３４３２）へ

■時 ８月２１日松午後１時～２２日掌正午
※現地集合、現地解散。

■場 作手高原野外センター（新城市）
■内 キャンプカウンセラーによるキャン
プファイヤー、あまごつかみ、五平
もち作り

■対 市内在住・在勤・在学で、小学生以
上の子とその保護者

■定 ２５家族１００人（先着順）
■￥ 高校生以上１１００円、小・中学生１０００
円

■申 ７月２２日昭～８月５日昭午前９時～
午後５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・市公式ウェブサイ
トで配布。ほかの家族の代理申請は
不可。

■時 ８月１７日昇～１１月１６日昇の毎週昇晶

午後１時～３時（全２７回）
■場 市スポーツセンター
■内 高齢者用トレーニング機器を使った
運動

■対 転倒や歩行に不安を感じていて、介
護保険の要支援・要介護認定を受け
ていない６５歳以上の人

■定 ６人程度（先着順）
■￥ １０００円
■申 ７月２０日昇～２８日昌午前８時３０分～
午後５時１５分（松掌を除く）に市保健
センター（緯〈７６〉１１３３）へ

■時 ８月３０日捷午前９時３０分～午後１時
■場 市保健センター
■内 親子で調理実習　予定献立獅三色お
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組程度（先着順）
■￥ １人４００円
■申 ７月２６日捷～８月２３日捷午前８時３０
分～午後５時１５分（松掌を除く）に、
市保健センター（緯〈７６〉１１３３）へ

転ばぬ先の筋トレ教室

■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。
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■場 ■問 歴史博物館（緯〈７７〉６６５５）
ミュージアム・コンサート　　　　　
■時 ８月１日掌午後２時
■内 鈴木学ＪＡＺＺトリオによる「Ｊａ
ｚｚアメリカ紀行」

連続講座「能の観方・楽しみ方⑤」　　
■時 ８月１４日松午後２時
■内  九 

きゅう

 尾 の狐伝説と謡曲～「 殺 
び せっ

 生 
しょう

 石 」を観
せき

る
■講 飯塚 恵  理  人 氏（椙山女学園大学教授）

え り と

■時 ９月２５日松午後１時
■場 文化センター
■内 第１部獅ワークショップ　第２部獅

能「杜若」
■定 ３００人（定員を超えた場合は抽せん）
■申 ７月３１日松まで（必着）に、往復はが
きに氏名・住所・電話番号・申込人
数（はがき１枚につき２人まで）を記
入し、歴史博物館（〒４４６栗００２６安城
町城堀３０）へ

■問 歴史博物館（緯〈７７〉６６５５）

■時 ８月３日昇

～５日昭・
１０日昇・１２
日昭・１８日
昌・２０日晶・
２４日昇～２８日松・３１日昇いずれも午
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）

能を観る「杜若（かきつばた）」

市民ギャラリーエントラン
スで美術作品展示　　

日本デンマーク
わくわく体験

土器づくり教室

太鼓講習会

歴史博物館の催し

ファミリーキャンプ

親子栄養スクール

園山晴巳「Ｓｉｇｎｅ－Ｇ」
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■内 今年度と来年度に限り、木造住宅耐
震改修費補助（一般型）の補助金額の
上限を６０万円から８５万円に増額

■対 昭和５６年５月３１日以前着工の木造住
宅で、耐震診断の判定値が基準値未
満の耐震改修工事

■問 建築課（緯〈７１〉２２４１）　

　まだ申請をしてない人は、９月３０日
昭までに必ず申請してください。
■対 申請が必要な世帯例獅今年度、中学
３年生までの子どもを養育している
人で、所得制限などの理由により今
まで児童手当を受けていなかった子
どもがいる世帯／児童手当を受給し
ていた世帯で、今年度中学２年生と
３年生の子どもがいる世帯／児童手
当を受給していた世帯で、現況届未
提出などの理由により差し止め・保
留となっている世帯など

■問 子ども課（緯〈７１〉２２２７）

５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
作野トータル、ほほえみダンス、ふれ
あいダンス、ボールセンター安城店、
野村君江、東端の老人、南部公民館利
用者、井口かつ江、中部福祉センター
利用者、ショッピングセンターアンデ
ィ、ＪＡあいち経済連西三河地域担当
部、さわやかダンス、お地蔵様、匿名
市役所関係　　　　　　　　　　　　
三河安城ロータリークラブ

　「交通事故や詐欺などの犯罪被害に
あい、警察や検察庁に訴えたが、検察
官が起訴してくれないのは納得できな
い」という人は、岡崎検察審査会に相
談してください。費用は無料で、秘密
は固く守られます。
■問 岡崎検察審査会（緯０５６４〈５１〉５７９３）、
　行政課（緯〈７１〉２２０８）

■時 ■場 下表のとおり
■問 市保健センター（緯〈７６〉１１３３）

ご存じですか！検察審査会

８月の献血日程

ところとき
叙クサカ
（池浦町）

８月５日昭午後１時
３０分～３時３０分

今村公園
（東栄町）

８月１３日晶午前９時
４５分～午後３時３０分

木造住宅の耐震改修

子ども手当の申請はお早め
に

福祉への善意
ありがとうございます

下記の各浄化センターで開催します。
衣浦東部浄化センター（碧南市）　　　
■時 ８月６日晶午後２時～４時
■対 小学生とその保護者
■定 ３０人（先着順）
■申 ７月２０日昇～８月３日昇午前９時～
午後５時（松掌を除く）に同センター
（緯〈４８〉８２１０）へ
矢作川浄化センター（西尾市）　　　　
■時 ８月１０日昇午前１０時～正午・午後１
時３０分～３時３０分

■対 小学生とその保護者
■定 各４０人（先着順）
■申 ７月２６日捷～８月９日捷午前９時～
午後５時（松掌を除く）に同センター
（緯０５６３〈５９〉０７１１）へ
境川浄化センター（刈谷市）　　　　　
■時 ８月１７日昇午前１０時～正午・午後２
時～４時

■対 小学生高学年・中学生とその保護者
■定 各４０人（先着順）
■申 ７月２１日昌～８月１６日捷午前９時～
午後５時（松掌を除く）に同センター
（緯〈２５〉１２９５）へ

■時 ８月２１日松午前１０時～正午
　※雨天の場合は８月２２日掌に順延。
■内 和太鼓演奏、魚つり、ふうせんつり、
手品、バザーなど

■他 駐車場は丈山小学校校庭を利用して
ください。（送迎バスあり）

■場 ■問 サルビア学園（緯〈９２〉２６６１）

■時 ８月７日松午後１時３０分～４時
■場 衣浦東部保健所（刈谷市）
■内 講話、集団医療相談会、試食会
■対  潰  瘍 性大腸炎とクローン病の患者と

かい よう

その家族
■定 ４０人（定員を超えた場合は抽せん）
■申 ７月３０日晶まで（松掌抄を除く）に同
所健康支援課（緯〈２１〉４７７８）へ

■時 ８月１０日昇、１０月１２日昇、１２月１４日
昇、来年２月８日昇いずれも午後１
時３０分～３時３０分

■場 衣浦東部保健所安城保健分室
■定 各２人（先着順）
■申 松掌抄・年末年始を除く午前９時～
午後５時に衣浦東部保健所健康支援
課（緯〈２１〉４７７８）へ

サルビアまつり

消化器系難病患者・家族教
室

こころの健康医師相談

親子下水道教室

●子どもと女性が被害者になりやす
い犯罪の防止
暫子どもを１人で遊ばせない
暫子どもが出かけるときは、必ず行 
　き先を告げさせる
暫人通りが多い、明るい道を通る
暫防犯ブザーや笛を携帯し、いつで
　も使える状態にしておく
●住宅侵入盗の防止
暫短時間の外出や在宅中も必ずカギ
　をかける
暫門灯や玄関灯を一晩中つけるなど、
　家の周りを常に明るくする
●自転車盗・自動車関連窃盗の防止
暫車両から離れるときは、短時間で
　もカギをかける

暫駐車場は、明るく、管理された、
見通しのよいところを選ぶ

暫自転車は、カギを２つかける
暫不審者を寄せ付けないよう、地域 
　ぐるみで「あいさつ・声かけ運動」
　を広げる
■問 市民安全課（緯〈７１〉２２１９）

８月８月はは「あいさ「あいさつつ・・声かけ運動声かけ運動」」
の強調月間での強調月間ですす
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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。

　高齢受給者証（肌色）の有効期限は７
月３１日松です。更新の対象となる人に
は、７月下旬に新しい高齢受給者証
（白色）を世帯主あてに送付します。
※７月２日以降に７０歳になる人には、
誕生月の下旬（１日生まれの人は誕
生月の前月下旬）に送付します。

■対 国民健康保険に加入している昭和１５
年７月１日以前に生まれた人

■他 期限を過ぎた高齢受給者証は、各自
で処分してください

■問 国保年金課（緯〈７１〉２２３０）

　今年度の国民健康保険税納税通知書
と国民健康保険税特別徴収額通知書を
７月１５日昭に発送します。７月２２日昭

を過ぎても届かない場合は連絡してく
ださい。
■問 国保年金課（緯〈７１〉２２３０）

■内 利用日獅来年１０月１日松～平成２４年
３月３１日松

■申 ８月１日掌～１０日昇午前９時～午後
５時（捷を除く）に市民ギャラリーへ
（電話申し込み不可）
　※希望日が重なった場合は抽せん。
申し込み期間以降は随時受け付け。

■問 市民ギャラリー（緯〈７７〉６８５３）

　夏は開放的な気分となり、危険な落
とし穴が待ち受けています。日ごろか
ら子どもと会話し、地域ぐるみで青少
年の非行防止に取り組みましょう。
■時 運動期間獅８月３１日昇まで
■内 スローガン獅非行の芽　はやめにつ
もう　みな 我 が子

わ

■問 青少年の家（緯〈７６〉３４３２）

国民健康保険高齢受給者証
の送付

■申 ８月１日掌～９月１０日晶に自衛隊愛
知地方協力本部安城案内所（緯〈７４〉
６８９４）へ
※自衛官候補生（男子）は、年間を通
じて募集しています。

■問 行政課（緯〈７１〉２２０８）
航空学生　　　　　　　　　　　　　
■時 １次試験獅９月２３日抄、２次試験獅

１０月１６日松～２１日昭、３次試験獅２
次試験合格時に連絡

■対 高等学校を卒業または来年３月に卒
業見込みの２０歳以下の人
一般曹候補生　　　　　　　　　　　
■時 １次試験獅９月１８日松、２次試験獅

１０月７日昭～１４日昭の指定した日
■対 １８歳～２６歳の人
自衛官候補生（女子）　　　　　　　　
■時 ９月２６日掌・２９日昌（全２回）
■対 １８歳～２６歳の人

■時 訓練期間獅１０月１日晶から６か月
■場 県立東三河高等技術専門校（豊川市）
■内 募集科獅金属加工科・木材工芸科・
住宅デザイン科　入校選考獅９月１０
日晶に面接

■対 転職希望で、中学校卒業または同等
の学力があると認められる人

■定 各３０人
■￥ 一部自己負担あり
■申 ７月２２日昭～８月３１日昇（松掌を除
く）に同校（緯０５３３〈９３〉２０１８）へ

■問 商工課（緯〈７１〉２２３５）

市民ギャラリー展示室
一般利用受け付け

自衛官

■時 展示期間獅９月１８日松～２０日抄午後
６時～９時

■内 テーマ獅あかり　材料獅竹、ステン
ドグラス、和紙、ビン、ペットボト
ルなど　作品獅オブジェか３ｍ四方
内でのアート作品
　※竹の調達は相談に応じます。
■他 材料費は１団体２万円まで支給（要
領収書）。ろうそくも支給。謝礼とし
て１団体につきデンパーク入園券を
１０枚進呈。作品は、出品者で管理。
展示期間中は、管理者の入園料無料。

■申 ８月１６日捷までにデンパークへ
■場 ■問 デンパーク（緯〈９２〉７１１１）

■対 １８～４５歳くらいの人
　※大学生歓迎、高校生不可。
■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
講座スタッフ（体験教室の準備・運営）
■内 勤務日時獅松掌抄の午前９時～午後
５時のうち指定時間　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

売店スタッフ（販売員）　　　　　　　
■内 勤務日時獅午前９時３０分～午後５時
のうち４時間以上（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

「あかりアート」作品

県立東三河高等技術専門校
訓練生

デンパークの
パート・アルバイト 国民健康保険税納税通知書

の発送

青少年の非行・被害防止に
取り組む県民運動


