
■時 ８月２８日松・２９日掌午前９時～午後
６時

■場 文化センター
■内 パネルのほかに、「戦争に関する資料
館調査会」収蔵品の一部も展示

■問 行政課（緯〈７１〉２２０８）

■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
シルバーアクセサリー教室　　　　　
■時 ８月２１日松・２２日掌午前１０時
■定 各５０人（当日先着順）
■￥ １５００円から
白磁のペンダント教室　　　　　　　
■時 ８月２８日松・２９日掌午前１０時
■定 各５０人（当日先着順）
■￥ ６００円から
じゃがぽたもち教室　　　　　　　　
■時 ９月４日松・５日掌・１１日松・１２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

プランターで作る野菜の寄せ植え講座
■時 ９月４日松午後１時
■定 １５人（先着順）
■￥ １５００円
■申 ８月２５日昌午前９時３０分から同クラ
ブハウスへ

手作りパン教室　　　　　　　　　　
■時 ９月４日松・１２日掌午後１時・２時
３０分

■定 各１８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「ハンバーグ」　　　　　
■時 ９月１０日晶午前１０時
■定 ２０人（先着順）
■￥ １５００円
■申 ８月２５日昌午前９時３０分から同クラ
ブハウスへ

フォトマスターＥＸ写真講座　　　　
■時 ９月１０日晶・２４日晶午前１０時（全２
回）

■講 鶴田 郁  夫 氏
いく お

■定 ２０人（先着順）
■￥ ２０００円
■申 ８月２５日昌午前９時３０分から同クラ
ブハウスへ

デンパーククラブハウスの
教室・講座

■時 ９月８日昌午前１０時４５分～１１時４５分
■場 昭林公民館
■内 少年時代（井上陽水）、赤とんぼ（山田
耕筰）、アヴェマリア（マスカーニ）
出演獅高橋 美  智  子 、森藤さちよ、村

み ち こ

瀬 啓  子 、沓名 美  智  留 
けい こ み ち る

■定 １５９人（先着順）
■他 未就学児の入場はご遠慮ください。
託児あり（１人３００円、定員１０人）

■申 ８月２５日昌午前９時から整理券を昭
林公民館（緯〈７７〉６６８８）で配布

■場 ■問 マーメイドパレス（緯〈９２〉７３５１）
マーメイドちゃん・マーメイド王子を
探せ
■時 ８月２２日掌午前１０時
■内 プール内に隠れている「マーメイド
ちゃん・マーメイド王子」を見つけ
た子に、無料招待券を進呈

■対 小学生以下
■定 １００人（先着順）
■￥ 施設使用料
マーメイドパレス夏祭り　　　　　　
■時 ８月２９日掌午後１時～４時
■内 模擬店（有料）を開催
９月水中講座　　　　　　　　　　　
■時 ９月１５日昌午前１１時～正午
■内 ■定 アクアビクス獅４０人、初級水泳
「クロールから始めましょう」獅２０人
　※いずれも先着順。
■対 １８歳以上の人
■￥ 施設使用料
■他 託児あり（生後６か月～未就園児、
先着１０人）

■申 ８月２５日昌午前１０時からマーメイド
パレスへ

■場 ■問 デンパーク（緯〈９２〉７１１１）
アートフラワー・手づくり盆栽展「四
季の花々」
■時 ９月１日昌～１３日捷

■内 同園の講師である青木 元  子 氏とその
もと こ

生徒の作品を展示
パラグアイオニバスの葉に乗ろう　　
■時 ８月２８日松・２９日掌午前１０時（雨天
中止）

■定 各５０人（当日
先着順）

■対 体重２０キログ
ラム以下の子

■他 葉の生育状況
により、日時
などを変更する場合あり
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■絵本講座「よみきかせの実技」
■時 ９月１０日晶・１７日晶午前１０時～正
午（全２回）

■対 学校などで読み聞かせボランティ
アをしている人

■定 ３０人（先着順）
■申 ８月２０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 ８月２９日掌　お楽しみコーナー
（ぬりえ・折り紙）獅午前１０時～１１
時３０分　マジックショー獅午前１１
時３０分～正午、午後１時３０分～２
時　アニメ映画会（しらゆき姫、
まほうの子うま、ナイチンゲール、
ミレー）獅午後２時～３時

お知らせ

中央図書館（緯〈７６〉６１１１）

９月の休館日

２日昭

午前１０時３０分
おはなしゆりかご
（０～２歳）

３日晶

午前１０時３０分
おはなしポッケ
（０～２歳）

４日松

午後３時
おはなしレストラン
（小学生以上）

７日昇・２８日
昇

午前１０時３０分

えほんとわらべうたの
会（０～２歳）

８日昌

午前１０時３０分
おはなしたまてばこ
（１～５歳）

１１日松

午後２時
おはなしどんどん
（１歳～小学校低学年）

１６日昭

午前１０時３０分
いないいないばあ
（１～５歳）

１７日晶

午前１０時３０分
えほんのとびら
（０～２歳）

１９日掌

午後２時
かみしばいの会
（１歳～小学校低学年）

２２日昌

午前１０時３０分
おはなしまあだ
（１～５歳）

２５日松

午前１１時
大人のための絵本朗読
会（一般）

２９日昌

午前１０時３０分
絵本好き集まれ！
－おすすめ絵本紹介－

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

６日捷・１３日捷・２１日昇・２４日晶・
２７日捷

９月のおはなし会

※対象年齢は、目安です。

朝のひとときコンサート

マーメイドパレスの
催し・講座

デンパークの催し

終戦６５周年
パネル「原爆と人間展」展示

■時 ９月２６日掌午前９時～午後４時
■場 岩月 竹  光 氏の陶房・ 品  野 陶磁器セン

たけ みつ しな の

ター・ 窯  神 神社・瀬戸キャニオン・
かま がみ

森脇 文  直 氏陶房
ふみ ただ

■内 瀬戸市にある陶房などを見学して、
 織  部 と 黄  瀬  戸 の深みある発色の秘密
おり べ き せ と

を探る
■講 加藤 克  也 氏（社会教育指導員）

かつ や

■対 市内在住の人
■定 ２０人（定員を超えた場合は抽せん）
■￥ １６００円（昼食代を含む）
■申 ８月２８日松（当日消印有効）までに、
はがきに住所・氏名・年齢・電話番
号を記入し、歴史博物館「あおぞら
歴史教室」係（〒４４６栗００２６安城町城
堀３０／緯〈７７〉４４７７）へ

■時 ９月３日晶～５日掌午前９時～午後
５時（３日は午後１時から、５日は
午後４時まで）

■￥ １００円（中学生以下は無料）
■他 先着１００人に野草の種子を進呈
■場 ■問 丈山苑（緯〈９２〉７７８０）

■定 １００人（先着順）
■場 ■問 市保健センター（緯〈７６〉１１３３）
知っておきたい認知症とうつの基本　
■時 ９月９日昭午後１時３０分～２時３０分
■講 川畑 信  也 氏（八千代病院医師）

のぶ や

不整脈ってどんなもの？　　　　　　
■時 ９月１６日昭午後１時３０分～２時３０分
■講 野々川 信 氏（野々川内科医師）

まこと

■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。

あおぞら歴史教室

■対 ■時 ■場 乳幼児 ▼７日昇・２８日昇獅南部
公民館、９日昭・３０日昭獅安祥公民
館、１０日晶・２４日晶獅高棚町公民館、
１５日昌・２９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 ９月１日昌～４日松・７日昇～１０日
晶・１４日昇～１８日松・２０日抄・２２日
昌・２３日抄・２５日松・２８日昇～３０日
昭午後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 ９月２５日松・２６日掌午前１０時～午後
４時（２６日は午前９時から）

■内 ２５日獅各クラブの作品展示、カラオ
ケ大会　２６日獅福祉センター・東山
地区社協・福祉委員会・デイサービ
スの活動紹介、パネル展示、東山太
鼓の演奏、福祉車両・介護用品の展
示と体験、各クラブの作品展示、各
種バザー、バルーンアート・ドミノ
などの製作、ゲームコーナー、おし
るこのふるまいなど

■他 車の乗り合わせ・自転車・あんくる
バス北部線での来場をお願いします

■問 北部福祉センター（緯〈９７〉５０００）

　さんかく２１・安城１０周年記念フォー
ラムを開催します。
■時 １０月９日松午後１時～４時３０分
■場 文化センター
■内 活動報告と映
画「おとうと」
（監督：山田
洋次、出演：
吉永小百合、
笑福亭鶴瓶ほ
か）を上映

■定 ５００人（定員を
超えた場合は抽せん）

■他 託児あり（６歳まで、１人３００円）
■申 ８月２７日晶（当日消印有効）までに、
往復はがき往信部裏面に、申込代表
者の住所・氏名・電話番号・参加人
数（託児が必要な場合はその人数）を、
返信部表面に申込代表者の郵便番号・
住所・氏名を記入し、市民活動課
（〒４４６栗８５０１住所記載不要／緯〈７１〉
２２１８）へ
※はがき１枚につき２人まで入場可。

土器づくり教室

■時 ８月２８日松午前９時４５分～午後５時
１０分

■場 三河安城ツインパーク
■内 にっぽんど真ん中祭りのイベントや
地元保育園・小学校の催し物

■問 商工課（緯〈７１〉２２３５）、三河安城商店
街振興組合小林さん（緯〈７４〉２８８０）

■時 ８月２１日松午
前９時～正午

■場 秋葉いこいの
広場

■定 １５人（当日先
着順）

■￥ ５００円
■問 秋葉いこいの
広場（緯〈７６〉７１４８）

■時 ８月２８日松、９月４日松・１１日松・
１８日松、１０月２日松・９日松午前１０
時～午後４時（全６回）

■場 安城商工会議所
■内 市場分析、アイデアのプラン化、商
品の差別化などビジネスプランを作
成する講座

■対 起業したいなど創業意欲のある人
■定 ４０人（定員を超えた場合は抽せん）　
■￥ ８０００円
■申 ８月２７日晶までに、申込書を記入し、
持参か郵送、ファクス、Eメールで
同所（〒４４６栗８５１２桜町１６－１／胃

〈７６〉４３２２／info@anjo-cci.or.jp）へ
※申込書は、同所・同所ウェブサイ
トで配布。

■問 安城商工会議所（緯〈７６〉５１７５）、商工
課（緯〈７１〉２２３５）

■対 来年度、小・中・高等学校に入学予
定で、障害があると思われる子ども
とその保護者
安城養護学校　　　　　　　　　　　
■時 ９月８日昌、１０月７日昭

■対 知的な発達の遅れや、情緒に障害の
ある子ども

■問 同校（緯〈９９〉３３４５）
岡崎養護学校（岡崎市）　　　　　　　
■時 ９月１０日晶、１０月１４日昭

■対 手足の不自由な子ども
■問 同校（緯０５６４〈４８〉２６０１）
大府養護学校（大府市）　　　　　　　
■時 １０月１５日晶、１１月１６日昇

■対 病気で入院している子ども
■問 同校（緯０５６２〈４８〉５３１１）
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丈山苑野草展

北部福祉センターまつり

県立養護学校の体験入学

さんかく２１・安城
映画「おとうと」上映会

三河安城フェスタ２０１０９月の移動児童館

市民健康講座

創業塾

デコレーション教室

可「おとうと」製作委員会



■時 ９月１２日掌午前９時３０分～午後３時
２０分（雨天中止）

■内 市役所西会館集合　行き先獅デンパ
ーク、丈山苑（希望者のみ）

■￥ ６００円（丈山苑希望者は７００円）
■持 昼食・水筒・携帯雨具・敷物
■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 ９月１６日昭・１７日晶午前９時３０分～
午後４時３０分（全２日）

■場 碧南市文化会館
■定 １２０人（先着順）
■￥ ４０００円（当日徴収）
■申 ８月３０日捷～９月３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予防課（緯〈６３〉
０１３６）か安城消防署（緯〈７５〉２４５８）へ
　※申込書は申し込み場所、同広域連
合ウェブサイトで配布。申し込み時
に証明写真が必要。

■時 ９月４日
松午後１
時３０分～
４時

■場 高浜市中
央公民館

■内 水質浄化
に関する
取り組み
発表、ジ
ョン・ギ
ャスライ
ト氏の講演、油ヶ淵の水質浄化に関
する展示など

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

■内 ■時 ちいさないるか座獅５日掌・１２日
掌午後１時３０分・３時　夏と秋をつ
なぐ小さな星座たち獅１９日掌・２６日
掌午後１時３０分・３時

　※毎松・抄の午後１時３０分・３時か
らの投映でも生解説あり。

■場 ■問 文化センター（緯〈７６〉１５１５）

■時 ９月３日晶～５日掌午前９時（予備
日６日捷）

■場 市総合運動公園ソフトボール場・野
球場

■内 全３５チーム（安城市からは２チーム）
が参加する、３５歳以上の女性による
ソフトボールの全国大会

■問 市体育館（緯〈７５〉５１８２）

■時 １０月１日晶

■場 ウィルあいち（名古屋市）
■他 申込者多数の場合は抽せん
■申 ９月１７日晶までに、下記の①から⑦
までの必要事項を、郵送かファクス、
Ｅメールで厚生労働省高齢者医療課
（〒１００栗８９１６東京都千代田区霞が関
１栗２栗２／胃０３〈３５９５〉３５０６／ko
chokai@mhlw.go.jp）へ
必要事項獅①「高齢者医療制度公聴
会参加希望」「開催地愛知県」と記載、
②氏名（フリガナ）、③郵便番号、
④住所、⑤電話番号、⑥職業、⑦年
齢
※申込用紙は、市国保年金課で配布。

■問 市国保年金課（緯〈７１〉２２３２）
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プラネタリウム
９月の生解説

新たな高齢者医療制度に係
る地方公聴会

甲種防火管理新規講習

全日本エルダーソフトボー
ル大会

暫道路・公園・
玄関先など
に犬や猫の
ふんがあり、
迷惑してい
る人は少な
くありませ
ん。他人の
ペットのふんを始末することは不愉
快なものです。ふんの始末は、飼い
主の最低限のマナー。責任を持って
始末しましょう。

暫猫は、他人の敷地内で、車を傷つけ
たり、ふんをしたりします。病気の
感染防止、不慮の事故防止などから、
室内で飼いましょう。室内で飼えな
い場合は、不妊・去勢手術など繁殖
制限の処置をお願いします。

暫市では、「飼い犬等が公共の場所等に
おいてふんをしたときは、これを直
ちに回収し、適正に処理しなければ
ならない」と条例で定めています。
ふん害は、飼い主の心がけと協力が
あれば、すぐに改善できる問題です。
快適で美しいまちづくりができるよ
うご協力ください。

■問 清掃事業所（緯〈７６〉３０５３）

　同基金では、植林など山の管理と、
上・下流地域の交流に努めています。
交流活動への参加、基金への寄付にご
理解とご協力をお願いします。
■問 除矢作川水源基金事務局（緯０５６４〈２３〉
２６４５）、企画政策課（緯〈７１〉２２０４）

矢作川水源基金に
ご理解・ご協力を

迷惑をかけていませんか？
あなたのペット

アクション油ヶ淵in高浜

■時 野菜の植え付け獅９月１８日松、
野菜の収穫獅１２月１８日松いずれ
も午前９時～正午（全２日）

■場 集合場所獅デンパーク第４駐車
場

■対 市内在住で、中学生以下の子ど
もを含む家族

■内 ジャガイモ・キャベツ・ブロッ
コリーの苗を植え付け・収穫

■定 ３０組（先着順）
■￥ １組１０００円
■持 農作業のできる服装、長靴、手
袋、タオル、水筒

■申 ８月２０日晶～３１日昇に、申込用紙を郵送かファクスで農務課（〒４４６－８５０１住所
記載不要／胃〈７６〉１１１２）へ
　※申込用紙は、同課・市公式ウェブサイトで配布。
■問 農務課（緯〈７１〉２２３３）

安城市農業士会野菜の植え付け・収穫体験

デンパーク＆丈山苑歩け運
動

■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　2010.8.15蛾

　市民が道路・河川など公共施設の里
親となり、愛情と責任をもって定期的
に清掃などの美化活動をする「アダプ
トプログラム」という制度があります。
現在市内では、この制度により３０団体
が活動しています。今回、新たにボラ
ンティアを募集します。
■対 個人・団体・事業所など
■他 市が清掃道具などの無償貸与、アダ
プトサイン（美化活動者表示看板）の
設置などの支援をします

■問 清掃事業所（緯〈７６〉３０５３）

　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 ９月１７日晶、１０月１５日晶、１１月１９日
晶、１２月１７日晶（全４回）

■場 作野公民館（１２月１７日は市保健セン
ター）

■内 栄養を中心とした講義と実習
■対 食生活に関心があり、講座修了後に
ヘルスメイトとして活動できる人

■定 ２０人（先着順）
■￥ １６００円
■申 ８月２０日晶～９月１０日晶（松掌を除
く）に市保健センター（緯〈７６〉１１３３）
へ

環境美化ボランティア

■場 埋蔵文化財セ
ンター

■内 毎週昇～松の
午後に開催し
ている土器づ
くり教室に参
加し、半年程
度をめどに土器づくりの技術を修得。
ある程度の技術に達したら、２～３
人のグループで週１～２日程度、来
館者に土器づくりを教える

■申 電話で埋蔵文化財センター（緯〈７７〉
４４９０）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。
■対 依頼会員獅市内在住・在勤・在学の
人　提供会員獅市内在住で、心身と
もに健康で自宅に子どもを預かるこ
とができる人、子どもが好きでボラ
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（緯〈７２〉２３１５）へ
依頼会員希望者の入会説明会　　　　
　毎月２回説明会を開催しています。
提供会員希望者の講習会　　　　　　
■時 ９月７日昇午前９時～午後３時３０分
　※保育サポーター養成講座、子育て
ネットワーカー養成講座を修了した
人は講習会を免除。

土器づくりボランティア ヘルスメイト養成講座参加者

ファミリー・サポート・セ
ンターの会員

６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
ボールセンター安城店、東端の老人、
北部福祉センター利用者、南部公民館
利用者、ひょうたん会、総合福祉セン
ター利用者、西部福祉センター利用者、
弁天会、遠田嘉明、作野公民館利用者、
桜井福祉センター利用者、松竹工業、
沢田健二、ＪＡあいち経済連生活部店
舗情報センター、ふれあいダンス、作
野トータル、三矢文枝、礒部輝男、ご
きぶりだんご田中、後藤鏡子、さわや
かダンス、匿名
市役所関係　　　　　　　　　　　　
大屋達雄、中部電力叙刈谷営業所、安
城市薬剤師会、匿名

■時 ９月１６日昭午前１０時～午後４時
■場 西尾信用金庫安城支店（相生町）
■他 刈谷市・岡崎市の献血ルームでは、
晶・年末年始以外は毎日献血ができ
ます

■問 市保健センター（緯〈７６〉１１３３）

福祉への善意
ありがとうございます

９月の献血日程

■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 暴力団追放運動の趣旨に合い、市民に
強く訴えるもので、１人３点まで応募
可。賞品獅１位１万円分・２位７０００円
分・３位５０００円分の商品券（中学生以
下は図書カード）

■対 市内在住・在勤・在学の小学生以上の
人

■他 作品に関する権利は暴力追放推進協議
会に帰属します。（優秀作品は全国暴力
追放運動モデル標語に応募）

■申 ９月１７日晶（当日消印有効）までに、作
品と住所・氏名・年齢・電話番号（市
外在住者は勤務先名と所在地または学
校名）を記入し、郵送かＥメールで市民安全課（〒４４６栗８５０１住所記載不要／
anzen@city.anjo.aichi.jp）へ
※Ｅメールで応募する人は、件名を「暴力団追放標語」としてください。

■問 市民安全課（緯〈７１〉２２１９）

暴力団追放標語


