
■時 １０月１６日松午後６時３０分～８時
■場 昭林公民館
■内 曲目獅カヴァティーナ（マイヤーズ）、
アルハンブラの想い出（タレガ）、 黄 

たそ

 昏 のワルツ（加古隆）、愛の 挨  拶 （エル
がれ あい さつ

ガー）、オリジナル曲ほか
　出演獅磯村 幸  平 （クラシックギター）、

こう へい

松井 知  代 美   （ピアノ）、山口
ち よ み

 香 （バイオ
かおり

リン）、加古 良 
りょう

 司 （ギター弾き語り）　
じ

司会獅浜口 真  麻  子 
ま さ こ

■定 １５９人
■他 未就学児の入場はご遠慮ください
■申 １０月２日松午前９時から整理券を昭
林公民館（緯〈７７〉６６８８）で配布

■対 ■時 ■場 乳幼児 ▼５日昇・１９日昇獅南部
公民館、１３日昌・２７日昌獅東部公民
館、１４日昭・２８日昭獅安祥公民館、
１５日晶・２９日晶獅高棚町公民館いず
れも午前１０時～１１時

■問 子ども課子育て支援係（緯〈７１〉２２２９）

■時 １０月１７日掌午前９時～正午
■場 川島河川敷公園周辺（川島町）
■定 ２０人（先着順）
■申 ９月２２日昌午前９時から（掌捷を除
く）、電話かファクス、Ｅメールでエ
コネットあんじょう事務局（緯・胃

〈７７〉０７０１／info@econetanjo.org）
へ

■時 １０月２８日昭・２９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 １０月１２日昇～１５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 １０月６日昌午後１時３０分～３時３０分
■場 衣浦東部保健所（刈谷市）
■内 パーキンソン病の外科的治療の現状
■講 梅村 淳 氏（名古屋市立大学病院医師）

あつし

■定 ４０人（定員を超えた場合は抽せん）
■申 １０月５日昇まで（松掌抄を除く）に同
所健康支援課（緯〈２１〉４７７８）へ
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■￥ 入園料
■場 ■問 デンパーク（緯〈９２〉７１１１）
ワールドダンスカーニバル　　　　　
■時 ９月２６日掌午前１１時、午後２時
■内 ワールドダンスクラブによる世界の
ダンスステージ
グリーンマーケット　　　　　　　　
■時 １０月２日松午
前９時３０分～
午 後１時（予
備日１０月３日
掌）

■内 イベントに使
用した観葉植物など約３００鉢を販売

■他 転売目的の人はお断りします
押し花アート展　　　　　　　　　　
■時 ９月２９日昌～１０月４日捷午前９時３０
～午後５時

■内 押し花の額縁約６０点を展示

■時 ９月２５日松

■場 デンパーク
■￥ 入園料
■問 県農地計画課（緯０５２〈９５４〉６４３１）、デ
ンパーク（緯〈９２〉７１１１）

田んぼの生き物クイズ　　　　　　　
■時 午前１０時・１１時３０分
水のかんきょう楽校　　　　　　　　
■時 午前１０時３０分
■内 今池小学校の児童による交流発表会
ケロちゃんと学ぶ愛知用水　　　　　
■時 午前１１時
明治用水ゆかりのゆるキャラ大集合　
■時 午後０時３０分
明治用水の楽しい紙芝居「グルメわん
ぱくだんデリシャース」
■時 午後１時
チェーンソーアート「水源地の芸術」　
■時 午後１時３０分
その他のイベント　　　　　　　　　
■時 午前９時３０分～午後３時
■内 水源地の恵み（長野県根羽村・王滝
村・木曽町）物産展、田んぼの生き
物展、体験学習コーナーほか

昭林コンサート

１０月の移動児童館

パーキンソン病患者・家族
教室

甲種防火管理新規講習

デンパーク「農と水の故郷
フェア２０１０」

野草観察会

■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
粘土で作るスイ栗ツ教室　　　　　　
■時 ９月２３日抄・２５日松・２６日掌午前１０
時から

■定 各５０人（当日先着順）
■￥ ５００円から
木工ペイント教室　　　　　　　　　
■時 １０月２日松・３日掌午前１０時から
■定 各１００人（当日先着順）
■￥ ５００円から
スイ栗トポテト教室　　　　　　　　
■時 １０月２日松・３日掌・９日松～１１日
抄午前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
手作りパン教室　　　　　　　　　　
■時 １０月２日松・３日掌、９日松～１１日
抄午後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「秋の魚を料理する」　　
■時 １０月８日晶午前１０時
■定 ２０人（先着順）
■￥ １２００円
■申 ９月２２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 １０月９日松～１１日抄午前１０時から
■定 各５０人（当日先着順）
■￥ １２００円から
初歩のワイン講座「テイスティングの
仕方を学ぼう」
■時 １０月１３日昌午前１０時３０分
■講 大橋 徹  也 氏（ソムリッチオーナー）

てつ や

■対 ２０歳以上の人
■定 ２０人（先着順）
■￥ ２５００円
■申 ９月２２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

デンパークの催し

■時 １１月２６日晶午後６時３０分～８時
■場 文化センター
■内 テーマ獅菊地流魅力的人生のススメ
■講 菊地幸夫氏（弁護士）
■定 ５００人（先着順）
■申 １０月１日晶午前９時から商工課、中
央・各地区公民館で整理券を配布

■問 商工課（緯〈７１〉２２３５）

■時 ９月２６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
■場 ■問 マーメイドパレス（緯〈９２〉７３５１）

■内 ■時 今夜の星空はアクアリウム獅３日
掌・１０日掌午後１時３０分・３時（１０
日は午後１時３０分のみ）　秋の夜空
を天馬ペガススが行く獅１７日掌・２４
日掌・３１日掌午後１時３０分・３時
（３１日は午後１時３０分のみ）
　※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）
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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。

■定 １００人（当日先着順）
■場 ■問 市保健センター（緯〈７６〉１１３３）
正しい健康情報とのつきあい方～サプ
リメントを中心に～
■時 ９月２９日昌午後１時３０分～２時３０分
■講 大津 史 子   氏（名城大学准教授）

ふみ こ

睡眠障害について　　　　　　　　　
■時 １０月７日昭午後１時３０分～２時３０分
■講 青山 隆 氏（青山メンタルクリニック

たかし

医師）

■時 ■場 ３日掌午前９時３０分～午後４時獅

総合福祉センター、６日昌午前１０時
～午後４時獅碧海信用金庫本店駐車
場（御幸本町）、７日昭午前１０時～午
後４時獅市役所、２３日松午前１０時～
午後４時獅市街地交流広場

■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）

■時 １１月２７日松午前１０時～１１時３０分
■場 市民会館
■内 自転車購入費補助金交付申請に必要
な交通安全講習会
　※自転車購入費補助金については、
本紙４月１日号をご覧ください。

■申 １１月２４日昌まで（松掌抄を除く）に、
電話で都市計画課（緯〈７１〉２２４３）へ

■時 １０月１日晶・２日松、５日昇～９日
松、１１日抄、１３日昌～１６日松、１９日
昇～２３日松、２６日昇～３０日松午後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 １０月１日晶～３日
掌午前９時～午後
５時（１日は午後
１時から、３日は
午後４時まで）

■内 和泉町老人クラブ連合会の作品展示
■￥ １００円（中学生以下は無料）
■場 ■問 丈山苑（緯〈９２〉７７８０）

■時 １０月１４日昭～来年２月２４日昭の毎週
昭午前９時３０分～正午（１１月２５日、
１２月２３日・３０日、来年１月２７日、２
月３日を除く、全１５回）

■内 花瓶や器などの作成
■対 市内在住の身体・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
お願いする場合があります。

■定 １５人（定員を超えた場合は抽せん）
■￥ １５００円程度
■申 ９月１５日昌～３０日昭午前９時～午後
５時（２７日捷を除く）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〉７８８８）

土器づくり教室

丈山苑山野草展

１０月の献血日程

勤労者のための文化講演会

安城プラネの仲間たち
１０月の生解説

マーメイドちゃん・マーメ
イド王子を探せ

自転車安全利用講習会

根羽村自然観察会

■時 １０月３１日掌午前８時～午後５時３０分
■場 根羽村水源の森（長野県）ほか
■内 安城市が、長野県根羽村と共同経営
している森林（約４８ヘクタール）で、
矢作川の水の源を確かめながら、自
然の大切さを学ぶ観察会

■定 ４０人（定員を超えた場合は抽せん）
■￥ ５００円
■申 ９月３０日昭午後５時まで（掌捷を除
く）に、電話かファクス、Ｅメール
でエコネットあんじょう事務局（緯・
胃〈７７〉０７０１／info@econetanjo.
org）へ

市民健康講座

身体障害者デイサービス
陶芸講座
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公立の児童クラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
■時 来年４月１日～翌年３月３１日の捷～晶、放課後～午後６時４５分（抄・年末年始
を除く）　※松、春休み・冬休みは午前８時～午後６時４５分。夏休みは午前７
時３０分～午後６時４５分。

■場 下表のとおり

■対 放課後、就労などで家庭に保護者のいない小学１～３年生で、各児童クラブに
自分で通える児童

■￥ 月額５２００円（別途おやつ代１０００円）
※８月は８６００円（別途おやつ代１０００円）。

■申 申込用紙を持って、１０月１日晶～１６日松（掌抄を除く）午後１時～６時に各児童
クラブまたは１０月１日晶～２９日晶（松掌抄を除く）午前８時３０分～午後５時１５分
に子ども課子育て支援係（市役所西会館内／緯〈７１〉２２２９）へ
※申込用紙は同係・各児童クラブで配布。

民間の児童クラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
■場 ■問 学童保育なかよしクラブ（昭和町／緯〈７４〉３６６４）、ひまわりクラブ（御幸本町／
緯〈７４〉４４００）、学童保育みつばちぶんぶんクラブ（住吉町／緯〈９８〉７７０２）、安城つ
くしクラブ（緑町／緯〈７６〉７５６７）、池浦児童クラブ（池浦町／緯〈７２〉３３３３）

電話場所児童
クラブ名電話場所児童

クラブ名

〈７２〉２８７０三河安城小学校内三河安城
第１

〈９８〉７７０３里町小学校内里町

〈７６〉９１２１ＴＯＣＯビル２階
（緑町）二本木

〈７６〉０００３三河安城小学校西三河安城
第２・３〈７４〉７５３１安城中部小学校内中部

〈４８〉２３６８明和小学校内明和〈９９〉５５８７桜井小学校内桜井
〈９９〉２３５７桜林小学校内桜林〈７６〉２２６６祥南小学校内祥南
〈７６〉４９８７新田小学校内新田〈７７〉４３９２安城南部小学校内南部
〈７４〉５５７０安城東部小学校内東部〈９８〉３５３７安城北部小学校内北部
〈９２〉７７２３高棚小学校内高棚〈７２〉５４１０錦町小学校内錦町
〈９７〉６３１０志貴小学校内志貴〈７２〉５４１５

作野小学校内
作野第１

〈７２〉６３６１桜町小学校内桜町〈７４〉５１１８作野第２
〈９８〉８３８０今池小学校内今池

〈７２〉２８３７安城西部小学校内
西部第１

〈７７〉７０３１梨の里小学校内梨の里西部第２
〈９２〉１１２７和泉保育園隣丈山

■内 職種獅植栽スタッフ、　勤務日時獅

午前８時～正午（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 １８～６０歳の人（高校生不可）
■申 電話でデンパーク（緯〈９２〉７１１１）へ

■内 家族がそろって、生き生きとした生
活の様子を表現し、作品中に「家庭
の日」の言葉を入れたもの
　※用紙は画用紙。大きさ、絵の具、
色数などの制限なし。

■対 市内在住の小･中学生
■他 参加者全員に参加賞、優秀作品には
賞状・賞品を進呈。また、来年用の
カレンダーに採用します

■申 １０月２４日掌までに青少年の家（緯〈７６〉
３４３２）へ

「家庭の日」ポスター

デンパークの
パート・アルバイト

■劇団マザー・エッセンス人形劇
■時 １０月１１日抄午後２時～３時
■内 市内で活動するアマチュア劇団の
人形劇　

■定 １５０人（先着順）
■申 ９月２０日抄午前９時から同館で整
理券を配布
　※電話申し込み不可。

■あかちゃん読み聞かせ　えほんの
とびらの「にこにこ会」
■時 ９月３０日昭、１０月１４日昭・２１日昭・
２８日昭午前１０時３０分～１１時（全４
回）

■対 未受講で、４回とも参加できる１０
か月までの乳児とその保護者

■定 １５組（先着順）
■申 ９月２２日昌午前９時から同館へ

お知らせ

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

中央図書館（緯〈７６〉６１１１）

来年４月からの公立・民間児童クラブ員

※対象年齢は、目安です。

１０月２日松

午後３時
おはなしレストラン
（小学生以上）

１０月５日昇・
１９日昇

午前１０時３０分

えほんとわらべうたの
会（０～２歳）

１０月７日昭

午前１０時３０分
おはなしゆりかご
（０～２歳）

１０月１３日昌

午前１０時３０分
おはなしたまてばこ
（１～５歳）

１０月１５日晶

午前１０時３０分
このゆびと～まれ
（０～２歳）

１０月１６日松

午後２時
おはなしえがお
（１歳～小学校低学年）

１０月１７日掌

午後２時
かみしばいの会
（幼児～小学校低学年）

１０月２１日昭

午前１０時３０分
いないいないばあ
（１～５歳）

１０月２３日松

午前１１時
大人のための絵本朗読
会（一般）

１０月２７日昌

午前１０時３０分
おはなしまあだ
（１～５歳）

１０月２９日晶

午前１０時３０分
絵本好き集まれ！
－おすすめ絵本紹介－

１０月のおはなし会

１０月の休館日
４日捷・１２日昇・１８日捷・２２日晶・
２５日捷

　はり紙、立て看板、広告板などの屋
外広告物を無秩序・無制限に出すと、
街の美観や自然環境を損ないます。ま
た、道路や歩道に置くと通行の支障に
もなります。設置する場合は、事前に
手続きをしてください。
■問 維持管理課（緯〈７１〉２２３７）

■時 ■場 １０月５日昇・６日昌獅南部公民館、
１０月１８日捷・１９日昇・２５日捷・２６日
昇獅市役所、１０月２０日昌・２１日昭獅

北部公民館、１０月２７日昌・２８日昭獅

市民交流センター、１１月２日昇・３
日抄獅桜井公民館いずれも午前１０時
～午後５時

■内 デジサポ愛知（テレビ受信者支援セ
ンター）の職員が、地上デジタル放
送の疑問に答えます

■問 デジサポ愛知（緯０５２〈３０８〉３９３０）、市
企画政策課（緯〈７１〉２２０４）

　ファミリー・フレンドリー企業とは、
仕事と育児・介護・地域活動などを両
立できる制度と職場環境をもち、ライ
フステージに応じ、多様で柔軟な働き
方を、従業員が選択できるような取り
組みをしている企業のことです。
■対 県内に、本社や主たる事業所を置き、
次の①～③の要件を満たす企業
　①次世代育成支援対策推進法に規定
する一般事業主行動計画を策定し、
地方労働局に届け出ていること　
　②育児・介護休業法を順守した就業
規則、規程などを整備していること
　③一般事業主行動計画で定めた取り
組み目標や、子育て支援制度の公表
に同意すること

■他 登録すると、次の①～⑥の特典があ
ります。　①県ファミリー・フレン
ドリー企業普及アドバイザーを、無
料で派遣します　②登録企業の取り
組み状況を、専用サイトで紹介しま
す　③県ファミリー・フレンドリー・
マークが使用できます　④県知事が
表彰します　⑤県中小企業融資制度
が利用できます（※）　⑥協賛企業に
よる優遇制度が利用できます
　※市では、融資制度を利用し、信用
保証料を支払った場合、信用保証料
の一部を補助します。

■問 県労働福祉課（緯０５２〈９５４〉６３６０）、市
商工課（緯〈７１〉２２３５）

県ファミリー・フレンドリ
ー企業登録制度

広報あんじょう　2010.9.15峨

７月分／受け付け順／敬称略
市社会福祉協議会　善意銀行　　　　
コープあいちコープ安城よこやま、道
の駅デンパーク安城、石川和生、とん
かつ稲穂、ほほえみダンス、谷田お地
蔵様、ボールセンター安城、日本モウ
ルド工業㈱、市養護老人ホーム、野村
君江、安城の歴史を学ぶ会、北城屋、
奥野怜子、デンソーハートフル安城、
大正琴愛好会、西部福祉センター利用
者、ＪＡあいち中央産直センター刈谷
南部、ＪＡあいち中央産直センター刈
谷中部、匿名
市役所関係　　　　　　　　　　　　
㈱ジップドラッグ、除モラロジー研究
所安城モラロジー事務所

　換水清掃・施設点検のため休館します。
■時 １０月１日晶～１８日捷

■他 １日晶～３日掌・５日昇～１０日掌・
１６日松・１７日掌午前１０時～午後９時
は、トレーニングジムのみ営業

■問 マーメイドパレス（緯〈９２〉７３５１）

■時 １０月４日捷午前１０時～午後４時
■場 市役所相談室
■内 １人３０分
■定 ２０人（先着順）
■申 ９月２１日昇～１０月１日晶午前９時～
午後５時１５分（松掌抄を除く）に、電
話で市役所相談室（緯〈７１〉２２２２）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。

マーメイドパレスの休館

福祉への善意
ありがとうございます

■対 来年度新入学児童・生徒で、障害が
あると思われる子どもとその保護者

■時 １２月末まで
■対 ■場 下表のとおり
■申 電話で直接、各学校へ

　ペットは命ある生き物、家族の一員
です。愛情と責任をもって飼いましょ
う。
■問 市保健センター（緯〈７６〉１１３３）
９月２０日抄～２６日掌は動物愛護週間　
　飼い主の身勝手な理由で、ペットを
捨てないでください。繁殖を希望しな
いなら、去勢や避妊手術をしましょう。
　野良猫にエサを与えないでください。
ふん尿が、衛生環境の悪化やトラブル
を引き起こし、また、繁殖して不幸な
命が増えていきます。エサを与えるな
ら、自宅に連れ帰り、飼育しましょう。
　ふんの放置、リードをつけずに散歩
することは、マナー違反です。ほかの
人に迷惑をかけない飼育をしましょう。
９月２８日昇は世界狂犬病デー　　　　
　狂犬病は、一度発症するとほぼ
１００％死に至る恐ろしい病気です。犬
を飼ったら、必ず登録して、予防接種
を受けさせてください。日本国内での
感染は、昭和３２年以降ありませんが、
海外では、１０分間に１人の割合で死亡
しています。人への主な感染ルートは、
犬にかまれることです。

◆難聴と思われる子ども
電話小学校名

〈７５〉２７２５錦　　町

特別支援学級の見学会

◆肢体不自由と思われる子ども
電話小学校名

〈７１〉３２５０三河安城

司法書士無料法律相談会

地デジの相談会

人と動物が共生するまちを

９月は屋外広告物適正化旬
間です

電話中学校名電話中学校名
〈７６〉２３２０安城西〈７５〉３５３１安城南
〈９８〉１５３１東 山〈７５〉３５２５安城北
〈７６〉１７７７篠 目〈９２〉００１９明 祥

◆知的・情緒障害があると思われる子ども
電話小学校名電話小学校名

〈７６〉８７７３祥 南〈７５〉２７２１安城中部
〈９２〉００２４丈 山〈７６〉２３３２安城南部
〈７６〉４４４９二本木〈７６〉２３０３安城西部
〈９８〉５９００里 町〈７６〉２３３４安城東部
〈７５〉３００３桜 町〈９８〉０８２５安城北部
〈９９〉３７７７桜 林〈７５〉２７２５錦 町
〈９８〉３０３３今 池〈９２〉０５９３高 棚
〈７１〉３２５０三河安城〈９７〉８２０２志 貴
〈７１〉３３４５梨の里〈９９〉２２０１桜 井

〈７６〉６０５６作 野


