
■黒野 宏  通 「オカリナコンサート」
ひろ みち

■時 １１月２３日抄午前１０時３０分
■図書館友の会「みんなのひろば」
■時 １１月２８日掌

お楽しみコーナー（ぬりえ、折り紙）
獅午前１０時
マジック・ショー獅午前１１時３０分、
午後１時３０分
アニメ映画会（ありときりぎりす／
鐘をならしたきじ、ノーベル／コッ
ホ）獅午後２時
■特別図書整理のため休館
■時 １２月６日捷～１０日晶

暫市内９か所の公民館図書室は平常
どおり開館します。
暫本の予約はインターネットや地区
公民館（期間中の受け取りは公民館
図書室を指定）を利用してください。
暫返却は中央図書館返却ポストが利
用できます。（ＣＤ･ＤＶＤを除く）
暫１１月２３日抄～１２月５日掌は中央図
書館に限り、貸出期間を３週間に延
長します。

６日捷～１０日晶・１３日捷・２０日捷・
２４日昭・２７日捷・２９日昌～３１日晶

■内 ■時 １２月４日松諮障害者作成の授産製
品販売、障害福祉サービス事業所の
活動紹介など獅午前１０時～午後３時、
障害者就労支援講演会「企業が求め
る人財（社会人）」獅午前１０時３０分

■場 市民交流センター
■講 川村 賢  治 氏（日東電工ひまわり㈱顧問）

けん じ

■問 障害福祉課（緯〈７１〉２２２５）

■場 ■問 歴史博物館（緯〈７７〉６６５５）
歴博講座　　　　　　　　　　　　　
■時 １２月４日松午後２時
■内 古写真から見る上海事変
連続講座「親鸞（しんらん）と三河の真
宗②」
■時 １２月１１日松午後２時
■内 聖徳太子信仰と掛幅絵伝
体験講座「みんなでたのしくおもちつき」
■時 １２月１８日松午前１０時
■内 １臼を４組でつき、試食します
■￥ １組７００円
■申 １１月２６日晶午前９時から電話で同館へ

■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
男の料理教室「年越しそばを作ろう」　
■時 １２月３日晶午前１０時
■定 ２０人（先着順）
■￥ １２００円
■申 １１月２２日捷午前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 １２月４日松・５日掌午前１０時から
■定 各５０人（当日先着順）
■￥ １２００円から
クリスマスクッキー教室　　　　　　
■時 １２月４日松・５日掌午後１時から、
１１日松・１２日掌午前１１時から

■定 各５０人（当日先着順）
■￥ ５００円
夜のソーセージ教室　　　　　　　　
■時 １２月４日松・５日掌・１１日松・１２日
掌午後４時３０分

■定 各４組（先着順、１組５人まで）
■￥ ６０００円
■申 １１月２２日捷午前９時３０分から同クラ
ブハウスへ

クリスマス手作りパン教室　　　　　
■時 １２月５日掌・１２日掌午後１時・２時
３０分・４時、１１日松午後３時

■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
木工ペイント教室　　　　　　　　　
■時 １２月１１日松・１２日掌午前１０時から
■定 各１００人（当日先着順）
■￥ ５００円から

お知らせ

１２月の休館日

中央図書館（緯〈７６〉６１１１）

おはなし会
１２月２日昭
午前１０時３０分

おはなしゆりかご
（０～２歳）

１２月４日松
午後３時

おはなしレストラン
（小学生以上）

１２月１４日昇・
２１日昇
午前１０時３０分

えほんとわらべうたの
会（０～２歳）

１２月１６日昭
午前１０時３０分

いないいないばあ
（１～５歳）

１２月１７日晶
午前１０時３０分

このゆびと～まれ
（０～２歳）

１２月１８日松
午前１１時

大人のための絵本朗読
会（一般）

１２月１８日松
午後２時

おはなしえがお
（１歳～小学校低学年）

１２月１９日掌
午後２時

かみしばいの会
（幼児～小学校低学年）

１２月２２日昌
午前１０時３０分

おはなしまあだ
（１～５歳）

１２月２８日昇
午前１０時３０分

絵本好き集まれ！
－おすすめ絵本紹介－
（一般）

デンパーククラブハウスの
教室・講座

歴史博物館の催し

あんぷくまつり
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■時 １２月１８日松午後２時～４時
■場 文化センター
■内 男女共同参画に関するサテライトセ
ミナー

■定 ５０人（先着順）
■他 託児あり（生後６か月～未就学児、
１人３００円）

■申 １１月２２日捷～１２月８日昌に、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）を電話か
ファクス、Ｅメールで市民活動課
（緯〈７１〉２２１８／胃〈７２〉３７４１／katsu
　do@city.anjo.aichi.jp）へ

　食育カルタ遊びやお土産もあります。
■時 １２月１８日松午前１０時～１１時３０分
■場 アグリライフ支援センター
■対 市内の小学生とその保護者
■定 １５組（先着順）
■￥ １組１０００円
■持 軍手、タオル、水筒、上履き
■申 １１月２２日捷～３０日昇（松掌抄を除く）
に電話で農務課（緯〈７１〉２２３３）へ

■時 １日昌～３日晶・７日昇～１１日松・
１４日昇～１７日晶・２１日昇～２３日抄午
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 １１月２５日昭午前１０時３０分～正午
■場 市役所西会館
■内 里親制度と里親研修の説明、養育型
里親・養子縁組型里親の体験発表

■問 刈谷児童相談センター（緯〈２２〉７１１１）、
市社会福祉課（緯〈７１〉２２２３）

里親養育体験発表会

親子クリスマス・お正月ガ
ーデニング体験会

１２月の土器づくり教室

■対 ■時 ■場 乳幼児諮１日昌・１５日昌獅東部
公民館、２日昭・１６日昭獅安祥公民
館、３日晶・１７日晶獅高棚町公民館、
７日昇・２１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）

１２月の移動児童館

子育て　イクメン
ワーク・ライフ・バランス

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 １１月２８日掌正午～午後５時
■内 昭林公民館で活動するグループのラ
イブ

■場 ■問 昭林公民館（緯〈７７〉６６８８）

アマチュアバンドライブ

■場 ■問 マーメイドパレス（緯〈９２〉７３５１）
日本舞踊フィットネスＮＯＳＳ体験会
■時 １１月２６日晶午前１０時３０分～１１時３０分
■対 １８歳以上の人
■定 ２０人（先着順）
■￥ ５００円
■持 運動ができる服装、タオル、靴下ま
たは足袋

■他 託児あり（生後６か月～未就園児、
先着１０人）

■申 １１月２０日松午前１０時からマーメイド
パレスへ

託児あり！トレーニングジムで体を動
かしませんか？
■時 １１月２６日晶午前１０時３０分～１１時３０分
■対 講習を受講済みで、生後６か月～未
就園の子がいる人

■定 １０人（先着順）
■￥ 施設使用料
■持 運動ができる服装、屋内用のシュー
ズ、講習の修了証、タオル、飲み物

■申 １１月２０日松午前１０時からマーメイド
パレスへ

造波プールでジャンケン大会　　　　
■時 １１月２８日掌午前１１時、午後２時
■内 ジャンケンで勝った人へ無料招待券
を進呈

■対 当日のプール利用者
■￥ 施設使用料
歳末お楽しみ抽せん会　　　　　　　
■時 １２月２６日掌

■内 １２月１日昌から、個人利用１回につ
き抽せん券を１枚配布。素敵な景品
や施設利用券が当たります

マーメイドパレスの催し

■時 １２月１８日松午後３時１０分
■場 文化センター
■内 音楽を織り交ぜた、クリスマスにち
なんだ星の話

■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（先着順）
■￥ ５０円（中学生以下は無料）
■申 １１月２７日松午前９時から、整理券を
文化センター（緯〈７６〉１５１５）で配布

■時 １２月１２日掌午後１時３０分～３時３０分
■場 総合福祉センター
■対 市内在住ひとり親家庭の子とその親
■定 ２０人（先着順）
■￥ １人８００円（３歳以下は無料）
■申 １１月２１日掌～１２月４日松に、参加者
氏名・住所・電話番号をファクスで
母子福祉会 成  島  清  美 さん（緯・胃〈９９〉

なり しま きよ み

６５５４）へ
　※２１日午前８時～正午のみ電話受付可。
■問 社会福祉課（緯〈７１〉２２２３）

■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 １２月２日昭午後１時３０分～４時３０分
■場 刈谷合同庁舎（刈谷市）
■内 遺言・相続について
■定 ４０人（要予約）
■申 電話で名古屋法務局刈谷支局へ
■問 同支局（緯〈２１〉００８６）、市民課（緯〈７１〉
２２２２）

■時 １２月５日掌午前９時～午後４時
■場 市総合運動公園
■内 スポーツ教室、体験コーナーなど
■問 安城商工会議所（緯〈７６〉５１７５）、市商
工課（緯〈７１〉２２３５）

■内 ■時 冬の星座がのぼってくるよ獅５日
掌・１２日掌午後１時３０分・３時　星
の最期、超新星爆発獅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）

法務局市民講座

プラネタリウム冬
「クリスマススペシャル」

安城プラネの仲間たち
１２月の生解説

ひとり親家庭
「おやこクリスマス会」

９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、総合福祉センター利
用者、作野公民館利用者、ボールセン
ター安城店、谷田のお地蔵様、手をつ
なぐ親の会、二本木公民館利用者、小
林寿子、東端の老人、ＮＰＯ法人おや
こでのびっこ安城、ふれあいダンス、
北城屋百石店、桜井福祉センター利用
者、桜井公民館利用者、南部公民館利
用者、日本モウルド工業㈱、細井宏子、
市民会館利用者、匿名
市役所関係　　　　　　　　　　　　
ＨＡＩＲ＆ＦＡＣＥ　ＡＤＤ新美孝一、
木村ミサオ、碧海信用金庫理事長増田
昌史

福祉への善意・寄付
ありがとうございます

安城元気フェスタ２０１０
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　この給付金は、オウム真理教による
犯罪行為（平成７年３月２０日発生の地
下鉄サリン事件、平成６年６月２７・２８
日発生の松本サリン事件など対象事件
８件）により、死亡した人の遺族、障
害が残った人、傷病を負った人（障害
が残った人、傷病を負った人が既に死
亡した場合はその遺族）に支給されま
す。
　給付金の申請期限は１２月１７日晶です。
該当すると思われる人は相談してくだ
さい。
■問 安城警察署（緯〈７６〉０１１０）、市民安全
課（緯〈７１〉２２１９）

オウム真理教犯罪被害者等
給付金の申請を

■時 １２月８日昌午後２時～３時３０分
■場 安城商工会議所
■内 政治、経済～情報のウラを読む
■定 １２０人（定員を超えた場合は抽せん）
■申 １２月６日捷までに安城商工会議所へ
■問 同会議所（緯〈７６〉５１７５）、市商工課（緯

〈７１〉２２３５）

辛坊治郎氏時局講演会


