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トールペイント教室　　　　　　　　
■時 ７月２３日松・
２４日掌午前
１０時から

■講 庄司 亮 
りょう

 子 氏
こ

■定 各５０人（当
日先着順）

■￥ ６００円から
手作りアイスクリーム教室　　　　　
■時 ７月２３日松～
８月３１日昌午
前１０時３０分か
ら（昇を除く）

■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
手作りパン教室　　　　　　　　　　
■時 ７月２３日松・
２４日掌、８
月６日松・
７日掌午後
１時・２時
３０分

■内 動物あんパンとデニッシュパン作り
■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

■対 ■時 ■場 乳幼児 ▼２日昇獅南部公民館、
３日昌獅東部公民館、４日昭獅安祥
公民館、５日晶獅高棚町公民館　い
ずれも午前１０時～１１時

　乳幼児・小学生夏のイベント ▼２５日
昭獅安祥公民館、２６日晶獅高棚町公
民館、３０日昇獅南部公民館、３１日昌

獅東部公民館　いずれも午前１０時２０
分～１１時

■問 子育て支援センター（緯〈７２〉２３１７）

８月の移動児童館

■時 ８月２０日松午前１０時～正午
　※雨天時は２１日掌に変更。
■内 和太鼓演奏、ミニコンサート、手品、
バザー、コーナー遊びなど

■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）

サルビアまつり

■時 ７月２１日昭午前１０時、午後１時３０分
■内 上映施「’１１新ドラえもん～のび太と
鉄人兵団」

■定 各２００人（当日先着順）
■場 ■問 東部公民館（緯〈７７〉７８８１）

夏休み映画会

デンビール醸造人さんとデンパークを
楽しむ
■時 ７月２９日晶午前１０時３０分
■内 園内の見どころ紹介、地ビール工房
見学ツアー

■講 福島 功  人 氏（地ビール工房ホレ・フ
よし ひと

ェスト醸造人）
■定 １５人（先着順）
■￥ １８００円
■申 ７月２０日昌午前９時３０分から同クラ
ブハウスへ

夏休み木工教室　　　　　　　　　　
■時 ７月３０日松・３１日掌、８月６日松・
７日掌午前１０時から

■内 カブトムシやクワガタムシを作成
■定 各１００人（当日先着順）
■￥ ５００円から
安城高校生徒（ハッピーキッチンＡＫ
О）が講師の料理教室
■時 ８月８日捷午後１時３０分
■定 ２０組（先着順）
■￥ ５００円
■申 ７月２０日昌午前９時３０分から同クラ
ブハウスへ 

お酢講座「お酢の力でより美しく健康に」
■時 ８月２４日昌午後１時３０分
■定 ２０人（先着順）
■￥ １０００円
■申 ７月２０日昌午前９時３０分から同クラ
ブハウスへ

■場 ■問 同クラブハウス（緯〈９２〉７１１２）
■他 入園料別途。都合により変更の場合があります。詳細は問い合わせてください

デンパーククラブハウスの体験講座

■時 ８月７日掌午前９時３０分～正午
■場 中央図書館
■内 身の回りのものを使った、親子で楽
しめるマジック

■対 小学生以下の子とその保護者
■定 ２０組（先着順）
■持 筆記具・はさみ・チラシ２～３枚
■申 ７月２０日昌午前９時から、直接中央
図書館（緯〈７６〉６１１１）へ
　※電話申し込み不可。

夏休み親子マジック教室

■手づくり絵本教室
■時 ８月２３日昇午前９時３０分～正午
■内 世界で一つの、しかけ絵本づくり
■対 小学生以下の子
　※未就学児は保護者同伴。
■定 ３０人（先着順）
■￥ ５００円（当日持参）
■持 筆記具・はさみ・色鉛筆・せんた
くばさみ

■申 ７月２６日昇午前９時から、直接中
央図書館へ
　※電話申し込み不可。

■おはなしレストランのこわ～い！
おはなし会
■時 ８月１７日昌

午後３時
■対 小学生以上
の子

１日捷・８日捷・１５日捷・２２日捷・
２６日晶・２９日捷

お知らせ

中央図書館（緯〈７６〉６１１１）

８月の休館日

おはなし会
８月２日昇・
１６日昇

午前１０時３０分

えほんとわらべうたの
会（０～２歳）

８月４日昭

午前１０時３０分
おはなしゆりかご
（０～２歳）

８月６日松

午後３時
おはなしレストラン
（小学生以上）

８月１０日昌

午前１０時３０分
おはなしたまてばこ
（１～５歳）

８月１８日昭

午前１０時３０分
いないいないばあ
（１～５歳）

８月１９日晶

午前１０時３０分
このゆびと～まれ
（０～２歳）

８月２０日松

午後２時
おはなしえがお
（１歳～小学校低学年）

８月２１日掌

午後２時
かみしばいの会
（幼児～小学校低学年）

８月２４日昌

午前１０時３０分
おはなしまあだ
（１～５歳）

８月２７日松

午前１１時
大人のための絵本朗読
会（一般）

８月３０日昇

午前１０時３０分
絵本好き集まれ！おす
すめ絵本紹介
※対象年齢は、目安です。

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

■￥ 施設使用料
■場 ■問 マーメイドパレス（緯〈９２〉７３５１）
オープン１２周年記念イベント　　　　
■時 ７月２４日掌午前１０時～午後９時
■内 利用者へお楽しみプレゼントを進呈
■定 １００人（先着順）
土日限定「トレーニングルーム利用料
還元フェア」
■時 ８月６日松・７日掌・１３日松・１４日
掌・２０日松・２１日掌・２７日松・２８日
掌午前１０時～午後９時

■内 抽せんで、マーメイドパレス無料券
を進呈

■対 トレーニングルーム利用者

マーメイドパレスの催し
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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。

■場 ■問 堀内公園（緯〈９９〉５９４７）
紙ヒコーキ・紙ブーメランを作って飛
ばそう！
■時 ７月２１日昭～２４日掌午前１０時～午後
４時

■場 同園展示棟
■内 紙ヒコーキ・紙ブーメラン・紙トン
ボの折り方を教えます。約７０種類の
紙ヒコーキ展示もあり
夏休み特別営業　　　　　　　　　　
■時 ７月２２日晶～８月２８日掌の毎週晶松

掌

■内 営業時間を午前９時～午後６時に変
更（昇～昭は午後４時３０分までで、
正午～午後１時は有料遊具を運休）

堀内公園の催し

■時 ８月７日掌午後２時
■内 出演施グルーポ・コンティーゴ
■場 ■問 歴史博物館（緯〈７７〉６６５５）

　ラジオ体操
を通して、地
域のふれあい
や、健康づく
りのきっかけ
を作り、元気
で明るいまち
づくりを目指
しましょう。
■時 ■場 詳細は市体育館・市公式ウェブサ
イト（トップページ施スポーツ施「お
はよう！ふれあいラジオ体操デー」）
で確認してください

■他 参加者にラジオ体操カード、小学生
以下にはお楽しみカードを進呈

■問 市体育館（緯〈７５〉３５３５）

おはよう！
ふれあいラジオ体操デー

定員対象とき講座名

２０組幼児とその
親（２人１組）

９月１８日掌～１２月１１日掌の毎週掌午後１時～１時５０分
（１０月２日・９日・１６日を除く。全１０回）親子水泳

３０人幼児
（４歳以上）

９月７日昌～１２月７日昌の毎週昌午後４時～４時５０分
（１０月５日・１２日・１９日、１１月２３日を除く。全１０回）

幼児
スイミング

各
３５人

小学１～
３年生

９月１８日掌～１２月１１日掌の毎週掌午後２時～２時５０分
（１０月２日・９日・１６日を除く。全１０回）掌児童ス

イミン
グ ９月９日晶～１２月９日晶の毎週晶午後４時～４時５０分

（９月２３日、１０月７日・１４日・１１月４日を除く。全１０回）晶

各
３０人

１８歳以上の
女性

９月６日昇～１２月６日昇の毎週昇午後１時～１時５０分
（９月２０日、１０月４日・１１日・１８日を除く。全１０回）昇ゆった

りスイ
ム ９月８日昭～１２月８日昭の毎週昭午後１時～１時５０分

（１０月６日・１３日、１１月３日・２４日を除く。全１０回）昭

９月６日昇～１２月６日昇の毎週昇午前１１時～１１時５０分
（９月２０日、１０月４日・１１日・１８日を除く。全１０回）

アクア
ビクス

■時 ８月６日松午前９時３０分～正午
■場 環境学習センター「エコきち」
■対 小学生（保護者の参加も可）
■定 １５人（定員を超えた場合は抽せん）
■￥ ３００円
■持 水筒・動きやすく汚れてもいい服装・
靴・帽子

■申 ７月２１日昭～３１日掌午前９時～午後
９時（２５日捷を除く）に、氏名・住所・
電話番号・参加人数を、環境学習セ
ンター「エコきち」（緯〈７６〉７１４８）へ

竹水鉄砲打ち水大作戦

ミュージアムコンサート
アンデスからの風

■時 ８月１９日晶～
１１月１８日晶の
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。理学療法士・健康運動指導士・
保健師が手伝います

■対 歩行などに不安のある６５歳以上で、
介護保険の要支援・要介護認定を受
けていない人

■定 ３人程度（先着順）
　※事前に保健師が申込者を訪問。
■￥ １０００円
■他 送迎はありません
■申 ７月２０日昌～２８日昭午前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

■内 ■時 ■対 ■定 下表のとおり
　※定員を超えた場合は８月２日昇に公開代理抽
せん。定員に満たない場合は追加募集あり。

■￥ 親子水泳施５６００円、その他施５３００円
■他 アクアビクスは託児（先着１０人）あり
■申 ７月２５日捷～８月１日捷午前１０時～午後７時３０
分に、直接マーメイドパレス（緯〈９２〉７３５１）へ
　※電話申し込み不可。

マーメイドパレスの水泳教室

　ユースカレッジのお兄さん・お姉さ
んとオリジナルグッズを作ろう。
■時 ８月７日掌午前１０時～正午
■場 青少年の家
■対 市内在住の小学１～４年生
■定 ２０人（先着順）
■￥ ５００円
■申 ７月２０日昌～８月６日松午前９時～
午後５時（捷を除く）に、青少年の家
（緯〈７６〉３４３２）へ

夏休み
わくわく子ども教室２０１１
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■場 ■問 衣浦東部保健所（刈谷市／緯〈２１〉
４７７８）
こころの健康相談　　　　　　　　　
■内 ■時 精神保健福祉相談員・保健師との
相談施捷～晶午前９時～正午、午後
１時～４時３０分　精神科医師との相
談施８月２日昇午後２時～４時（予
約制）

エイズ即日検査・肝炎検査　　　　　
■時 ８月２日昇・９日昇・１６日昇・２３日
昇・３０日昇午前９時～１１時
　※２日・１６日は、エイズ検査のみ午
後６時～７時もあり。

　作品は「仲秋
のあかり祭」で
展示します。
■時 ９月１７日松～
１９日抄午前９
時３０分～午後
９時（あかり点灯は午後６時）

■場 デンパーク
■内 作品施「あかり」をテーマに、竹・木
材・ステンドグラス・和紙・ペット
ボトルなどで制作したオブジェやア
ート作品　大きさ施３メートル四方
に収まるもの

■定 １０組（定員を超えた場合は選考して
決定）

■他 材料費は、１団体１万５０００円まで補
助（交通費・謝礼などを除く、領収
書を持参してください）。ろうそくは
支給します。１団体につき、デンパ
ーク入園券を１０枚進呈

■申 ８月１日捷まで（昇を除く）に、デン
パーク（緯〈９２〉７１１１）へ

あかり作品

■時 ８月１４日掌　キッズ・ファミリ
ー部門施午後５時　個人・カッ
プル＆夫婦部門施午後７時

■対 ■定 キッズ（小学生以下）施３０人、
ファミリー（２人以上）施１５組、
個人施３０人、カップル＆夫婦

（中学生以上）施１０組　いずれも
先着順

■他 各部門グランプリのほか、特別
賞も予定。全員に参加賞あり

■申 ７月２０日昌～当日の午前９時３０
分～午後５時に、参加部門、参加者全員の氏名・年齢・性別、代表者の住
所・電話番号を、電話でデンパーク（緯〈９２〉７１１１）へ

■時 ８月２７日松午後１時～２８日掌正午
■場 集合・解散施茶臼山高原野外センタ
ー（長野県）

■内 米炊きマル秘テクニック、使えるロ
ープワーク、応急手当て、非常時の
灯り、低体温症を防ぐテクニック

■対 市内在住・在勤・在学の人で構成さ
れた家族（未就学児は不可）

■定 ２５家族１００人（先着順）
■￥ 小・中学生５００円、それ以外６００円
■申 ７月２７日昌～８月１２日晶午前９時～
午後５時（捷を除く）に、申込用紙と
参加料を持って、市体育館（緯〈７５〉
３５３５）へ
※申込用紙は、同館・市公式ウェブ
サイトで配布。

ファミリーキャンプ

■時 ９月３日松・１７日松、１０月８日松・
１５日松、１１月５日松午後１時３０分～
３時３０分

■場 総合福祉センター
■内 パソコンの基本操作、ワード入門、
ワードを利用した年賀状の作成

■対 市内在住の身体障害者・知的障害者
で１６歳以上の人
　※障害の程度により、付き添いをお
願いすることがあります。

■定 １５人（定員を超えた場合は抽せん）
■申 ７月１５日晶～８月５日晶午前９時～
午後５時（捷を除く）に、直接総合福
祉センター（緯〈７７〉７８８８）へ
　※電話申し込み不可。

身体障害者
パソコン入門講座受講生

■内 下水道の仕組み説明、各施設の案内
■対 小学校高学年の子とその保護者
■問 下水道管理課（緯〈７１〉２２４７）
衣浦東部浄化センター（碧南市）　　　
■時 ８月１２日晶午後１時３０分～４時
■定 ３０人（先着順）
■申 ７月１５日晶～８月８日捷午前９時～
午後５時（松掌抄を除く）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２２日捷午後１時３０分～３時３０分
■定 ２０組（先着順）
■申 ７月１５日晶～８月１９日晶午前９時～
午後５時（松掌抄を除く）に同センタ
ー（緯０５６３〈５９〉０７１１）へ

夏休み親子下水道教室

　本紙７月１日号で掲載した、社会を
明るくする運動の標語・作文入選者の
表彰式と、講演会を開催します。
■時 ８月１日捷午後１時～３時
■場 教育センター
■内 表彰式、加藤 奈  穂  子 氏（叙ヒューマ

な ほ こ

ンエナジー代表取締役）による「若い
人々へ送るメッセージ」の講演

■問 社会福祉課（緯〈７１〉２２２４）

社会を明るくする運動
入選者の表彰式・講演会

■時 ９月９日晶午前１０時３０分～午後１時
（受け付けは午前１０時１５分～１０時３０
分）

■場 市保健センター
■内 ３歳児の食生活についての講義と調
理実習

■対 ３歳児健診受診済みの平成１９年９月
～２０年８月生まれの子とその保護者

■定 ６組（先着順）
■￥ １人３００円
■持 エプロン・筆記用具など
■申 ７月２６日昇～９月２日晶午前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

３歳の栄養教室参加者

衣浦東部保健所の
相談・検査

５月分／受け付け順／敬称略
市社会福祉協議会　善意銀行　　　　
　北城屋百石店、昭林公民館利用者、
伊藤将人、山下千鶴子、谷田のお地蔵
様、桜井福祉センター利用者、ふれあ
いダンス、アンデン購買部、アンデン
原田イーグル杯、総合福祉センター利
用者、杉山千壽、岡田幸子、作野トー
タル、北部福祉センター利用者、さわ
やかダンス、今池福祉委員会、匿名

福祉への善意
ありがとうございます

■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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　調査のため、市の委託業者が測量を
します。この調査で、個人の土地に入
ることはありません。また、作業員は
身分証明書を携帯していますので、不
審な場合は提示を求めてください。
■時 ７月２０日昌～来年２月２９日昌

■場 市内全域
■問 土木課（緯〈７１〉２２３９）

排水路の現況調査を実施

■内 利用日施来年１０月２日昇～平成２５年
３月３１日掌

■他 来年９月３０日掌までの予約は、随時
受け付けています

■申 ８月２日昇～１０日昌午前９時～午後
５時（８日捷は除く）に、直接市民ギ
ャラリー（緯〈７７〉６８５３）へ
※電話での申し込みは不可。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。

市民ギャラリー展示室
一般利用予約を受け付け

　最近、野生のアライグマによる、農
作物の被害などが報告されています。
危険ですので、餌付けや、直接触れる
ことは、絶対にしないでください。ま
た、被害にあった人は、農務課まで連
絡してください。
■問 農務課（緯〈７１〉２２３３）

野生のアライグマに注意

■内 マーメイドちゃんのイ
ラストを持参した人は、
プール利用料を無料

■対 小学生以下の子
■定 配布施３００枚（先着順）
■他 一人１枚のみとし、返却しません。
　９月１日昭～１９日抄に、イラストを
マーメイドパレスで掲示します

■申 ８月１日捷～１２日晶午前１０時～午後
９時に、所定のイラスト用紙をマー
メイドパレス（緯〈９２〉７３５１）へ
　※用紙は、７月２１日昭～３１日掌に、
マーメイドパレスで配布。

マーメイドちゃんイラスト

■申 ８月１日捷～９月９日晶に、直接自
衛隊安城地域事務所（緯〈７４〉６８９４）へ
　※自衛官候補生（男性）は随時同所へ。
■問 行政課（緯〈７１〉２２０８）
自衛官候補生（女性）　　　　　　　　
■時 試験日施９月２５日掌～２８日昌のうち
指定日

■対 １８～２６歳の女性
一般曹候補生　　　　　　　　　　　
■時 １次試験施９月１７日松、２次試験施

１０月６日昭～１３日昭のうち指定日
■対 １８～２６歳の人
航空学生　　　　　　　　　　　　　
■時 １次試験施９月２３日抄、２次試験施

１０月１５日松～２０日昭のうち指定日、
３次試験施１１月１２日松～１２月１５日昭

■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

自衛官

　高齢受給者証は、医療費の自己負担
割合を示すもの。現在の受給者証（白
色）は、有効期限が７月３１日掌です。
７月下旬に新しい受給者証（薄だいだ
い色）を世帯主あてに送付します。８
月以降に医療機関で受診する際は、保
険証とともに新しい受給者証を提示し
てください。
■対 ７０歳以上の国民健康保険加入者
■他 新たに対象となる人には、誕生月の
下旬（１日生まれの人は誕生月の前
月）に送付します

■問 国保年金課（緯〈７１〉２２３０）

国民健康保険
高齢受給者証を送付

■内 勤務日時施午前９時３０分～午後５時
のうち４時間以上（松掌抄もあり）　
時給施７８０円から（松掌抄は１００円増）、
通勤割増１日２００円

■対 １８～４５歳の人（高校生を除く）
■定 若干名
■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

デンパーク売店スタッフ

　今年度の国民健康保険税の納税通知
書および特別徴収額通知書を、７月１５
日に送付しました。７月２２日晶を過ぎ
ても届かない人は連絡してください。
■問 国保年金課（緯〈７１〉２２３０）

国民健康保険税
納税通知書などを送付

　すべての住宅
に、住宅用火災
警報器の設置が
義務付けられて
います。警報器
を設置していた
ため早く火災に
気づき、大火災
にならずに済んだ事例が平成２１年度９
件、平成２２年度は８件発生しています。
　警報器は、就寝中でも早く火災に気
づき、「住宅火災による死者をなくす」
ために設置するものです。大切な命を
守るために一日も早く設置しましょう。
■問 衣浦東部広域連合予防課（緯〈６３〉
０１３６）

住宅用火災警報器の設置を


