
■対 ■時 ■場 乳幼児 ▼４日昇・１８日昇獅南部
公民館、６日昭・２７日昭獅安祥公民
館、１２日昌・２６日昌獅東部公民館、
１４日晶・２８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〈７２〉２３１７）
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■￥ 入園料
■場 ■問 デンパーク（緯〈９２〉７１１１）
押し花アート展　　　　　　　　　　
■時 ９月２１日昌

～２６日捷午
前９時３０分
～午後５時

■内 押し花の作
品約５０点を展示
日本の原風景と里山の自然展　　　　
■時 ９月２２日昭～２６日捷午前９時３０分～
午後５時

■内 懐かしい風景写真や里山に生息した
動物の剥製、タガメなど水生昆虫を
展示

写真展「わたしたちのデンパーク２０１１」
■時 ９月２８日昌～１０月１０日抄午前９時３０
分～午後５時（１０月４日昇を除く）

■内 園内で撮影した写真約１５０点を展示
グリーンマーケット　　　　　　　　
■時 １０月１日松午前９時３０分～午後１時
（少雨開催。予備日は２日掌）

■内 イベントで使用した観葉植物など約
２００鉢を販売

■他 転売目的の人はお断りします

１０月の移動児童館

■場 ■問 同クラブハウス（緯〈９２〉７１１２）
※ピカピカどろだんご大会のみ、会
場はマーケット前になります。

■他 入園料別途。都合により変更の場合
あり。詳細は問い合わせてください
クッキーファクトリー　　　　　　　
■時 松掌抄午前１０時～午後３時３０分
■￥ ７００円
押し花教室　　　　　　　　　　　　
■時 ９月２３日抄～２５日掌午前１０時から
■講 長谷川はる子氏
■定 各５０人（当日先着順）
■￥ ５００円から
おはぎをつくろう　　　　　　　　　
■時 ９月２３日抄～２５日掌午前１１時、午後
１時

■定 各１２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 ９月２３日抄～２５日掌、１０月１日松・
２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
ピカピカどろだんご大会　　　　　　
■時 ９月２５日掌午前１０時３０分から
■定 １５０人（先着順）
■￥ ５００円
■申 ９月２１日昌午前
９時３０分から同
クラブハウスへ
バルーンアート教室　　　　　　　　
■時 １０月１日松・２日掌午後１時
■定 各５０人（当日先着順）
■￥ ５００円から
男の料理教室「グラタン」　　　　　　
■時 １０月７日晶午前１０時
■定 ２０人（先着順）
■￥ １２００円
■申 ９月２１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

■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（抄を除く）　精神科
医師との相談（予約制）施１０月４日昇

午後２時～４時
エイズ即日検査・肝炎検査　　　　　
■時 毎週昇午前９時～１１時
　※第１・３昇は、エイズ検査のみ午
後６時～７時もあり。

うつ病家族教室　　　　　　　　　　
■時 ①１０月４日昇、②１１月１４日捷いずれ
も午後２時～４時（全２回）

■内 ①施講話「うつの理解と家族の心が
まえ」、②施講話「社会参加に向けた
支援とは」、いずれも交流会あり

■講 小瀬木 尚  美 氏（矢作川病院産業精神
なお み

保健（ＩＭＨ）研究所所長）
■定 ３０人（先着順）
■申 ９月２０日昇～３０日晶午前９時～午後
５時（松掌抄を除く）に、電話で衣浦
東部保健所へ

衣浦東部保健所の相談・検
査・教室

■時 １１月２日昌午後１時３０分～３時１５分
■場 市教育センター
■内 テーマ「夢をあきらめない」
■講 石黒 由  美  子 氏（北京五輪シンクロナ

ゆ み こ

イズドスイミング日本代表）
■定 ２１０人（先着順）
■申 １０月３日捷～７日晶午前９時～午後
５時に、電話で市教育センター（緯

〈７５〉１０１０）へ

ふれあい講演会

■時 １０月１３日昭・１４日晶午前９時３０分～
午後４時３０分（全２日）

■場 刈谷市産業振興センター
■定 １３２人（先着順）
■￥ ３５００円
■申 ９月２６日捷～３０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。

甲種防火管理新規講習

■時 ９月２３日抄～２５日掌

■￥ 入園料
■場 ■問 デンパーク（緯〈９２〉７１１１）
竹工作教室　　　　　　　　　　　　
■時 ９月２３日抄午前９時３０分～午後３時
３０分

■内 かざぐるま、竹笛などを作成
■￥ ３００円から
エコキャップ体験　　　　　　　　　
■時 ９月２３日抄～２５日掌午前１０時～午後
４時

■内 ペットボトルのふたで絵を描く体験
廃油エコせっけん作り　　　　　　　
■時 ９月２３日抄午後１時～３時
■定 １００人（当日先着順）
フリーマーケット　　　　　　　　　
■時 ９月２４日松午前９時３０分～午後３時
廃油エコキャンドル作り　　　　　　
■時 ９月２４日松午後１時・２時・３時
■定 各２０人（当日先着順）
環境戦隊サルビアンショー　　　　　
■時 ９月２５日掌午前１１時、午後２時
どんぐりを学んで秋のリースを作ろう
■時 ９月２５日掌午後１時～２時
■対 小学生
■定 １５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

デンパーク「エコフェスタ」
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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。

■時 ９月３０日晶～１０月２日掌午前９時～
午後５時（９月３０日は午後１時から、
１０月２日は午後３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）

丈山苑山野草展

　１０月１日松の「法の日」を記念に開催。
■時 １０月３日捷午前１０時～午後４時
■場 市役所相談室
■内 １人３０分程度の相談
■定 ２０人（先着順）
■申 ９月２０日昇～３０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

司法書士無料法律相談会

　ブラック星博士（明石市天文科学館
学芸員）による、ユーモアあふれる星
空解説をお楽しみください。
■時 １０月１０日抄午後６時３０分～７時３０分
■定 １５０人（先着順）
■￥ ５０円（中学生以下は無料）
　※９月２３日抄からの午前９時～午後
９時（捷を除く）に、文化センターで
入場券を販売。

■場 ■問 文化センター（緯〈７６〉１５１５）

プラネタリウムにブラック
星博士がやってくる！

■時 ９月３０日晶午前１０時３０分～正午
■場 マーメイドパレス
■対 ６カ月～未就園の子とその保護者
■定 １０人（先着順）
■￥ 施設使用料
■持 運動ができる服装・室内シューズ
■申 ９月２１日昌～２９日昭午前１０時～午後
８時（２６日捷を除く）に、マーメイド
パレス（緯〈９２〉７３５１）へ

託児あり！トレーニングジ
ム講習会＆利用

■場 ■問 歴史博物館（緯〈７７〉６６５５）
考古学最前線「西三河の縄文時代晩期
研究①」
■時 １０月１５日松午後２時
■内 縄文時代晩期の自然環境と貝塚
■講 坂口 隆 氏（南山大学非常勤講師）

たかし

ミュージアム・コンサート「Ｊａｚｚ」  　
■時 １０月１６日掌午後２時
■内 出演施森谷ワカ　クァルテット

歴史博物館の催し

■時 １０月２３日掌午前９時～午後４時
■場 瀬戸蔵ミュージアム、瀬戸陶祖３１世
加藤唐三郎氏の陶房（瀬戸市）、７代
加藤幸兵衛氏の陶房（岐阜県多治見市）

■対 市内在住の人
■定 ２０人（定員を超えた場合は抽せん）
■￥ ２０００円（昼食代含む）
■持 筆記用具・かさ・水筒
■申 ９月３０日晶まで（当日消印有効）に、
はがきに住所・氏名・年齢・電話番
号を記入し、歴史博物館「第２回あ
おぞら歴史教室」係（〒４４６－００２６安
城町城堀３０／緯〈７７〉４４７７）へ
　※電話での申し込みは不可。

あおぞら歴史教室「瀬戸・
美濃焼きの歴史を訪ねる」

■時 １０月１日松午後２時～４時
■場 安城商工会議所
■内 ①創業の基礎知識とビジネスプラン
の立て方、②計画的な資金調達

■講 ①施天野 卓  男 氏（税理士）、②施愛知
たく お

県信用保証協会講師
■対 創業予定または創業・経営に興味が
ある人

■定 ２０人（定員を超えた場合は抽せん）
■申 ９月２８日昌までに電話かファクスで
商工課（緯〈７１〉２２３５／胃〈７６〉００６６）
または安城商工会議所（緯〈７６〉５１７５
／胃〈７６〉４３２２）へ
※いずれも松掌抄を除く午前８時３０
分～午後５時１５分。ファクスの場合
は、同課・同会議所・市公式ウェブ
サイト・同会議所ウェブサイトで配
布する申込用紙を使用してください。

創業支援セミナー

■場 ■問 堀内公園（緯〈９９〉５９４７）
遊具の絵を描こう！　　　　　　　　
■時 ９月２１日昌～３０日晶

■定 ５０人（先着順）
■持 絵の具・鉛筆など
■他 同園管理事務所で配布する画用紙に
描いてください。提出された絵は、
１０月１日松～７日晶に展示します
綿菓子作り体験　　　　　　　　　　
■時 １０月８日松・９日掌午前１０時、午後
１時・３時

■対 小学生以下
■定 各３０人（先着順）
■他 開始１５分前から、サイクルモノレー
ル乗り場下（雨天時は展示棟）で整理
券を配布

クイズラリー　　　　　　　　　　　
■時 １０月１０日抄午前９時～午後４時
■内 汽車・観覧車・メリーゴーランド・
サイクルモノレールのクイズに答え
たら、粗品をプレゼント

■対 ３歳～小学生（小学生未満の子は１８
歳以上の保護者同伴）

■定 ５０人（先着順）
■￥ 各遊具利用料
■他 同園管理事務所で用紙を配布

堀内公園の催し

■時 １０月４日昇～８日松、１０日抄、１２日
昌～１５日松、１８日昇～２２日松、２５日
昇～２９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）

土器づくり教室

■時 １０月２日掌午前９時～午後４時
■内 相談内容施①遺言、離婚・金銭貸借・
借地・借家・任意後見契約などの公
正証書の作成、②会社設立の定款や
外国提出書類などの認証など

■他 捷～晶午前８時３０分～午後５時に、
無料相談もあり

■場 ■問 西尾公証役場（西尾市／緯０５６３〈５４〉
５６９９）

日曜公証相談所を開設
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■内 職種獅売店スタ
ッフ、勤務日時
獅松掌抄の午前
９時～午後５時
のうち４時間以
上、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 １８～３０歳の人（高校生不可）
■申 電話でデンパーク（緯〈９２〉７１１１）へ

デンパークの
パート・アルバイト

■人形劇団「どーなっつ」人形劇公演
■時 １０月１０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１７日松午前９時から同館で整
理券を配布
　※電話での申し込みは不可。

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）

１０月の休館日
３日捷・１１日昇・１７日捷・２４日捷・
２８日晶・３１日捷

■時 来年４月１０日昇から１年間
■場 春日台職業訓練校（春日井市）
■内 募集科施機械科、縫製科、木工科、
陶磁器科、紙器製造科

■対 義務教育を終了または来年３月終了
見込みで、知的障害があり、自己の
身辺処理ができ、訓練に支障となる
著しい問題行動のない人

■定 各科２０人（選考の上決定）
■他 訓練生はすべて寮生活になります。
また、公共職業安定所から受講指示
を受けて入校した人は、訓練期間中、
訓練手当が支給されます

■申 ９月２６日捷～来年３月１６日晶に、入
校願書、療育手帳の写し（取得して
いない人は判定書の写し）、健康診断
書などを持って、刈谷公共職業安定
所（刈谷市／緯〈２１〉５００１）へ
　※入校確定者が定員に達した時点で、
募集を締め切ります。

■問 春日台職業訓練校（緯０５６８〈８８〉０８１１）、
市障害福祉課（緯〈７１〉２２２５）

心身障害者職業訓練生

■時 １１月４日晶～来年２月２４日晶の毎週
昇昌晶午前９時３０分～午後４時３０分

■場 叙クレア安心福祉（高棚町）
■対 身体障害（軽度）・知的障害・精神障
害の人

■定 ７人（面接で選考）
■￥ ５４００円
■申 １０月７日晶までに、刈谷公共職業安
定所（刈谷市／緯〈２１〉５００１）で手続き
をしてください

■問 愛知障害者職業能力開発校（緯０５３３
〈９３〉２１０２）、市障害福祉課（緯〈７１〉２２２５）

ホームヘルパー２級課程養
成コース受講者

※対象年齢は、目安です。

１０月１日松

午後３時
おはなしレストラン
（小学生以上）

１０月４日昇・
１８日昇

午前１０時３０分

えほんとわらべうたの
会（０～２歳）

１０月６日昭

午前１０時３０分
おはなしゆりかご
（０～２歳）

１０月１２日昌

午前１０時３０分
おはなしたまてばこ
（１～５歳）

１０月１５日松

午後２時
おはなしえがお
（１歳～小学校低学年）

１０月１６日掌

午後２時
かみしばいの会
（幼児～小学校低学年）

１０月２１日晶

午前１０時３０分
このゆびと～まれ
（０～２歳）

１０月２５日昇

午前１０時３０分
絵本好き集まれ！
－おすすめ絵本紹介－

１０月２６日昌

午前１０時３０分
おはなしまあだ
（１～５歳）

１０月のおはなし会

■対 来年度新入学児童・生徒で、障害があると思われる子とその保護者
■時 １２月末まで
■対 ■場 難聴と思われる子施錦町小学校（緯〈７５〉２７２５）
肢体不自由と思われる子施三河安城小学校（緯〈７１〉３２５０）
知的・情緒障害があると思われる子施下表のとおり

■申 電話で直接、各学校へ

◆知的・情緒障害があると思われる子
電　話中学校名電　話小学校名電　話小学校名電　話小学校名
〈７５〉３５３１安 城 南〈７６〉１４８８新 田〈９９〉２２０１桜 井〈７５〉２７２１安城中部
〈７５〉３５２５安 城 北〈９８〉３０３３今 池〈７６〉６０５６作 野〈７６〉２３３２安城南部
〈９２〉００１９明 祥〈７１〉３２５０三河安城〈７６〉８７７３祥 南〈７６〉２３０３安城西部
〈７６〉２３２０安 城 西〈７１〉３３４５梨 の 里〈９２〉００２４丈 山〈７６〉２３３４安城東部
〈９９〉００２８桜 井〈７６〉４４４９二 本 木〈９８〉０８２５安城北部
〈９８〉１５３１東 山〈９８〉５９００里 町〈７５〉２７２５錦 町
〈７６〉７８１１安 祥〈７５〉３００３桜 町〈９２〉０５９３高 棚
〈７６〉１７７７篠 目〈９９〉３７７７桜 林〈９７〉８２０２志 貴

■時 １０月１９日昌午後２時～３時３０分
■場 衣浦東部保健所（刈谷市）
■内 吉田 秀  雄 氏（安城更生病院医師）によ

ひで お

る講話「全身性エリテマトーデスの
理解と日常生活について」、医療相談

■対 全身性エリテマトーデスの人とその
家族

■定 ３０人（先着順）
■申 １０月３日捷～１２日昌午前９時～午後
５時（松掌抄を除く）に、衣浦東部保
健所（緯〈２１〉４７７８）へ

膠原（こうげん）系難病患者・
家族のつどい参加者

特別支援学級の見学希望者

広報あんじょう　2011.9.15蛾

　換水清掃・施設点検のため休館しま
す。
■時 休館日諮プール施１０月１日松～１９日
昌、トレーニングジム施３日捷・１０
日捷～１４日晶・１７日捷

■問 マーメイドパレス（緯〈９２〉７３５１）

■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

　重度の障害者やひとり暮らし高齢者
など、日常において支援を必要として
いる人が、災害時に地域で支援を受け
られる制度です。
　支援には、要援護者の情報を地域の
支援者（自主防災組織、福祉委員会な
ど）へ開示することに同意していただ
く必要があります。
　災害時要援護者の登録を希望する人
は、民生委員または社会福祉課へ問い
合わせてください。
■問 社会福祉課（緯〈７１〉２２２４）

災害時要援護者支援制度を
知っていますか

　はり紙、立看板、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）

９月は屋外広告物適正化旬
間です

■問 市保健センター（緯〈７６〉１１３３）
９月２０日昇～２６日捷は動物愛護週間　
　ペットは家
族の一員です。
愛情と責任を
もって飼い、
繁殖を希望し
ないなら、去
勢や避妊手術
をしましょう。
　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。ほかの人に迷惑のかか
らない飼育をしましょう。
　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、繁殖で不幸な命
が増えます。エサを与えるなら、自宅
で飼育しましょう。
９月２８日昌は世界狂犬病デー　　　　
　狂犬病は、発症すると致死率ほぼ
１００％。国内での感染は、昭和３２年以
降ありませんが、海外では、１０分に１
人の割合で死亡しています。主に、犬
にかまれることで感染します。最も有
効な防止策は犬への予防接種。犬を飼
ったら、必ず登録し、狂犬病予防接種
を受けさせましょう。

人と動物が共生するまちを

■時 １２月５日捷まで
■内 店舗名称獅アンディショッピングセ
ンター（住吉町）　縦覧内容施大規模
小売店舗の名称・所在地など

■場 ■問 県商業流通課（緯０５２〈９５４〉６３３８）、
市商工課（緯〈７１〉２２３５）

大規模小売店舗立地法に係
る届出書の縦覧

　８月２０日・２１日に事業仕分けを実施
しました。今後、事業仕分け委員会で
の議論結果を受け、方針を決定します。
■内 仕分け結果（事業件数）諮廃止施０件、
ゼロベースで見直し施１件、実施主
体の見直し施０件、要改善施２５件、
現行どおり・拡充施３件

■他 詳しくは市公式ウェブサイトをご覧
ください

■問 経営管理課（緯〈７１〉２２０５）

事業仕分けの結果

■時 ９月３０日晶～１０月１４日晶午前８時３０
分～午後５時１５分（松掌抄を除く）

■他 期間中、この案に意見のある人は、
意見書を提出することができます

■場 ■問 都市計画課（緯〈７１〉２２４３）

西三河都市計画生産緑地地
区変更案の縦覧

７月分／受け付け順／敬称略
市社会福祉協議会　善意銀行　　　　
叙ニッセイ、さわやかダンス、ふれあ
いダンス、二本木公民館利用者、安城
市手をつなぐ親の会、碧海信用金庫、
北部福祉センター利用者、作野トータ
ル、杉浦ちよ、桜井福祉センター利用
者、社会福祉会館、産直センター安城
南部、匿名
市役所関係　　　　　　　　　　　　
山田裕丈、除モラロジー研究所、ソシ
アル鈴木ダンススクール

福祉への善意
ありがとうございます

　８月１５日までに市社会福祉協議会へ
寄せられた義援金は９０９４万２１８３円にな
りました。
８月１日～１５日受付分／敬称略　　　
鳥居玄根、鳥居弘美、酒処立山、八千
代病院、ユタカ二本木新町サロン、赤
松町内会、安城生活福祉高等専修学校、
北明治商店街、杉浦製粉叙社員一同、
太平寺同行、匿名、募金箱への多数の
寄付者

東日本大震災義援金
ありがとうございます

　東日本大震災以降に到来する国税の
申告・納付などの期限を、９月３０日晶

まで延長できるようになりました。
■対 岩手県・宮城県および福島県の一部
地域に納税地がある人

■他 期限以降でも、震災で申告・納付な
どが困難な人は、税務署への申請で
延長措置を受けられます。詳細は国
税庁ウェブサイト（http://www.nt

　a．go．jp）をご覧ください
■問 刈谷税務署（緯〈２１〉６２１１）、市市民税
課（緯〈７１〉２２１４）

東日本大震災に係る国税の
申告・納付などの期限延長


