
■場 ■問 堀内公園（緯〈９９〉５９４７）
スタンプラリー　　　　　　　　　　
■時 ５月２６日松午前９時～午後４時（雨
天時５月２７日掌に順延）

■内 汽車・観覧車・メリーゴーランド・
サイクルモノレールに乗ってスタン
プを集めよう。スタンプが全てそろ
えば記念品を進呈

■対 ３歳～小学生
■定 １００人（先着順）
■￥ 各遊具利用料
■他 小学生未満は、１８
歳以上の保護者の
付き添いが必要

平日イベント「折り紙遊び」　　　　　
■時 ６月１日晶～２９日晶の捷～晶午前９
時～午後４時

堀内公園の催し ■図書館友の会「みんなのひろば」
■時 ■内 ５月２７日掌　午前１０時～１１時３０
分獅ぬりえ・折り紙、午前１１時３０
分～正午、午後１時３０分～２時獅

マジックショー、午後２時～３時
獅アニメ映画会

■講演会「南吉の生涯とその文学」
■時 ６月１７日掌午後２時～４時
■講 矢口 栄 氏（新美南吉記念館元館長）

さかえ

■定 １００人（先着順）
※５月２２日昇午前９時から整理券
を同館で配布

■赤ちゃん読み聞かせ　このゆびと
～まれの「にこにこ会」
■時 ６月２９日晶、７月６日晶・１３日晶・
２０日晶午前１０時３０分～１１時（全４回）

■対 生後１０カ月までの子とその保護者
で、全てに参加できる未受講の人

■定 １５組（先着順）
■申 ６月１２日昇午前９時から電話で同
館へ

４日捷・１１日捷・１８日捷・２２日晶・
２５日捷

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

お知らせ

中央図書館（緯〈７６〉６１１１）

６月の休館日
※対象年齢は、目安です。

おはなし会
６月２日松
午後３時

おはなしレストラン
（小学生）

６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）

６月７日昭
午前１０時３０分

おはなしゆりかご
（０～２歳）

６月９日松
午後２時

おはなしえがお
（１歳～小学校低学年）

６月１３日昌
午前１０時３０分

おはなしたまてばこ
（１～５歳）

６月１５日晶
午前１０時３０分

このゆびと～まれ
（０～２歳）

６月１７日掌
午後２時

かみしばいの会
（幼児～小学校低学年）

６月２１日昭
午前１０時３０分

いないいないばあ
（１～５歳）

６月２３日松
午前１１時

大人のための絵本朗読
会（一般）　

６月２６日昇
午前１０時３０分

絵本好き集まれ！
～おすすめ絵本紹介～

６月２７日昌
午前１０時３０分

おはなしまあだ
（１～５歳）

■場 ■問 デンパーク（緯〈９２〉７１１１）
優雅なオールド・ローズと美しい花々
～ルドゥーテとボタニカルアートの名
作たち～
■時 ５月２６日松～６月２５日捷

■内 花のラファエロと呼ばれたフランス
の宮廷画家ルドゥーテの作品集「バ
ラ図譜」、「美花選」、イギリス人画家
アルフレッド・パーソンズの「バラ
属」からオールド・ローズを中心と
したボタニカルアート作品を展示。
ローズマカロンなどバラに関するグ
ルメ品やグッズの販売もあり

カントリーフェスタ　　　　　　　　
■時 ５月２６日松・２７日掌

■内 かわいいカントリー雑貨などのお店
が大集合
アコースティックライブ　　　　　　
■時 ５月２７日掌正午、午後３時
■内 出演獅ラムジ
和太鼓ライブ　　　　　　　　　　　
■時 ６月２日松午前１１時、午後２時
■内 出演獅 龍 

りゅう

 桜  朱  泉 、ゲスト獅和太鼓 打 
おう しゅ せん だ

 雅  奴 
が や

篠笛とピアノのデュオコンサート　　
■時 ６月１０日掌正午、午後３時
■内 出演獅狩野 泰  一 （篠笛）

やす かず

、宮本 貴  奈 （ピ
たか な

アノ）

■対 ■時 ■場 乳幼児 ▼１日晶・２２日晶獅高棚
町公民館、５日昇・１９日昇獅南部公
民館、６日昌・１３日昌獅東部公民館、
１４日昭・２８日昭獅安祥公民館いずれ
も午前１０時～１１時

■問 子育て支援センター（緯〈７２〉２３１７）

■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
あり。詳細は問い合わせてください
トールペイント教室　　　　　　　　
■時 ５月２６日松・２７
日掌午前１０時か
ら

■講 安永 愛  子 氏（Mu
あい こ

　lberry主宰）
■定 各５０人（当日先着順）
■￥ ７００円から
愛知県産米粉をつかった「クッキー
ファクトリー」
■時 ５月２６日松～２８
日捷、６月２日
松・３日掌・９
日松・１０日掌午
前１０時～午後３
時３０分

■￥ ７００円
■申 時間内に同クラブハウスへ
フォトスポット撮影ツアー「妖精たち
の舞踏会」
■時 ５月２６日松午後１時３０分から
■講 鶴田 郁  夫 氏（フォトマスターＥＸ）

いく お

■定 ２０人（先着順）
■￥ １３００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 ５月２７日掌、６月３日掌・９日松・
１０日掌午後１時・２時３０分（３日は
午後１時のみ）

■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

押し花教室　　　　　　　　　　　　
■時 ６月２日松・３日掌午前１０時から
■内 押し花でオリジ
ナルのキーホル
ダーやストラッ
プ作り

■講 長谷川はる子氏
（ふしぎな花倶
楽部インストラクター）

■定 各５０人（当日先着順）
■￥ ５００円から
木工ペイント教室　　　　　　　　　
■時 ６月９日松・１０日掌午前１０時から
■内 ネームプレート・スイングバード作
り

■定 各５０人（当日先着順）
■￥ ５００円から

６月の移動児童館

花とアートの祭典「ガーデ
ナート」～芸を楽しむ日々

デンパーククラブハウスの
教室・講座
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■場 ■問 丈山苑（緯〈９２〉７７８０）
マンドリンコンサート　　　　　　　
■時 ６月２日松午後２時～３時
■内 出演獅安城マンドリンサークル「チ
ャオ」

■￥ 入苑料１００円（中学生以下は無料）、呈
茶料３００円
落語会　　　　　　　　　　　　　　
■時 ７月７日松午後６時～７時
■内 出演獅 三  遊  亭  歌  武  蔵 

さん ゆう てい うた む さし

■定 １３０人（先着順）
■￥ 一般１０００円、中学生以下９００円（いず
れも入苑料、呈茶料含む）

■申 ５月２２日昇午前９時から電話で同苑
へ

■時 ６月１３日昌午前１０時～正午
■内 母への思い、感謝の気持ちをことば
に託し、バイオリンの調べにのせて
届けます　出演獅田中ふみえ氏（語
り部）、熊谷 祥 

しょう

 子 氏（バイオリン）、こ
こ

とのはの会
■定 ４０人（先着順）
※５月２０日掌午前９時から整理券を
中部公民館で配布

■場 ■問 中部公民館（緯〈７４〉８５７０）

■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 １日晶・５日昇～９日松・１２日昇～
１５日晶・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）

母の日によせて～ことばに
託す大切な思い～

６月の土器づくり教室

　８月１０日晶～２６日掌の晶松掌は、午後９時まで開園します。
■申 ６月２４日掌まで（必着）に、代表者の住所、氏名、電話（フ
ァクス）番号、メールアドレス、参加希望日（必ず記入。可
能日が複数あればそれも記入）、参加人数を明記し、演奏内
容の分かるＭＤ、ＣＤ、ＤＶＤなどと一緒にデンパークイ
ベント参加者募集係（〒４４６－００４６赤松町梶１／緯〈９２〉７１１１）
へ
　※過去１年間に出演実績のある人は、デモテープの提出は不要です。
■他 ①デンパークの音響機材は利用可能です。高度な音響操作の場合は、オペ
レーターを手配してください　②応募多数の場合、出演をお断りする場合
があります　③出演者一人につき２枚のデンパーク招待券を進呈します　
④デモテープは返却しません　⑤７月１５日掌までに選考結果を連絡します
ダンスイベント　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
■時 ８月１０日晶・１７日晶・２４日晶午後６時～８時３０分のうち３０分程度
■対 チアダンス、フラダンスなどのダンスグループ
■定 各４組程度
フリージャンルイベント　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
■時 ８月１１日松・１２日掌・１８日松・１９日掌・２５日松・２６日掌午後３時～８時
■内 音楽やダンス、大道芸などデンパークのイメージに合う夏らしいもの。大
音量の演奏は不可。演奏時間獅３０分のステージを１、２回

■定 各１組程度

■時 ６月１６日松午前１０時～１１時４５分
■場 環境学習センター「エコきち」
■講 佐竹 義  雄 氏（環境カウンセラー）

よし お

■対 小学生（４年生以下は保護者同伴）
■定 １０組（定員を超えた場合は抽選）
■持 虫かご・虫取り網・水筒・帽子・動
きやすく汚れても良い服装・雨具
　※虫かご、虫取り網がない場合は貸
し出しします。

■申 ６月８日晶までの午前９時～午後９
時（捷を除く）に、氏名、住所、電話
番号、参加人数を電話で環境学習セ
ンター「エコきち」（緯〈７６〉７１４８）へ

■場 ■問 歴史博物館（緯〈７７〉６６５５）
入門講座「安城の歴史②」　　　　　　
■時 ５月２６日松午後２時～３時３０分
■内 奈良・平安時代～印内薬師と志貴荘
映画会「社会派映画シリーズ②」　　　
■時 ５月２７日掌午前１０時～１１時５０分
■内 蟹工船（１９５３年作品）　出演獅山村聰、
日高澄子ほか

歴史博物館の催し きみも昆虫博士になろう！

丈山苑の催し

■時 ６月５日昇～８月２４日晶のうち６日
間程度

■場 市保健センター
■内 日頃の生活から得られるデータを参
考に、運動や食生活の改善方法を見
直します

■対 市内在住または在勤のおおむね１８歳
～３９歳で、ＢＭＩ判定２３以上でやせ
たいと思っている人
　※ＢＭＩ＝体重（㎏）÷身長（杓）÷身
長（杓）。

■対 １０人（先着順）
■申 ５月２１日捷～２８日捷午前８時３０分～
午後５時（２６日松・２７日掌を除く）に
電話で市保健センター（緯〈７６〉１１３３）
へ

私の減る脂いプラン

■時 ６月１０日掌午後１時３０分
■場 総合福祉センター
■内 情報交流会、牛乳パックの小物作り
■対 市内在住のひとり親家庭の親子
■問 市母子福祉会 成  島  清  美 さん（緯・胃

なり しま きよ み

〈９９〉６５５４）、子育て支援課（緯〈７１〉２２２
９）

ひとり親家庭情報交流会
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■対 市内在住・在勤・在学で、県大会な
どの地区予選会、選考会を経て国際
大会、全国大会へ出場する人（交付
の対象にならない大会もあります）
　※ここでの国際大会・全国大会とは、
開催地区を統一する体育団体（非営
利団体）が主催する大会であること、
または過半数の地区の代表が参加す
る大会をいいます。

■持 出場する大会の開催要項とその参加
申込書の写し、予選大会の成績表な
ど大会への出場を決めた経緯がわか
るもの

■申 必ず大会の１４日前までに、所定の申
請書と添付書類を持って市体育館
（緯〈７５〉３５３５）へ
　※申請書は、同館、市公式ウェブサ
イトで配布。

　４月１５日までに市社会福祉協議会へ
寄せられた義援金は９４７５万５９５７円です。
■問 市社会福祉協議会総務課（緯〈７７〉２９
　４１）
４月１日～１５日受付分／敬称略　　　
石川正男、佐藤富夫、ダンススタジオ
Ｄｏ、絆の会・そば打ち教室、三協商
事㈱安城営業所従業員一同、匿名、募
金箱への多数の寄付者

３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、国際ソロプチミスト
安城、デンソーハートフルクラブ高棚、
叙カミヤコーポレーション、二本木公
民館利用者、北部福祉センター利用者、
東端の老人、除安城都市農業振興協会、
西部公民館利用者、ふれあいダンス、
ユーホーム安城店、鬼頭三郎、ピアゴ
東栄店、ピアゴ・ラフーズコア三河安
城店、ピアゴ福釜店、ピアゴ安城店、
稲垣カメラ、川畑春子、安城の歴史を
学ぶ会、アピタ安城南店、作野トータ
ル、安城商工会議所青年部、叙デンソ
ー高棚製作所、日本モウルド工業叙、
安城市身体障害者福祉協会、安城市町
内会長連絡協議会、安城市民生児童委
員協議会、安城文化協会、安城市福祉
まつり実行委員会、匿名
市役所関係　　　　　　　　　　　　
安城南ライオンズクラブ、神谷幸子、
東邦瓦斯叙刈谷営業所

激励金の交付

東日本大震災義援金
ありがとうございます

福祉への善意・寄付
ありがとうございます

　リーダーバンク登録後、市の健康づ
くり事業へ協力をお願いします。
■時 ９月２９日松、１０月６日松・１４日掌・
２０日松・２７日松、１１月４日掌・１１日
掌・３０日晶（全８回）

■場 あいち健康プラザ（東浦町）
■対 県内在住の満１８歳以上で、研修後、
ボランティアとして健康づくり活動
ができる人

■定 ８０人（先着順）
■他 事前に健康度評価の受検（有料）が必
要です
　※５人分（先着順）の健康度評価費用
を市で負担します。希望者は、研修
会申し込み後に市保健センター（緯

〈７６〉１１３３）へ
■申 ６月１日晶～８月１０日晶に、申込書
を持参か郵送、ファクスであいち健
康プラザ（〒４７０－２１０１知多郡東浦町
大字森岡字源吾山１－１／胃０５６２
〈８２〉０２２８）へ
　※申込書は市保健センターで配布。
■問 あいち健康プラザ（緯０５６２〈８２〉０２１１）、
市保健センター（緯〈７６〉１１３３）

■問 安城消防署予防係（緯〈７５〉２４６０）
危険物取扱者試験　　　　　　　　　
■時 ７月８日掌

■場 名古屋市内
■内 甲種、乙種全類、丙種
■申 ５月２８日捷～６月６日昌に願書を郵
送か持参で除消防試験研究センター
愛知県支部へ（電子申請は、５月２５
日晶午前９時～６月３日掌午後５時
で受け付け）
　※願書は５月１４日捷から安城消防署
で配布。

乙種第４類予備講習会　　　　　　　
■時 ６月２０日昌

■場 碧南市文化会館
■￥ 受講料４０００円、テキスト代４０００円
■定 １５０人（先着順）
■申 鋤愛知県危険物安全協会連合会（緯

０５２〈９６１〉６６２３）

危険物取扱者試験・予備講
習会

県健康づくりリーダーバン
ク登録研修会
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■時 ６月１０日掌午前９時３０分～午後２時
３０分

■場 集合場所獅南部公民館　コース獅南
部公民館～念空寺～長福寺～油ヶ渕
しょうぶ園・応仁寺（碧南市）～八剱
神社～南部公民館（往復約９灼）

■持 昼食・水筒・雨具・敷物など
■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）

しょうぶ歩け運動

■場 ■問 マーメイドパレス（緯〈９２〉７３５１）

平日限定「マーメイドパレス利用料還
元フェア」
■時 ５月２２日昇～２５日晶、５月２９日昇～
６月１日晶

■内 くじをひき、当たりが出たらマーメ
イドパレス無料券をプレゼント

■対 プール・トレーニングルーム利用者
ＢＩＮＧＯ大会　　　　　　　　　　
■時 ５月２７日掌午後２時
　※ビンゴカードは、午後１時５０分に
造波プールで配布。

■内 ビンゴになった人にマーメイドパレ
ス無料券をプレゼント

■対 当日のプール利用者
■定 １００人（先着順）
ジャンケン大会　　　　　　　　　　
■時 ６月３日掌午後２時
■内 ジャンケンで勝った人にマーメイド
パレス無料券をプレゼント

■対 当日のプール利用者
■定 １００人（先着順）

マーメイドパレスの催し

■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。

　６月１日は人権擁護委員の日。日常
生活での人権問題について、市内の人
権擁護委員が相談に応じます。相談内
容の秘密は固く守られますので、気軽
に相談してください。
■時 ６月１日晶午前１０時～正午、午後１
時～３時
　※人権相談は、毎月第２・４昇午後
１時～４時でも実施。

■場 市役所相談室
■他 人権擁護委員（敬称略）獅鈴木 治  雄 

はる お

（篠目町）、加藤 元  惠 （桜町）、篠田 千  代 
もと え ち よ

 子 （東栄町）、榊原 真  由  美 （東明町）、山
こ ま ゆ み

口 俊  雄 （池浦町）、岩月 浩  治 （野寺町）、
とし お こう じ

杉浦 智  之 （城ヶ入町）、神本マミ（榎前
とも ゆき

町）
■問 市民課相談係（緯〈７１〉２２２２）

　作手高原（新城市）、茶臼山高原（長野
県根羽村）野外センターの利用受け付
けを開始します。
■内 利用可能日獅下表のとおり

■￥ 昼間利用（午前１０時～午後４時３０分）
獅大人（高校生以上）１００円、小人（小・
中学生）５０円　１泊利用（午前１０時～
翌日午前９時３０分）獅大人２００円、小
人１００円

■申 ５月２２日昇～利用日の１週間前の午
前９時～午後５時に、所定の申請書・
参加者名簿・利用料金を持って市体
育館（緯〈７５〉３５３５）へ
　※申請書は同館で配布。市外の人は
６月から受け付け。

茶臼山高原作手高原月

２日松・３日掌、
９日松・１０日掌、
１６日松・１７日掌、
２３日松・２４日掌、
３０日松

２日松～４日捷、
９日松～１１日捷、
１６日松～１８日捷、
２３日松～２５日捷、
３０日松

６

１日掌～３１日昇

１日掌、
７日松～９日捷、
１４日松～２２日掌、
２８日松・２９日掌

７

１日昌～３１日晶
３日晶～６日捷、
１１日松～２０日捷、
２５日松～３１日晶

８

１日松～３０日掌

１日松～１０日捷、
１５日松～１７日抄、
２２日抄～２４日捷、
２９日松・３０日掌

９

市野外センターの一般開放
利用受け付け

特設人権相談所の開設

■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・保健師によ
る相談獅捷～晶午前９時～正午、午
後１時～４時３０分　精神科医師によ
る相談（予約制）獅６月５日昇午後２
時～４時

エイズ検査・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）

衣浦東部保健所の相談・検
査

■内 勤務内容獅入浴介助・食事介助・レ
クリエーション・送迎車添乗などの
介護員業務　勤務日時獅抄を含む昇

～松午前８時３０分～午後５時１５分
（月約１５日間で週２０時間未満）　勤務
場所獅西部デイサービスセンター　
賃金獅時給１０７０円、通勤割増１日
２００円　選考日獅６月１３日昌（面接）
雇用期間獅６月以降～来年３月３１日
掌（来年４月１日捷以降も更新の場
合あり）

■対 介護福祉士またはホームヘルパー１
級・２級の資格を有し、普通自動車
運転免許を有する人

■定 １人
■申 ５月２９日昇～６月７日昭午前９時～
午後５時（３日掌・４日捷を除く）に、
申込書に必要事項を記入し、直接市
社会福祉協議会総務課（緯〈７７〉２９４１）
へ
　※申込書は、社会福祉会館、同協議
会ウェブサイトで配布。

臨時職員（介護員）募集
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質問：ごみの分別がよくわかりません。

答え：市では、ごみの分別をわかりやすく
まとめた「家庭ごみと資源の分け方・出し方
早分かりブック」を作成しています。市役所
市民課、南部支所、桜井支所、北部出張所、
清掃事業所で配布しているほか、市公式ウェ
ブサイトからダウンロードできますので、参
考にしてください。
　品目ごとの出し方、分け方については、「早
分かりブック」１９～２２ページか、市公式ウェ
ブサイト内ごみの分別早見表「ごみだす」をご
覧ください。
■問 清掃事業所（緯〈７６〉３０５３）

　４月から、子ども手当が児童手当に
変更となりました（５月分までは支給
額に変更はありません）。出生や転入な
どで世帯状況などに変更があった場合
は手続きが必要です。３月時点で子ど
も手当が認定され、世帯状況などに変
更がない場合は、新たな手続きの必要
はありません。受給者で公務員となっ
た人は、速やかに消滅届を提出してく
ださい。
■問 子育て支援課（緯〈７１〉２２２７）

児童手当（３月までの子ど
も手当）


