
■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
シルバーアクセサリー教室　　　　　
■時 ７月２１日松・２２日掌午前１０時から
■講 近藤 祐  子 氏（日本ジュウリーデザイ

ゆう こ

ナー協会正会員）
■定 各５０人（当日先着順）
■￥ １５００円から
夏休み手作りアイスクリーム教室　　
■時 ７月２１日松～９月２日掌午前１０時３０
分から（７月２５日昌～２７日晶、８月
３日晶・４日松・
６日捷は午後１時
から）

■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

ガラス細工＆とんぼ玉教室　　　　　
■時 ７月２８日松午後１時から、２９日掌午
前１０時から

■講 杉浦 英  津  子 氏（が
え つ こ

らすあそびＫＥＲ
Ｙ主宰）

■定 各５０人（当日先着順）
■￥ １０００円から
３Ｄ立体カードクラフト教室　　　　
■時 ８月４日松・５日掌午前１０時から
■講 吉田 譲 氏（デコグラフ工房）

ゆずる

■定 各５０人（当日先着順）
■￥ ４００円から

■おはなしレストランのこわ～い！
おはなし会
■時 ８月２２日昌午後３時～４時
■対 小学生以上の子

■図書館友の会「みんなのひろば」
■時 ■内 ８月２６日掌　お楽しみコーナー
（ぬり絵、折り紙）獅午前１０時～１１
時３０分　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（世界の童話、日本のおばけ
話）獅午後２時～３時

■利用者カード新規登録
　図書を借りるには、中央図書館・
各地区公民館へ身分証明書を持参し
てください。　貸し出し数獅本・雑
誌・かみしばいは１０点まで、ＣＤ・
ＤＶＤは別に５点まで

６日捷・１３日捷・２０日捷・２４日晶・
２７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

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

８月２日昭

午前１０時３０分
おはなしゆりかご
（０～２歳）

８月４日松

午後３時
おはなしレストラン
（小学生以上）

８月７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）

８月８日昌

午前１０時３０分
おはなしたまてばこ
（１～５歳）

８月１１日松

午後２時
おはなしえがお
（１歳～小学校低学年）

８月１６日昭

午前１０時３０分
いないいないばあ
（１～５歳）

８月１７日晶

午前１０時３０分
このゆびと～まれ
（０～２歳）

８月１９日掌

午後２時
かみしばいの会
（幼児～小学校低学年）

８月２２日昌

午前１０時３０分
おはなしまあだ
（１～５歳）

８月２５日松

午前１１時
大人のための絵本朗読
会（一般）

８月２９日昌

午前１０時３０分
絵本好き集まれ！おす
すめ絵本紹介

８月３０日昭

午前１０時３０分
おはなしの森
（１～５歳）
※対象年齢は、目安です。

■時 ７月２４日昇午前１０時、午後１時３０分
■内 ’１２ドラえもんのび太と奇跡の島～
アニマルアドベンチャー～

■定 各２００人程度
■他 東部公民館で整理券を配布。席に余
裕があれば、当日入場可

■場 ■問 東部公民館（緯〈７７〉７８８１）

夏休み映画会

デンパーククラブハウスの
教室・講座

　ロープワーク・
救急法など技術の
習得、キャンプ・
サイクリングなど
野外活動、安城七
夕まつり奉仕活動
や募金などのボランティア活動な
どをします。
■対 幼稚園・保育園の年長児相当以
上の子

■申 随時（捷を除く）青少年の家（緯

〈７６〉３４３２）へ

■￥ 施設利用料（模擬店（有料）を除く）
■場 ■問 マーメイドパレス（緯〈９２〉７３５１）
夏期利用時間延長　　　　　　　　　
■時 ７月２１日松～８月３１日晶　プール獅

午前１０時～午後８時　トレーニング
ルーム獅午前１０時～午後９時（いず
れも入場は３０分前まで）
　※期間中は捷も営業します。
模擬店（有料）　　　　　　　　　　　
■時 ７月２１日松・２２日掌午前１１時～午後
５時

■内 かき氷やスーパーボールすくいなど
オープン１３周年記念イベント　　　　
■時 ７月２４日昇

■内 プール・トレーニング利用者へ記念
品を進呈

■定 各１００人（先着順）
かき氷早食い競争　　　　　　　　　
■時 ７月２５日昌午後２時
■内 上位入賞者に景品あり
■定 小学生未満、小学生低学年・高学年
獅各２０人、一般の部（中学生以上）獅
１０人（いずれも先着順）

■申 当日午後１時３０分から屋外プールサ
イドへ

七夕まつり記念「ちびっこデー」　　　
■時 ８月３日晶～５日掌

■内 未就学児のプール利用料が無料。幼
児プールにボールを開放します。
　※おむつ着用の子は利用不可。必ず
保護者同伴でお願いします。（保護者
１人につき２人まで）
土日限定「トレーニングルーム利用料
還元フェア」
■時 ８月４日松～２６日掌の松掌

■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 トレーニングルーム利用者

マーメイドパレスの催し

■時 ８月４日松午前１０時～正午
■場 青少年の家
■内 ユースカレッジのお兄さん、お姉さ
んとおもちゃを作って遊ぼう！

■対 市内在住の小学４年生までの子
　※未就学児は保護者同伴。
■定 ２０人（先着順）
■￥ ５００円
■申 ７月２０日晶～８月３日晶（捷を除く）
午前９時～午後５時に青少年の家
（緯〈７６〉３４３２）へ

夏休みわくわく子ども教室
２０１２
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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 ７月２２日掌午前７時１５分～８時１５分
■内 油ヶ淵周辺（東端町、根崎町）の清掃
活動

■問 清掃事業所（緯〈７６〉３０５３）

定員対象とき講座名

２０組幼児とその
親（２人１組）

９月２３日掌～１０月２８日掌の毎週掌午後１時～１時５０分
（１０月７日・１４日を除く。全４回）親子水泳

２０人幼児
（４歳以上）

９月１２日昌～１２月１９日昌の毎週昌午後４時～４時５０分
（１０月３日・１０日・１７日を除く。全１２回）

幼児
スイミング

各
３０人

小学１～
３年生

９月２３日掌～１２月２３日掌の毎週掌午後２時～２時５０分
（１０月７日・１４日を除く。全１２回）掌児童ス

イミン
グ ９月７日晶～１２月２１日晶の毎週晶午後４時～４時５０分

（１０月５日・１２日・１９日・１１月２３日を除く。全１２回）晶

各
３０人１８歳以上の

女性

９月４日昇～１２月１８日昇の毎週昇午後１時～１時５０分
（９月１８日、１０月２日・９日・１６日を除く。全１２回）昇ゆった

りスイ
ム ９月１３日昭～１２月２０日昭の毎週昭午後１時～１時５０分

（１０月４日・１１日・１８日を除く。全１２回）昭

４０人９月４日昇～１２月１８日昇の毎週昇午前１１時～１１時５０分
（９月１８日、１０月２日・９日・１６日を除く。全１２回）

アクア
ビクス

■内 ■時 ■対 ■定 下表のとおり
　※定員を超えた場合は８月７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２３００円、その他施６４００円
■申 ７月２３日捷～８月６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

油ヶ淵浄化デー

■時 ８月１８日松

午前９時３０
分 ～ 正 午
（雨天時は
１９日掌に順
延）

■内 魚つりゲーム、ふうせんつりなど。
ミニコンサートやバザーもあります

■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

■対 ■時 ■場 乳幼児 ▼２日昭獅安祥公民館、
７日昇獅南部公民館、８日昌獅東部
公民館、１０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 ▼２３日昭（演奏）獅安
祥公民館、２４日晶（人形劇）獅高棚町
公民館、２８日昇（人形劇）獅南部公民
館、２９日昌（演奏）獅東部公民館いず
れも午前１０時～１１時

■問 子育て支援センター（緯〈７２〉２３１７）

８月の移動児童館

■問 青少年の家（緯〈７６〉３４３２）
盆踊り講習会　　　　　　　　　　　
■時 ■場 ７月１８日
昌獅安城西
中学校体育
館、２３日捷

獅桜井中学
校体育館、８月１日昌獅丈山小学校
体育館、６日捷獅安祥中学校体育館、
２０日捷獅安城北中学校体育館いずれ
も午後８時～９時

■持 室内シューズ
■他 会場へは乗り合わせか自転車でお越
しください
太鼓講習会　　　　　　　　　　　　
■時 ７月２８日松午後５時３０分～７時、２９
日掌午後７時３０分～９時

■場 青少年の家
■定 各２０人
■申 随時（捷を除く）青少年の家へ

盆踊り・太鼓講習会
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■場 衣浦東部保健所（刈谷市）
消化器系難病患者・家族教室　　　　
■時 ８月１７日晶午後２時～４時
■内 「 潰  瘍 性大腸炎・クローン病との上

かい よう

手な付き合い方」、「おさえておきた
い食事のポイント」

■講 細井 努 氏（安城更生病院消化器内科
つとむ

医師）
■対 潰瘍性大腸炎・クローン病患者とそ
の家族

■定 ４０人（先着順）
■申 ７月２０日晶～８月１４日昇に衣浦東部
保健所健康支援課（緯〈２１〉４７７８）へ

うつ病家族教室　　　　　　　　　　
■時 ７月２６日昭午後２時～４時
■内 講話「家族の対応について」、懇談会
■講 小瀬木 尚  美 氏（矢作川病院産業精神

なお み

保健研究所所長）
■対 うつ病患者の家族
■定 ３０人（先着順）
■申 ７月２０日晶から衣浦東部保健所健康
支援課（緯〈２１〉４７７８）へ

衣浦東部保健所の教室

■定 各１２０人（先着順）
■場 ■問 市保健センター（緯〈７６〉１１３３）
知っておきたい！子宮がん　　　　　
■時 ８月２３日昭午後１時３０分～２時３０分
■講 菅沼 貴  康 氏（安城更生病院産婦人科

たか やす

医師）
怖い心臓病について　　　　　　　　
■時 ８月３０日昭午後１時３０分～２時３０分
■講 野本 茂 氏（のもと内科・小児科院長）

しげる

市民健康講座

　７月は愛の血液助け合い運動月間で
す。豊田、刈谷、岡崎など各献血ルー
ムで実施しています（晶を除く）。
■対 １６～６４歳の人、６５～６９歳で６０～６４歳
の時に献血の経験がある人、その他
採血基準あり

■問 市保健センター（緯〈７６〉１１３３）

献血をお願いします

【デンパークからのお詫び】
　７月１日号掲載の、早朝ハスま
つり（７月２０日晶～２２日掌）につい
て、今年は生育不良のため、ハス
をご覧いただくことができません。
申し訳ございません。
■問 デンパーク（緯〈９２〉７１１１）



質問：学校給食の食材は安全ですか。

答え：本市の給食では、地産地消を推進するため、野菜類は、本市と隣接
市を中心とした愛知県産をできるだけ使用しています。魚介類・肉類は、産
地などを確認し、必要に応じて納入業者に放射能検査証明書の提出を依頼し
ています。
　現在販売されている食材は、国が定めた放射性物
質の基準値を超えると出荷制限がされます。さらに、
厚生労働省が出した「地方自治体の検査計画につい
て」の対象地区で生産・収穫された野菜など青果物
に対し、本市調理場でスクリーニング検査をしてい
ます。検査結果は、１週間単位で市公式ウェブサイ
トにて公表します。基準値を超えた場合は、対象食
材の使用を中止し、結果を速やかに公表します。
■問 給食課（緯〈７６〉４７００）

■場 ■問 堀内公園（緯〈９９〉５９４７）
夏休み特別営業　　　　　　　　　　
　７月２０日晶～９月２日掌の晶松掌は
午後６時まで営業します。（晶の正午～
午後１時は遊具を運休）
夏休みは電車に乗って遊びに行こう！
　名鉄堀内公園駅を利用し、帰りの切
符を持参した人に、２００円分の遊具利
用券を進呈します。　引き換え場所獅

堀内公園管理事務所
※定期券は不可。
■時 ７月２１日松～９月２日掌（休園日を
除く）
汽車撮影会　　　　　　　　　　　　
■時 ７月２７日晶午前１１時、午後２時・４
時（１０分前に汽車乗り場で受け付け）

■内 汽車の運転席
で撮影会

■対 未就学児
■定 各１０組（先着
順）

■他 カメラは参加
する人で用意
してください。撮影会時は、汽車の
運行を一時中止します
紙ヒコーキ教室　　　　　　　　　　
■時 ７月２７日晶～２９日掌午前１０時～午後
４時

■内 紙ヒコーキ・紙ブーメランを作って
飛ばそう！約７０種類の紙ヒコーキの
展示もあり

■講 岡田 照  美 氏（折り紙ヒコーキ同好会）
てる み

お話会　　　　　　　　　　　　　　
■時 ７月２８日松午前１１時、午後１時
■内 かみしばいなどの読み聞かせ
■対 未就学児（１８歳以上の保護者同伴）
■定 各２０人
じゃんけん大会　　　　　　　　　　
■時 ７月２８日松・２９日掌午前１０時、午後
３時

■内 スタッフとじゃんけん。勝った人に
は遊具利用券を進呈

■対 小学生以下の子
■定 各５０人
七夕まつり記念「こども無料開放」　　
■時 ８月３日晶～５日掌

■内 サイクルモノレール、メルヘン号
（汽車）、メリーゴーランド、観覧車
の各遊具が無料で利用できます

■対 小学生以下の子
■他 未就学児は１８歳以上の保護者同伴

堀内公園の催し

■時 １０月から（ヘルパー２級Ｂコースは
１２月から）

■内 ■場 パソコン初級獅岡崎市　同中級獅

名古屋市・豊橋市　経理事務、ヘル
パー２級Ａコース（通信）、同Ｂコー
ス（通信）獅名古屋市

■対 県内の母子家庭の母・寡婦で、全日
程に出席できる人　

■定 ヘルパー２級獅各３０人、その他獅各
２０人（いずれも定員を超えた場合は
抽選）

■￥ 教材費
■申 ８月１日昌～２２日昌午前８時３０分～
５時１５分（松掌を除く）に子育て支援
課（緯〈７１〉２２２９）へ

母子家庭就業支援講習会

■時 ８月１日昌～３１日晶午前９時～午後
５時（入苑は午後４時３０分まで）

■￥ 入苑料１００円（中学生
以下は無料）、呈茶料
３００円

■場 ■問 丈山苑（緯〈９２〉７７８０）

丈山苑ウッドビーズづくり

■時 ８月１９日掌・２５日松午前１０時～午後
１時３０分

■場 文化センター
■内 調理実習　メニュー獅ジャンバラヤ、
スープ、デザート

■講 ヘルスメイト（市健康づくり食生活
改善協議会会員）

■対 市内在住の小学生とその父親
■定 各８組（先着順）
■￥ １人３００円
■持 エプロン・三角きんまたはバンダナ・
筆記用具・子ども用スリッパまたは
上履き・水筒

■申 ７月２０日晶～２７日晶午前８時３０分～
午後５時（松掌を除く）に電話で市保
健センター（緯〈７６〉１１３３）へ

お父さんと子どもの料理教
室

■時 １日昌～３日晶・８日昌～１１日松・
１６日昭・１７日晶・２１日昇～２５日松・
２８日昇～３１日晶午後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）

８月の土器づくり教室

■時 ７月２８日松午前９時から（商品がな
くなり次第終了）

■場 中心市街地交流広場（御幸本町）
■内 地元産野菜、特産物のグルメ品販売・
手作り市・一色漁港で水揚げされた
新鮮な魚介類や海産物の販売

■問 商工課（緯〈７１〉２２３５）、クリエーショ
ンプラザ（緯〈７２〉５００２）

今月のまちなか産直市
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■時 ７月２８日松午後２時～３時３０分
■内 民俗と祭事
■場 ■問 歴史博物館（緯〈７７〉６６５５）

入門講座「安城の歴史」④

検検査の様検査の様子子

■申 ８月１日昌～９月７日晶に、直接自
衛隊安城地域事務所（緯〈７４〉６８９４）へ
　※電話申し込み不可。自衛官候補生
（男子）は随時同所へ。

■問 市行政課（緯〈７１〉２２０８）
自衛官候補生（女子）　　　　　　　　
■時 試験日獅９月２３日掌～２６日昌のうち
指定日

■対 １８～２６歳の女性
一般曹候補生　　　　　　　　　　　
■時 試験日諮１次試験獅９月１７日抄、２
次試験獅１０月４日昭～１１日昭のうち
指定日

■対 １８～２６歳の人
航空学生　　　　　　　　　　　　　
■時 試験日諮１次試験獅９月２２日抄、２
次試験獅１０月１３日松～１８日昭のうち
指定日、３次試験獅１１月１０日松～１２
月１３日昭のうち指定日

■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

■内 募集科獅モノづくり総合科（メタル
クラフトコース）、木材工芸科、住宅
デザイン科　訓練期間獅１０月２日昇

～来年３月１５日晶

■対 離・転職した人などで、中学校卒業
またはこれと同等以上の学力を有す
ると認められる人

■定 各３０人
■他 選考獅９月７日晶（面接）
　※定員を超えた場合は適正試験。
■申 ８月２４日晶までに、入校願書を住所
地の管轄する公共職業安定所へ提出
　※入校願書は、同校・県内各公共職
業安定所で配布。

■問 県立東三河高等技術専門校（緯０５３３
〈９３〉２０１８）、市商工課（緯〈７１〉２２３５）

５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、ほほえみダンス、二
本木公民館利用者、谷田のお地蔵様、
柴田敬子、大参社会保険労務士事務所、
山下祥石、日本モウルド工業叙、石川
雅人、ＪＡあいち西三河センター店舗
情報課、デンソーハートフルクラブ安
城、鈴木安司、総合福祉センター利用
者、匿名
市役所関係　　　　　　　　　　　　
公益財団法人モラロジー研究所安城モ
ラロジー事務所、碧海信用金庫、錦桜
連合老人クラブ、中部電力叙刈谷営業
所、匿名

　平成２５年１０月１日昇～平成２６年３月
３０日掌の予約を受け付けます。平成２５
年９月２９日掌までの予約も随時受け付
けています。
■申 ８月１日昌～１０日晶午前９時～午後
５時（６日捷を除く）に直接市民ギャ
ラリー（緯〈７７〉６８５３）へ
　※電話申し込み不可。希望日が重な
った場合は抽選。８月１１日松以降は
随時受け付け。

　高齢受給者証は、医療機関で診療を
受ける場合の医療費の自己負担割合
（１割または３割）を示すものです。
　現在の高齢受給者証（薄だいだい色）
の有効期限は７月３１日昇です。７月下
旬に新しい高齢受給者証（白色）を世帯
主あてに送付します。
　８月以降、医療機関で診療を受ける
場合は、保険証とともに新しい高齢受
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 高齢受給者証は、７０歳の誕生日の翌
月１日（１日生まれの人は誕生月）か
ら該当となります。新たに対象とな
る人へは、該当月の前月下旬に送付
します

■問 国保年金課（緯〈７１〉２２３０）

　掛金の一部を国が助成し、掛金は全
額非課税。手数料も不要。外部積立型
なので管理が簡単。パートタイマーも
加入できます。
■問 中小企業退職金共済事業本部（緯０３
〈６９０７〉１２３４）、市商工課（緯〈７１〉２２３５）

■場 ■問 衣浦東部保健所（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～午後４時
３０分（抄・正午～午後１時を除く）　
精神科医師による相談（予約制）獅８
月７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）

　６月１５日までに市社会福祉協議会に
寄せられた義援金は９６７５万５７４０円です。
■問 市社会福祉協議会総務課（緯〈７７〉
２９４１）
６月１日～１５日受け付け分／敬称略　
八千代病院、新安城イスラム教会、杉
浦製粉㈱従業員一同、託児ボランティ
ア「託児ママ」、募金箱への多数の寄付
者

衣浦東部保健所の相談・検
査

自衛官募集

国民健康保険の高齢受給者
証を送付

福祉への善意・寄付
ありがとうございます

市民ギャラリー展示室の一
般利用予約を受け付け

東日本大震災義援金
ありがとうございます

県立東三河高等技術専門校
職業訓練生募集

中小企業退職金共済制度

■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。

■内 サービス種類獅①地域密着型特定施
設入居者生活介護／１カ所、②小規
模多機能型居宅介護／５カ所　日常
生活圏域獅①指定なし、②東山、安
城北、安城西、篠目、桜井各中学校
区　人数獅①定員２９人、②登録２５人

■対 平成２５年度中に整備ができる介護保
険地域密着型サービス事業者

■申 ７月２３日捷～８月１０日晶に申請書と
必要書類を持って介護保険課（緯〈７１〉
２２２６）へ
　※募集要項・申請書は、同課・市公
式ウェブサイトで配布。

介護保険地域密着型サービ
ス事業者募集
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