
■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
夏休み「手作りアイスクリーム教室」　
■時 ９月２日掌までの毎日午前１０時３０分
から（８月１７日晶・
３１日晶は午後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
押し花教室　　　　　　　　　　　　
■時 ８月２５日松・２６日
掌午前１０時から

■内 押し花を使った小
物づくり

■講 長谷川はる子氏
■定 各５０人（当日先着順）
■￥ ５００円から
手作りパン教室「かぶとむしくんとデ
ニッシュパン」
■時 ８月２５日松午後４時、８月２６日掌、
９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
石けんデコパージュ教室　　　　　　
■時 ９月１日松・２日掌午前１０時から
■内 石けんに好きな絵柄を入れたマイ石
けんづくり

■講 杉浦なお 壬 氏
み

■定 各５０人（当日先着
順）

■￥ ５００円から

■赤ちゃん読み聞かせ　えほんのと
びらの「にこにこ会」
■時 ９月２７日昭、１０月１１日昭・１７日昌・
２５日昭午前１０時３０分～１１時（全４
回）

■対 ４回全てに出席できる１０カ月まで
の子とその保護者

■定 １５組（先着順）
■申 ９月４日昇午前９時から、電話で
中央図書館へ

■図書の予約について
　読みたい本が貸し出し中のときや、
閉架書庫、ほかの公民館図書室にあ
るときは、予約ができます。「よやく・
リクエストカード」を記入し、受付
へ提出してください。また、パソコ
ンや携帯電話でするウェブ予約もあ
ります。パスワードとメールアドレ
スを登録し、蔵書検索から予約した
い資料を選んで、受け取り館を指定
してください。

３日捷・１０日捷・１８日昇・２４日捷・
２５日昇・２８日晶

お知らせ

中央図書館（緯〈７６〉６１１１）

９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

■時 ９月５日昌午前１０時４５分～１１時４５分
■内 曲目獅キラキラ星変奏曲（モーツァ
ルト）、リゴレットパラフレーズ（リ
スト）、愛のあいさつ（エルガー）、
ファンタジー作品７９（フォーレ）ほか
出演獅磯貝 直  子 氏（ピアノ）、平岩 雅 

なお こ まさ

 子 氏（フルート）、森藤さちよ氏（ピア
こ

ノ）
■定 １５９人（先着順）
　※８月２２日昌午前９時から整理券を
同館で配布。

■他 未就学児の入場はご遠慮ください
　※託児あり（１人につき３００円・定員
１０人）

■場 ■問 昭林公民館（緯〈７７〉６６８８）

９月１日松
午後３時

おはなしレストラン
（小学生以上）

９月４日昇・
１１日昇
午前１０時３０分

えほんとわらべうたの
会（０～２歳）

９月６日昭
午前１０時３０分

おはなしゆりかご
（０～２歳）

９月７日晶
午前１０時３０分

おはなしポッケ
（０～２歳）

９月８日松
午後２時

おはなしどんどん
（幼児～小学校低学年）

９月１２日昌
午前１０時３０分

おはなしたまてばこ
（１～５歳）

９月１６日掌
午後２時

かみしばいの会
（幼児～小学校低学年）

９月２０日昭
午前１０時３０分

いないいないばあ
（１～５歳）

９月２２日抄
午前１１時

大人のための絵本朗読
会（一般）

９月２６日昌
午前１０時３０分

おはなしまあだ
（１～５歳）

９月２６日昌
午前１０時３０分

絵本好き集まれ！おす
すめ絵本紹介（一般）
※対象年齢は、目安です。

デンパーククラブハウスの
教室

朝のひとときコンサート

■場 ■問 マーメイドパレス（緯〈９２〉７３５１）
ちびっこデー　　　　　　　　　　　
■時 ８月２５日松・２６日掌

■内 未就学児のプール利用料を無料とし
ます。また、幼児プールにボールを
開放します

■対 おむつが外れた子～未就学児
　※小学校３年生以下の子は保護者同
伴、保護者１人につき小学３年生以
下の子２人まで。
マーメイドちゃん・マーメイド王子を
探せ
■時 ８月３１日晶午前１０時から
■内 プール内に隠れている「マーメイド
ちゃん・マーメイド
王子」を探し出すと、
招待券を進呈

■対 小学生以下
■定 １００人（先着順）
■￥ 施設使用料
風船プレゼント　　　　　　　　　　
■時 ９月１日松午前１０時（なくなり次第
終了）

■対 プールを利用した小学生以下
■定 １００人（先着順）
■￥ 施設使用料
ＢＩＮＧＯ大会　　　　　　　　　　
■時 ９月２日掌午後２時
　※カードは午後１時５０分から配布。
■内 ビンゴになった人に招待券を進呈
■対 プール利用者
■定 １００人（先着順）
■￥ 施設使用料
９月からの開館時間・休館日　　　　
■内 開館時間諮プール獅昇～晶午後１時
～８時、松掌抄午前１０時～午後８時
（入場は午後７時３０分まで）　トレー
ニングジム獅昇～掌午前１０時～午後
９時（入場は午後８時３０分まで）　休
館日獅毎週捷（抄のときは開館）、抄
の翌日

マーメイドパレスの催し

俄広報あんじょう　2012.8.15

■時 ９月１２日昌午後２時～４時
■場 衣浦東部保健所（刈谷市）
■内 講話「神経系難病～理解を深めよう
～」、交流会

■講 杉浦 真 氏（安城更生病院在宅診療部
まこと

長）
■対 １８歳以上の神経系難病（パーキンソ
ン病関連疾患、脊髄小脳変性症、多
発性硬化症、多系統萎縮症、筋萎縮
性側索硬化症）患者とその家族

■定 ３０人（先着順）
■申 ９月７日晶までに衣浦東部保健所健
康支援課（緯〈２１〉４７７８）へ

神経系難病患者・家族教室

ママーメイマーメイドドちゃちゃんん

■時 ９月９日掌午前９時３０分～午後３時
２０分（雨天中止）

■場 デンパーク・道の駅、丈山苑（希望
者のみ）　集合場所獅市役所西会館

■￥ 各施設入場料
■持 昼食・水筒・雨具・敷物
■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）

　自転車購入費補
助金交付申請に必
要な講習会です。
■時 ９月８日松、１０
月２７日松午前１０
時～１１時３０分

■場 市民会館など
■内 自転車安全利用
講習、補助金交付対象自転車の試乗

■持 筆記用具（講習会終了後に補助金の
申請をする場合は、必要書類一式・
印鑑・通帳）

■他 自転車購入費補助については、本紙
４月１日号をご覧ください

■申 各講習会３日前までに都市計画課
（緯〈７１〉２２４３）へ

■場 ■問 堀内公園（緯〈９９〉５９４７）
夏休み子ども講座「くまさんの人形作
り」
■時 ８月２６日掌午
前１０時～正午

■内 デコクレイ粘
土によるくま
の人形作り

■講 飯田 恵  美 氏
めぐ み

（デコクレイアカデミー講師）
■対 未就学児～小学生（未就学児は１８歳
以上の保護者同伴）

■定 １０人（先着順）
■￥ ５００円
■申 ８月２１日昇～２５日松午前９時～午後
４時３０分に同園へ

回数券販売　　　　　　　　　　　　
■時 ９月１日松～３０日掌（休園日を除く）
■内 １０００円分の回数券を購入した人に有
料遊具利用券を２枚進呈　販売場所
獅同園管理事務所

スタンプラリー　　　　　　　　　　
■時 ９月２日掌

■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
ンプを全て集めたら有料遊具利用券
を進呈

■対 ３歳～小学生（未就学児は１８歳以上
の保護者同伴）

■定 １００人（当日先着順）

■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 歴史博物館（緯〈７７〉６６５５）
入門講座「安城の歴史」⑤　　　　　　
■時 ８月２５日松午後２時～３時３０分
■内 安城の町ができたころ
映画会「太平洋戦争シリーズ」②　　　
■時 ８月２６日掌午前１０時～１１時５０分、午
後２時～３時５０分

■内 大日本帝国のアキレス腱～太平洋・
シーレーン作戦～、エレクトロニク
スが戦を制す～マリアナ・サイパン
～

■時 ８月２５日松

午前９時４５
分から

■場 三河安城ツ
インパーク
（三河安城
南町）

■内 にっぽんど真ん中祭りイベント、地
元小学校・保育園の催しなど

■問 三河安城商店街振興組合小林（緯〈７４〉
２８８０）、市商工課（緯〈７１〉２２３５）

■時 ４日昇～８日松・１１日昇～１５日松・
１７日抄・１９日昌～２２日抄・２６日昌～
２９日松午後１時～４時（受け付けは
午後２時まで）

■対 小学生以上（１・
２年生は保護者
同伴）

■場 ■問 埋蔵文化財セ
ンター（緯〈７７〉４４９０）

堀内公園の催し

歴史博物館の催し

９月の土器づくり教室

デンパーク・丈山苑歩け運
動

自転車安全利用講習会

三河安城フェスタ２０１２

広報あんじょう　2012.8.15峨

　保管期限が過ぎた放置自転車の中
から、再利用できる自転車を整備点
検し、右表の「安城市放置自転車リ
サイクル事業取り扱い店」で販売し
ます。
■時 ８月２０日捷から
　※各店２・３台の販売です。
■問 維持管理課（緯〈７１〉２２３７）

所在地電話取り扱い店

別郷町〈７６〉８７０３山本自転車店

明治本町〈７６〉３３８７ソウリンサイクル商会

御幸本町〈７６〉２０２４サイクルショップ二藤

安城町〈７２〉１７７６サイクルアシストオオバ

■時 ９月３０日掌、１２月２日掌午後１時３０
分～３時（全２回）

■場 赤松町地内
■内 ジャガイモの定植・収穫、花とジャ
ガイモの寄せ植え

■講 安城生活改善グループ
■対 市内の小学生とその保護者（３歳以
上の子の同伴可）

■定 親子１５組（先着順）
■￥ １組１０００円
■持 水筒、軍手、帽子、作業のできる服
装・靴

■他 寄せ植えは持ち帰りできます
■申 ８月２０日捷～３０日昭（２５日松・２６日
掌を除く）に電話で農務課（緯〈７１〉２２
　３３）へ

親子農業体験

■時 ９月１５日松午前１０時～正午
■場 市勤労福祉会館
■定 ３０人（先着順）
■申 ８月２０日捷から（掌を除く）、電話で
昭和建物管理㈱（市指定管理者／緯

〈７５〉４９３０）へ
■問 商工課（緯〈７１〉２２３５）

初心者向けフラダンス教室



■内 職種獅マイクロバス運転スタッフ、
勤務日時獅午前９時～午後５時のう
ち指定時間（松掌抄勤務あり）　賃金
獅時給７８０円から（松掌抄は１００円増）、
通勤割増１日２００円　休日獅要相談

■対 マイクロバスの運転ができる６３歳ま
での人

■定 ２人
■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

■問 自衛隊愛知地方協力本部安城地域事
務所（緯〈７４〉６８９４）、市行政課（緯〈７１〉
２２０８）
防衛大学校　　　　　　　　　　　　
■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

■時 受付期間諮推薦入試・総合選抜獅９
月３日捷～５日昌、一般入試（前期）
獅９月３日捷～１０月１日捷、一般入
試（後期）獅来年１月２３日昌～２月１
日晶　試験日諮推薦入試獅９月２９日
松・３０日掌、総合選抜獅１次試験９
月２９日松、２次試験１０月２０日松・２１
日掌、一般入試（前期）獅１次試験１１
月１０日松・１１日掌、２次試験１２月１１
日昇～１５日松、一般入試（後期）獅１
次試験来年３月２日松、２次試験来
年３月１５日晶

防衛医科大学校　　　　　　　　　　
■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

■時 受付期間獅９月３日捷～１０月１日捷

試験日獅１次試験１０月２７日松・２８日
掌、２次試験１２月５日昌～７日晶

看護学生　　　　　　　　　　　　　
■対 高等学校を卒業または来年３月に卒
業見込みの２３歳以下の人

■時 受付期間獅９月３日捷～１０月１日捷

試験日獅１次試験１０月２０日松、２次
試験１１月１７日松・１８日掌

　子育ての手助けをしてほしい「依頼
会員」と子育ての協力をする「提供会員」
が、お互いに助け合う会員組織です。
■対 依頼会員獅市内在住・在勤・在学の
人　提供会員獅市内在住で、心身と
もに健康で自宅に子どもを預かるこ
とができ、子どもが好きでボラン
ティア精神のある人　

■申 事前にファミリー・サポート・セン
ター（あんぱ～く内／緯〈７２〉２３１５）へ
依頼会員希望者の入会説明会　　　　
　毎月２回説明会を開催しています。
提供会員希望者の講習会　　　　　　
■時 ９月６日昭午前９時～午後３時３０分
　※保育サポーター養成講座、子育て
ネットワーカー養成講座を修了した
人は講習会を免除。

■時 ９月２３日掌午前９時３０分～午後３時
■対 １８歳以上の人
（高校生は不
可）を代表と
したグループ

■定 ２０～３０ブース
（定員を超え
た場合は抽選）
　※１グループ１ブース（２杓×２杓）
のみ。

■￥ １３００円、入園料（２人までは無料）
■他 さまざまな募集条件や出店に際して
の注意事項があります。詳細はデン
パークか同ウェブサイトで確認して
ください

■申 ８月２０日捷～９月１０日捷に、申込用
紙に住所、参加者全員の氏名、年齢、
電話番号、おもな出品品目を記入し、
ファクスまたはＥメールでデンパー
クフリーマーケット出店者募集係
（胃〈９２〉７１１５／freemarket@denp
　ark.jp／緯〈９２〉７１１１）へ
　※申込用紙はデンパーク、同ウェブ
サイトで配布。

デンパークのパート・アル
バイト

自衛官

ファミリー・サポート・セ
ンターの会員

「フリーマーケットinデン
パーク」出店者

　葉の直径が１４０尺になる巨大な水生植物パ
ラグアイオニバスの葉に乗ることができます。
■時 ８月２５日松・２６日掌午前９時３０分から（雨
天中止、葉の生育状況により変更あり）

■対 体重２０手以下の子
■定 各１５０人（当日先着順）
■場 ■問 デンパーク（緯〈９２〉７１１１）

■時 ８月２５日松午前９時から（商品がな
くなり次第終了）

■場 交流広場会場（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）

■時 基礎講習会獅９月１５日松午後１時３０
分～３時　フォローアップ講習会獅

１１月１７日松午後３時１５
分～４時１５分（全２回）

■場 リサイクルプラザ
■内 ダンボ－ルコンポスト
スターターキットを使
って生ごみを堆肥化

■講 安城市消費生活学校
■対 市内在住の１８歳以上の人
■定 １５人程度（先着順）
■￥ ７００円
■申 ８月２２日昌午前９時から（松掌を除
く）清掃事業所（緯〈７６〉３０５３）へ

■対 ■時 ■場 乳幼児 ▼４日昇・１１日昇獅南部
公民館、５日昌・１２日昌獅東部公民
館、６日昭・２０日昭獅安祥公民館、
７日晶・２８日晶獅高棚町公民館いず
れも午前１０時～１１時

■問 子育て支援センター（緯〈７２〉２３１７）

９月の移動児童館

ダンボールコンポスト講習
会

今月のまちなか産直市
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　大切な農地を
守り、遊休農地
と違反転用農地
の解消のため、
農業委員会が実
施します。現地立ち入りへのご理解を
お願いします。
■時 ８月下旬～１１月３０日晶

■対 市内農地
■問 農務課（緯〈７１〉２２３４）

■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
る相談獅抄を除く捷～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９月１１日
昇午後１時３０分～３時３０分

■場 衣浦東部保健所安城保健分室
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）

■場 衣浦東部保健所

　７月１５日までに市社会福祉協議会に
寄せられた義援金は９６９０万７０５５円です。
■問 市社会福祉協議会総務課（緯〈７７〉
２９４１）
７月１日～１５日受け付け分／敬称略　
レストラン仔馬、市民活動センター、
募金箱への多数の寄付者

■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。

　この基金は、
「緑豊かな山
林で、きれい
で安定した水
と災害に強い
山」にするた
め、植林や保育など山の管理と、上下
流地域の相互交流に活用します。
　皆さんのご協力をお願いします。
■問 （公財）矢作川水源基金事務局（緯

０５６４〈２３〉２６４５）、市企画政策課（緯〈７１〉
２２０４）

６月分／受け付け順／敬称略
市社会福祉協議会　善意銀行／福祉基金
デンパークふるさと館、二本木公民館
利用者、作野トータル、㈱日本瓦ユニ
オン、ひょうたん会、東端の老人、青
少年の家、さわやかダンス、ふれあい
ダンス、共和ライフ㈱三河営業所、北
城屋百石店、松井節子、デンパーク、
匿名
市役所関係　　　　　　　　　　　　
匿名

　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、
通行の支障にもなりますので、道路や
歩道に置かないようにしましょう。県
条例で、表示方法・設置場所などにル
ールがあります。設置する場合は、事
前に相談し、必要な手続きをしてくだ
さい。
　なお、違法な広告物の除却に協力す
るボランティアも募集しています。
■問 維持管理課（緯〈７１〉２２３７）

■時 １１月６日昇まで
■内 建物設置者および大規模小売店舗に
て小売業をする者の氏名または名称、
住所の変更　店舗名称獅エイデン安
城店（三河安城東町）

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

矢作川水源基金にご協力を

農地パトロール

大規模小売店舗立地法に係
る届出書の縦覧

衣浦東部保健所の相談・検
査

屋外広告物適正化旬間
９月１日松～１０日捷

福祉への善意・寄付
ありがとうございます

東日本大震災義援金
ありがとうございます

　８月３１日晶まで、「青少年の非行・被
害防止に取り組む県民運動」を展開し
ています。夏季は、開放的な雰囲気の
中に危険な落とし穴が待ち受けていま
す。日頃から、子どもとの会話の機会
を持ち、地域ぐるみで青少年の非行防
止運動に取り組みましょう。
スローガン獅非行の芽　はやめにつも
う　みな我が子
■問 青少年の家（緯〈７６〉３４３２）

青少年の非行・被害防止に
取り組む県民運動
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質問：子育てをしています。子育ての不安を相談したり、ママ友を作るこ
とができる場所はありますか。

答え：本市には、あんぱ～くのほか、二本木・あけぼの・さくら・根崎の
各保育園内に子育て支援センターがあり、電話、来所などによる子育て相談
や専門家による講習会をしています。また、未就園児と保護者を対象に、み
んなで絵本を見たり、手遊びなどをする
遊び広場も開催。ほかにも、親子が自由
に遊べる部屋があり、多くの親子が集ま
るので子育ての情報交換もできます。
　各子育て支援センターの開館時間や遊
び広場の開催予定などは、市公式ウェブ
サイトをご覧いただくか、子育て支援セ
ンターへお問い合わせください。
■問 子育て支援センター（緯〈７２〉２３１７）  


