
■場 ■問 堀内公園（緯〈９９〉５９４７）
ノルディックウオーキング体験会　　
■時 １０月６日松午前１０時～１１時
■内 専用ポールを使った簡単ノルディッ
クウオーキング講座と体験会

■講 佐藤 賢  一  郎 氏、佐藤 恵  美  子 氏（日本
けん いち ろう え み こ

ノルディックフィットネス協会公認
インストラクター）

■定 ４０人（先着順）
■￥ ５００円（ポールレンタル料）
■持 運動しやすい服装・運動靴・タオル・
飲み物

■申 ９月２０日昭～１０月４日昭午前９時３０
分～午後４時３０分（休園日を除く）に、
直接か電話で同園へ
　※電話申し込みの場合、１０月４日昭

まで（休園日を除く）に同園で手続き
が必要。

遊具に乗って綿菓子プレゼント　　　
■時 １０月６日松～８日抄

■内 各日指定遊具利用者に綿菓子を進呈
６日獅メルヘン号（汽車）、７日獅メ
リーゴーランド、８日獅観覧車

■対 小学生以下
■定 各３００人（先着順）
■￥ 各有料遊具利用料
シニアウオーキング教室　　　　　　
■時 １０月２５日昭午前１０時～１１時３０分
■内 初心者向けのウオーキング、ストレ
ッチなど
　※雨天の場合、ストレッチ紹介のみ。
■対 ６０歳以上
■定 １５人（先着順）
■持 運動しやすい服装・運動靴・タオル・
飲み物

■申 １０月１０日昌～２４日昌午前９時～午後
４時３０分（休園日を除く）に直接か電
話で同園へ

大人向け講座「花の小物作り」　　　　

■時 １０月２６日晶午前１０時～正午
■内 デコクレイ粘土による小物作り
■講 飯田 恵  美 氏（デコクレイアカデミー

めぐ み

講師）
■対 １８歳以上
■定 １０人（先着順）
■￥ ５００円
■申 １０月１０日昌～２５日昭午前９時～午後
４時３０分（休園日除く）に直接か電話
で同園へ

■￥ 入園料
■場 ■問 デンパーク（緯〈９２〉７１１１）
写真展わたしたちのデンパーク２０１２　
■時 ９月１９日昌～１０月１日捷

■内 デンパークで撮影した写真作品約
１６０点を展示
日本レミコ押し花アート展　　　　　
■時 １０月３日昌～８日抄

■内 押し花作品約５０点を展示

■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 ９月２２日抄・２３日掌午前１０時から
■講 近藤 祐  子 氏

ゆう こ

（日本ジュウ
リーデザイナ
ー協会正会員）

■定 各５０人（当日先着順）
■￥ １５００円から
クロワッサンとうさぎ型動物あんパン
教室
■時 ９月２３日掌・３０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
ロザフィ教室　　　　　　　　　　　
　バラのアクセ
サリーや小物を
紙で作ります。
■時 ９月２９日松・
３０日掌午前１０時から

■講 Goldmarry中根氏（日本ロザフィ協
会認定講師）

■定 各５０人（当日先着順）
■￥ ７００円から

デンパーククラブハウスの
体験教室

デンパーク展示会

堀内公園の催し
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■時 ９月２９日松午後２時
■場 歴史博物館
■講 森 泰  通 氏（豊田市教育委員会）ほか

やす みち

■問 文化財課（緯〈７７〉４４７７）

座談会「古墳時代への招待
～西三河の古墳を語る～」

■大活字本を所蔵しています
　大活字本とは、原本の内容はその
ままに、大きな活字で組み直した本
をいいます。通常の活字では本が読
みにくい人向けに、文字の大きさ・
行間などが考慮されています。中央
図書館では、ベストセラー、歴史小
説を中心に、８月時点で約１８００冊を
所蔵しています。
　お探しの本が大活字本で所蔵され
ているかどうかは、問い合わせてく
ださい。

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
１日捷・９日昇・１５日捷・２２日捷・
２６日晶・２９日捷

※対象年齢は、目安です。

１０月のおはなし会
１０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）

１０月４日昭

午前１０時３０分
おはなしゆりかご
（０～２歳）

１０月６日松

午後３時
おはなしレストラン
（小学生以上）

１０月１０日昌

午前１０時３０分
おはなしたまてばこ
（１～５歳）

１０月１３日松

午後２時
おはなしえがお
（１歳～小学校低学年）

１０月１８日昭

午前１０時３０分
いないいないばあ
（１～５歳）

１０月１９日晶

午前１０時３０分
このゆびと～まれ
（０～２歳）

１０月２４日昌

午前１０時３０分
おはなしまあだ
（１～５歳）

１０月２７日松

午前１１時
大人のための絵本朗読
会（一般）

１０月３１日昌

午前１０時３０分
絵本好き集まれ！おす
すめ絵本紹介

■時 １０月１日捷午前１０時～午後３時
■場 市役所相談室
■内 相談時間獅１人３０分
■定 １６人（先着順）
■申 ９月２０日昭～２８日晶午前９時～午後
５時１５分（２２日抄・２３日掌を除く）に
電話で市役所相談室（緯〈７１〉２２２２）へ

「法の日」記念司法書士無料
法律相談会

　まちなか産直市が、「きーぼー市場」
にリニューアルします。
碧海信用金庫本店前会場（御幸本町）　
■時 ９月２２日抄午前９時から（商品がな
くなり次第終了）

■内 地元産野菜の販売・調理法のアドバ
イス

■問 農務課（緯〈７１〉２２３３）
交流広場会場（御幸本町）　　　　　　
■時 ９月２２日抄午前１０時～午後３時
■内 商店街アイド
ル「看板娘。」
のお披露目式、
軽トラ市、ニ
ュースポーツ
体験、商店街スタンプラリー、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 ２日昇～６日松・１０日昌～１２日晶・
１６日昇～２０日松・２３日昇～２７日松・
３０日昇・３１日昌午後１時～４時（６
日は午前１０時から、いずれも受け付
けは午後２時まで）

■対 小学生以上（小学１・２年生は保護
者同伴）

■場 ■問 埋蔵文化財センター（緯〈７７〉４４９０）

■時 １２月１４日晶～来年３月１５日晶の毎週
昌昭晶午前９時３０分～午後４時３０分

■場 叙クレア安心福祉本部校（高棚町）
■内 介護現場で必要な資格を取得し、正
しい倫理・知識・技術を身につける

■対 障害者手帳所持者（軽度の身体、知
的、精神障害）で、ハローワーク刈
谷で求職登録をした人

■定 ７人（面接により選考）
■￥ ５４００円
■申 １１月１９日捷までにハローワーク刈谷
へ

■問 ハローワーク刈谷（緯〈２１〉５２９８）、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）

■時 ■内 ①１０月２３日昇獅講話「統合失調症
について」、②１１月５日捷獅講話「家
族の対応について」・懇談会、③１１月
２０日昇獅講話「地域の社会資源につ
いて」・懇談会、いずれも午後２時～
４時

■場 衣浦東部保健所（刈谷市）
■講 ①獅 外  ノ  池  隆  史 氏（刈谷病院医師）、

と の いけ たか し

②獅高木 紀  子 氏（刈谷病院精神保健
のり こ

福祉士）、③獅古川 裕  隆 氏（碧南市社
ひろ たか

会福祉協議会相談支援専門員）
■対 統合失調症を発症して５年以内の患
者の家族

■定 ３０人（先着順、３回とも参加できる
人を優先）

■申 衣浦東部保健所健康支援課（緯〈２１〉
４７７８）

■時 １０月５日晶～７日掌午前９時～午後
５時（５日は午後１時から、７日は
午後４時まで、入苑は午後４時３０分
まで）

■内 和泉町老人クラブ連合会の作品展示
■￥ 入苑料１００円（中学生以下は無料）
■場 ■問 丈山苑（緯〈９２〉７７８０）

■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。

■対 ■時 ■場 乳幼児 ▼２日昇・２３日昇獅南部
公民館、５日晶・２６日晶獅高棚町公
民館、１０日昌・３１日昌獅東部公民館、
１１日昭・２５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）

１０月の移動児童館

精神保健福祉家族教室

１０月の土器づくり教室

丈山苑山野草展

■時 １０月１３日松午後１時３０分～４時
■場 安城商工会議所
■内 創業の基礎知識とビジネスプランの
立て方、計画的な資金調達

■講 天野 卓  男 氏（税理士）、愛知県信用保
たく お

証協会講師
■対 創業を予定している人、創業・経営
に興味がある人

■定 ２０人（定員を超えた場合は抽選）
■申 １０月１０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
　※申込用紙は、同課・同会議所・市
公式ウェブサイト・安城商工会議所
ウェブサイトで配布。

創業支援セミナー

ホームヘルパー２級課程養
成②コース
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■時 １０月３１日昌午前９時３０分～午後１時
■場 作野公民館
■内 献立獅ビビンバ、七色汁、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 市内在住で料理初心者の男性
■定 ２０人（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

■申 ９月２０日昭～１０月２４日昌午前８時３０
分～午後５時１５分（松掌抄を除く）に、
電話で市保健センター（緯〈７６〉１１３３）
へ

男性の料理教室

■時 ９月２３日掌午後２時
　※午後１時５０分から、造波プールで
ビンゴカードを配布。

■内 ビンゴになった人に無料券を進呈
■対 当日のプール利用者
■定 １００人（先着順）
■￥ 施設利用料
■場 ■問 マーメイドパレス（緯〈９２〉７３５１）

ＢＩＮＧＯ大会

きーぼー市場（まちなか産
直市）

■時 １１月２５日掌

■場 名古屋市内
■内 試験種類獅全乙種・丙種
■申 電子申請獅１０月１２日晶午前９時～２１
日掌午後５時に除消防試験研究セン
ター愛知県支部ウェブサイトから、
書面申請獅１０月１５日捷～２４日昌に、
持参か郵送で同支部（〒４６１－００１１名
古屋市東区白壁１－５０／緯０５２〈９６２〉
１５０３）へ
　※願書は、１０月１日捷から消防各署
所で配布。

危険物取扱者試験



■時 ９月２３日掌午前１０時、午後２時
■内 「踏みにじられた南の島～レイテ・
フィリピン～」、「一億玉砕への道～
日ソ終戦工作～」

■場 ■問 歴史博物館（緯〈７７〉６６５５）

　本市が太陽光発電設備などで得た二
酸化炭素排出削減量を、国内クレジッ
ト制度を活用して売却しますので、活
用してください。排出削減量は、カー
ボン・オフセットなどの環境活動や企
業のＣＳＲ活動に活用できます。
■時 １０月１日捷午後２時～３時
■場 市役所第６会議室
■内 国内クレジット制度の概要、本市の
売却予定量など

■対 市内事務所・事業所
■申 ９月２８日晶までに、事務所・事業所
名、電話番号、参加人数を電話かＥ
メールで経営管理課（緯〈７１〉２２０５／
keiei@city.anjo.aichi.jp）へ

国内クレジット売却説明会

■時 ９月２０日昭午前１０時～午後４時
■場 西尾信用金庫安城支店（相生町）
■他 刈谷市、岡崎市の各献血ルームでは、
毎日献血ができます（晶、年末年始
を除く）

■問 市保健センター（緯〈７６〉１１３３）

献血にご協力ください

映画会「太平洋戦争シリー
ズ③」
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質問：体力をつけたいです。気軽に利用できる施設はありますか？

答え：市スポーツセンターがあります。トレーニングルームや２５ｍプール
などを備え、ウオーキングやエアロビクス、水泳など簡単なプログラムを実
施しています。施設利用料のみで参加できるので、運動のきっかけづくりに
ぜひ利用してください。トレーニングルームに
は、トレーナー（指導員）が常駐。高齢者用の器
具も用意しています。
　なお、同ルームを初めて利用する場合は、１
時間程度の講習が必要になります。事前に窓口
か電話で申し込みください。
　開館時間や講座などの詳細は、市公式ウェブ
サイトをご覧いただくか、市スポーツセンター
へ問い合わせてください。
■問 市スポーツセンター（緯〈７５〉３５４５）

　換水清掃・施設点検のため、休館し
ます。
■時 プール獅１０月１日捷～１９日晶、トレ
ーニングルーム獅１０月１日捷・９日
昇・１５日捷～１９日晶

■場 ■問 マーメイドパレス（緯〈９２〉７３５１）

■問 子育て支援課（緯〈７１〉２２２７）
昨年１０月分以降の子ども手当　　　　
　昨年１０月分からの子ども手当の受給
には、新規認定請求書の提出が必要で
す。昨年１０月以降も子ども手当の受給
対象で、請求書・必要添付書類が未提
出の人は、９月末日までに提出してく
ださい。期限を過ぎると、昨年１０月以
降の手当が受けられなくなります。
児童手当現況届の提出を　　　　　　
　６月に送付した現況届が未提出の場
合、１０月以降の児童手当が支給できな
くなります。所得制限を超えている人
も支給対象となりますので、提出期限
は過ぎていますが、必ず提出してくだ
さい。

　来年４月から、企業の障害者法定雇
用率が、現行の１．８％から２．０％に引き
上げられます。目安として、労働者５０
人につき、障害者を１人以上雇用する
こととなります。
■問 ハローワーク刈谷（緯〈２１〉５００３）、市
商工課（緯〈７１〉２２３５）

　１０月１日捷時点の内容で就業構造基
本調査を実施します。この調査は、法
律に基づく基幹統計調査として、国が
実施します。対象は、全国から無作為
に選ばれます。調査結果は、雇用政策
や経済政策などを企画・立案するため
の重要な指標となります。
　調査対象の地域には、調査員証を携
帯した調査員が訪問しますので、ご協
力をお願いします。
■問 経営管理課（緯〈７１〉２２０５）

企業の障害者法定雇用率を
引き上げ

マーメイドパレス臨時休館

就業構造基本調査を実施

■時 １０月３１日昌午後１時３０分～３時１５分
■場 市教育センター
■内 オール１の落ちこぼれ、教師になる
～いじめ、引きこもり、天涯孤独の
絶望を乗り越えて～

■講 宮本 延  春 氏（エッセイスト）
まさ はる

■定 ２１０人（先着順）
■申 １０月１日捷～５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 ９月２９日松午後１時～４時、３０日掌

午前９時３０分～午後３時３０分
■場 中部公民館
■内 「暮らしの中の環境」をテーマとした
展示・体験コーナー・発表など

■問 商工課（緯〈７１〉２２３５）

消費生活展「見直そう！
日々のくらし」

子ども手当・児童手当の書
類は提出しましたか

毎毎週毎週昇昇・・晶晶はウオーキンはウオーキンググ
講座を実施していま講座を実施していますす

　８月１５日までに市社会福祉協議会に
寄せられた義援金は９６９４万５８９３円です。
引き続きご支援をお願いします。
■問 市社会福祉協議会総務課（緯〈７７〉２９４
　１）

■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～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１０
月２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

■時 ９月２８日晶～１０月１２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、
市へ意見書を提出できます

■場 ■問 都市計画課（緯〈７１〉２２４３）

　１０月から、文化センターマツバホー
ルおよび同展示利用、昭林公民館ホー
ルの予約が、１２カ月前の開館初日から
できるようになります。
　来年４～１０月分の一斉受け付けは、
１０月２日昇午前９時です。当日は、手
続きに時間がかかることもありますの
でご了承ください。
■問 文化センター（緯〈７６〉１５１５）、昭林公
民館（緯〈７７〉６６８８）

７月分／受け付け順／敬称略
市社会福祉協議会　善意銀行　　　　
ほほえみダンス、三輪秀昭、ふれあい
ダンス、日本デンマークルネッサンス
推進機構杉浦武雄、日本モウルド工業
㈱、ダボ、鳥居弘美、中部福祉センタ
ー利用者、匿名

　出産や手術時の大量出血などの際に、
特定の血液製剤を投与されたことによ
り、Ｃ型肝炎ウイルスに感染された人
へ、給付金を支給する仕組みがありま
す。詳しくは、厚生労働省ウェブサイ
トをご覧ください。
■時 請求手続き獅来年１月１５日昇まで
■問 厚生労働省（緯０１２０〈５０９〉００２）、市保
健センター（緯〈７６〉１１３３）

　古井新町町内会は、平成２４年度コミ
ュニティ助成事業として、除自治総合
センターによる宝くじの助成金で備品
（祭り用やぐら・テント・紅白幕など）
を整備しました。
■問 市民協働課（緯〈７１〉２２１８）

■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。

文化センター・昭林公民館
ホール利用受付開始日変更

福祉への善意
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

宝くじ助成金

西三河都市計画生産緑地地
区変更案の縦覧
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特定血液製剤でのＣ型肝炎
ウイルス感染者への給付金
特定血液製剤でのＣ型肝炎
ウイルス感染者への給付金

■時 １０月２８日掌午前１０時～午後３時
　※雨天の場合、１１月４日掌に順延。
■場 安城公園西グラウンド
■内 ５０杓競争、車いす競争、風船割り競
争、パン食い競争、ハンドボール投
げ、玉入れ、輪投げなど、午前・午
後各１種目に参加可

■対 身体障害か知的障害、精神障害のあ
る人

■申 ９月３０日掌までの午前８時３０分～午
後２時（捷を除く）に、身体障害者福
祉協会事務局（総合福祉センター内
／緯〈７６〉７６２５）へ

　※申込書は、同協会、市障害福祉課
で配布。

障害者福祉体育祭参加者

■時 平成２５年４月９日昇から１年間
■内 募集科獅機械科、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平成２５年３月
終了見込みの知的障害のある人で、
自己の身辺処理が可能で、訓練に支
障となる著しい問題行動のない人

■定 各２０人（試験により選考）
　※入校確定者が定員に達した時点で
締め切り。

■申 ９月２４日捷～来年３月１５日晶に、入
校願書、療育手帳の写しまたは判定
書の写し、健康診断書などをハロー
ワーク刈谷へ

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

春日台職業訓練校（春日井
市）平成２５年度訓練生

文文化センタ文化センターー

昭林公民昭林公民館館


