
■￥ 入園料
■場 ■問 デンパーク（緯〈９２〉７１１１）
ハロウィンモンスターパーティー　　
　フランケンやドラキュラなど、モン
スターが集う館から、あなたは無事抜
け出ることができるか随

■時 １０月２０日松・２１日掌

■￥ 大人獅５００円、小・中学、高校生獅

３００円
　※親子割引あり。
消防ひろば　　　　　　　　　　　　
■時 １１月３日抄

■内 消防車の展示・乗車体験、消防音楽
隊の演奏など
わんわん動物園がやってくる　　　　
■時 １１月３日抄・４日掌午前９時３０分～
午後４時３０分
仮面ライダーウィザードショー　　　
■時 １１月４日掌午前１１時、午後２時３０分

■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
ガラス細工＆とんぼ玉教室　　　　　
■時 １０月２０日松・２１日掌午前１０時
■内 バーナーを使ったガラスビーズ・と
んぼ玉作りやお気に入りのとんぼ玉
を使ったストラップ・ネックレス作
り
■講 杉浦 英  津  子 氏（がらす

え つ こ

あそびＫＥＲＹ主宰）
■定 各５０人（当日先着順）
■￥ ８００円から
愛知県産の米粉をつかった「クッキー
ファクトリー」
■時 １０月２０日松・２１日掌・２７日松・２８日
掌、１１月３日抄午前１０時～午後３時
３０分
■￥ ７００円
■申 時間内に同クラブハウスへ
秋のガイドツアー　　　　　　　　　
■時 １０月２０日松午後１時
■内 秋の園内の見どころ
（サルビアなど）を紹介
する約１時間のツアー
■定 １５人（当日先着順）
手作りパン教室　　　　　　　　　　
■時 １０月２０日松、１１月３日抄・４日掌午
後１時・２時３０分（１１月３日は午後
１時のみ）
■内 デニッシュパンと動物あんパン作り
■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

フォトスポット撮影ツアー　　　　　
■時 １０月２７日松午後１時３０分
■講 鶴田 郁  夫 氏

いく お

■定 ２０人（当日先着順）
■￥ １３００円
ジェルキャンドル教室　　　　　　　
■時 １１月３日抄・４日掌午前１０時
■内 砂とガラス細工を入
れたオリジナルキャ
ンドル作り
■定 各５０人（当日先着順）
■￥ １２００円から

■読書感想画展＆手づくりかみしば
い展
■時 １０月３１日昌～１１月１４日昌（休館日
を除く）
■内 市内小・中学生の読書感想画優秀
作品と、図書館で夏休みに開催し
た「手づくりかみしばい教室」での
作品を展示

■図書館友の会「みんなのひろば」
■時 ■内 １１月２５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
（つるのおんがえし、三ねんねた
ろう、きかんしゃトーマス）獅午
後２時～２時４５分

５日捷・６日昇・１２日捷・１９日捷・
２６日捷

１１月の休館日

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）

おはなし会
１１月１日昭
午前１０時３０分

おはなしゆりかご
（０～２歳）

１１月２日晶
午前１０時３０分

おはなしポッケ
（０～２歳）

１１月３日抄
午後３時

おはなしレストラン
（小学生以上）

１１月１３日昇・
２７日昇
午前１０時３０分

えほんとわらべうたの
会（０～２歳）

１１月１４日昌
午前１０時３０分

おはなしたまてばこ
（１～５歳）

１１月１５日昭
午前１０時３０分

いないいないばあ
（１～５歳）

１１月１７日松
午後２時

おはなしどんどん
（幼児～小学校低学年）

１１月１８日掌
午後２時

かみしばいの会
（幼児～小学校低学年）

１１月２４日松
午前１１時

大人のための絵本朗読
会（一般）

１１月２８日昌
午前１０時３０分

おはなしまあだ
（１～５歳）

１１月２９日昭
午前１０時３０分

おはなしの森
（１～５歳）

１１月３０日晶
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。
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■時 １０月３１日昌～１１月５日捷

■内 安城植物友の会が育てたリンドウ・
ススキ・野ギク・大文字草など、山
野草約２００点を展示
■￥ 入園料
■場 ■問 デンパーク（緯〈９２〉７１１１）■￥ 施設使用料

■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 １０月２３日昇～２６日晶、１０月３０日昇～
１１月２日晶

■内 くじを引いて当たりが出たら、マー
メイドパレス無料券を進呈
■対 当日のプール・トレーニングルーム
利用者
プールで文字探しラリー　　　　　　
■時 １０月２７日松午前１０時
■内 プールに隠れた文字を組み合わせて
キーワードを完成させよう。正解し
た人にはお菓子を進呈
■対 小学生以下
■定 ５０人（当日先着順）
造波プールでジャンケン大会　　　　
■時 １０月２８日掌午後２時
■内 ジャンケンに勝ったら、マーメイド
パレス無料券を進呈
■対 当日のプール利用者

マーメイドパレスの催し

デンパーククラブハウスの
体験教室

秋の山野草展

■時 １０月２０日松午前１０時～午後４時、２１
日掌午前９時～午後３時
■内 施設の紹介、作業製品の展示即売、
防災コーナーなど
■場 ■問 名古屋刑務所（みよし市／緯０５６１
〈３６〉２２６０）

東海北陸・みよし矯正展

デンパーク「秋穫祭」

　市内各町内公民館で活動するグルー
プが、日頃の成果を発表します。
■時 １１月１１日掌午前９時３０分～午後５時
■場 文化センター
■内 部門獅民謡、詩吟、舞踊、大正琴、
コーラスなど
■問 市民協働課（緯〈７１〉２２１８）

■時 １１月２１日昌・２２日昭午前９時４５分～
午後４時（全２日）
■場 高浜市中央公民館
■定 １３２人（先着順）
■￥ ３５００円
■申 １０月２９日捷～１１月２日晶午前８時３０
分～午後５時に、申込書と証明写真
（縦４㎝×横３㎝で３カ月以内に撮
影したもの）を持って安城消防署（緯

〈７５〉２４５８）へ
※申込書は、同署・衣浦東部広域連
合ウェブサイトで配布。
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■場 ■問 堀内公園（緯〈９９〉５９４７）
お得な回数券販売　　　　　　　　　
　回数券を１冊購入した人に、有料遊
具利用券を２枚進呈します。
■時 １１月１日昭～３０日晶（捷を除く）
■場 堀内公園管理事務所
平日イベント「折り紙遊び」　　　　　
■時 １１月１日昭～３０日晶午前９時～午後
４時（松掌捷抄を除く）

■定 各５０人（当日先着順）
文字さがしラリー　　　　　　　　　
　４種類の有料遊具に乗って文字を探
そう。正解した人には有料遊具利用券
を進呈します。
■時 １１月３日抄午前９時～午後４時（雨
天時は４日掌に順延）
■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 １１月３日抄・１０日松・１７日松・２４日
松、１２月１日松・８日松・１５日松・
２２日松午前１０時～１１時３０分
■場 安祥閣
■対 女性
■定 各１５人（定員を超
えた場合は抽選）
■￥ １回５００円
■持 着物セット
■申 １０月２３日昇からの午前９時～午後９
時（捷を除く）に、氏名・住所・電話
番号・参加人数を電話で安祥閣（緯

〈７４〉３３３３）へ

■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）

連続講座「考古学最前線　西三河の弥
生時代研究①」
■時 １０月２７日松午後２時～３時３０分
■内 弥生時代の始まり～ 遠  賀  川 系土器と

おん が がわ

 条 
じょう

 痕  文 系土器～
こん もん

■講 永井 宏  幸 氏（県埋蔵文化財センター）
ひろ ゆき

映画会「絆」作品シリーズ①　　　　　
■時 １０月２８日掌午前１０時～１１時５０分
■内 乳母車（１９５６年作品）　出演獅石原裕
次郎、宇野重吉ほか

歴博小劇場「継承～日本伝統芸能の心
～」
■時 １０月２８日掌午後２時～３時３０分
■内 箏曲　演奏獅浅井 大  美  子 

た み こ

■時 １１月１７日松午前１０時～正午
■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 小学生とその保護者
■定 １０組（定員を超えた場合は抽選）
■持 動きやすく汚れても良い服装・運動
靴
■申 １１月９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

　現在整備中の国道２３号知立バイパスは、和泉ＩＣ（インターチェンジ）～豊
明ＩＣで立体４車線が開通していますが、このほど、安城西尾ＩＣ～和泉Ｉ
Ｃの上下線が新たに開通し、２車線通行から４車線通行として利用できるよ
うになります。
●開通日時　名古屋方面（下り線）獅１０月２０日松、豊橋方面（上り線）獅１１月１０
日松いずれも午後２時
●問い合わせ　国土交通省名四国道事務所（緯０５２〈８２３〉７９１７）、市土木課（緯

〈７１〉２２３９）

着物着付け教室
歴史博物館の催し

町内公民館芸能活動発表会 堀内公園の催し

甲種防火管理新規講習

■対 ■時 ■場 乳幼児 ▼２日晶・１６日晶獅高棚
町公民館、７日昌・２１日昌獅東部公
民館、８日昭・２９日昭獅安祥公民館、
１３日昇・２０日昇獅南部公民館いずれ
も午前１０時～１１時
■問 子育て支援センター（緯〈７２〉２３１７）

１１月の移動児童館

葉っぱのふしぎ



■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（抄を除く）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１１月６
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）

　最寄りの場所からごみ拾いを開始し、
集合場所まで向かってください。活動
終了後、豚汁の振る舞いがあります。
■時 １１月４日掌・２５日掌午前９時～１１時
■場 ４日諮集合場所獅和泉オイルセンタ
ー裏　清掃場所獅半場川堤防とその
周辺（隅田橋～惣山橋）　２５日諮集合
場所獅子安観音駐車場　清掃場所獅

半場川堤防とその周辺（惣山橋～内
浜橋）
■持 ごみ拾い用具・ゴミ袋・軍手など
■問 ＮＰＯ法人エコネットあんじょう
（緯〈５５〉１３１５）、環境首都推進課（緯

〈７１〉２２０６）
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　１０月１日付けで、人権擁護委員に榊
原 真  由  美 氏（再任・東明町）が委嘱され

ま ゆ み

ました。任期は３年です。
■問 市民課（緯〈７１〉２２２１）

８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、総合福祉センター利
用者、二本木公民館利用者、デンソー
ハートフルクラブ高棚、桜井福祉セン
ター利用者、東端の老人、安城の歴史
を学ぶ会、黒野弘明、ふれあいダンス、
桜井公民館利用者一同、後藤貞夫、㈱
三企メンテナンス、㈱ニッセイ、橋本
英男、アンデン㈱、匿名
市役所関係　　　　　　　　　　　　
さいとうよしみ、匿名

■時 １１月１７日松午後６時３０分～８時
■内 愛の夢（リスト作曲）、黒鍵（ショパン
作曲）、アルハンブラ宮殿の思い出
（タレガ作曲）ほか　出演獅長縄 広  紀 

ひろ き

（ギター／安城音楽協会会員）、津田
 眞  壽 （ピアノ／同）
しん じゅ

■定 １５９人（先着順）
■他 １１月３日抄午前９時から、整理券を
昭林公民館で配布。
※未就学児の入場はご遠慮ください。

■場 ■問 昭林公民館（緯〈７７〉６６８８）

福祉への善意・寄付
ありがとうございます

衣浦東部保健所の相談・検
査

昭林コンサート

はんば川クリーン活動

質問：無料で自転車を借りられると聞きましたが？

答え：本市には、無料で自転車を貸し出しする、レンタサイクルがありま
す。市役所などの公共施設や鉄道の駅を
含む１１カ所に、貸し出し所（サイクルポ
ート）を設置。利用申込書を記入するだ
けで、すぐに利用できます。当日中に返
却していただくことが必要ですが、利用
時間内であれば、どのポートでも返却で
きます。
　各サイクルポートの場所や利用時間な
どは、市公式ウェブサイトをご覧いただ
くか、都市計画課まで問い合わせてくだ
さい。
■問 都市計画課（緯〈７１〉２２４３）

自転車にはノーパンクタイヤ自転車にはノーパンクタイヤをを
使用。安心して利用できます使用。安心して利用できます。。

■時 １日昭・２日晶・７
日昌～１０日松・１３日
昇～１６日晶・２０日昇

～２４日松・２７日昇～
３０日晶午後１時～４
時（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）

１１月の土器づくり教室

■時 １１月２７日昇午後２時～４時
■場 衣浦東部保健所（刈谷市）
■内 実技「楽しい音楽レクリエーション」、
交流会
■講 近藤 和  子 氏（県レクリエーション協

かず こ

会）
■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 １１月２２日昭までに、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

■時 １１月１７日松、１２月１５日松午前１０時～
１１時３０分
■場 市民会館
■内 自転車安全利
用のための講
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人は、必要
書類一式・印鑑・通帳。
■他 本講習会は、自転車購入費補助金交
付申請に必要です。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 各講習会の３日前までに、電話で都
市計画課（緯〈７１〉２２４３）へ

自転車安全利用講習会

人権擁護委員が決定

■内 乳幼児健診などのとき、乳幼児を抱
っこしたり、乳幼児が室外に出て行
かないように見守ったりするなど　
活動日獅昌～晶午後１時～３時のう
ち都合のよい日
■持 エプロン
■場 ■問 市保健センター（緯〈７６〉１１３３）

■時 受付期間諮推薦入試獅１１月１日昭～
１２月７日晶、一般入試獅１１月１日昭

～来年１月７日捷　試験日諮推薦入
試獅来年１月１２日松～１４日抄のうち
指定日、一般入試獅来年１月１９日松

（１次試験）、来年２月２日松～５日
昇のうち指定日（２次試験）

■対 中学校を卒業または来年３月に卒業
見込みの１６歳以下の男子

■他 １１月４日掌、１２月９日掌午前１０時～
正午に、刈谷市総合文化センターで
説明会を開催します
■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）
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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。

　９月１５日までに市社会福祉協議会へ
寄せられた義援金は９７０２万３６６１円です。
■問 市社会福祉協議会総務課（緯〈７７〉２９４
１）
９月１日～１５日受け付け分／敬称略　
旗本秀人、匿名、募金箱への多数の寄
付者

　平成２４年８月分手当から、市遺児手
当の支給要件に、「配偶者からの暴力
（ＤＶ：ドメスティックバイオレンス）
で『裁判所からの保護命令』が出された
場合」が加わりました。受給するため
には、１０月３１日昌までに、窓口で申請
手続きをしてください。
　なお、手当の支給には、家庭状況や
所得の審査があります。
■問 子育て支援課（緯〈７１〉２２２９）

　耐震補強・改修工事のため、１１月１
日昭～来年３月下旬
（予定）は、クリエー
ションプラザ（商業
活性化センター）を
利用できません。
■問 商工課（緯〈７１〉２２３
５）

■内 下表のとおり

■対 現在、安城市に住民登録があって市内に居住しており、引き続き永住する人で、
次のいずれかに該当する人
暫死亡者の遺骨があるが、墓地がない
暫市外に墓地があり、墓地の移転を必要とする

■申 ①②獅１０月１５日捷～２６日晶午前８時３０分～午後５時１５分（松掌を除く）に、認め
印を持って市保健センター（緯〈７６〉１１３３）へ　③獅捷～晶午前８時３０分～午後
５時１５分（抄を除く）に市保健センターへ
※募集要項は、市保健センター・市公式ウェブサイトで配布。

定　員永代使用料１区画面積霊園名

７区画（使用済み返還区画）２７万３６００円１．４４釈
（１．２杓×１．２杓）

多門霊園
（安城町）①

３区画（未使用２区画、使
用済み返還１区画）７６万円４．００釈

（２．０杓×２．０杓）

橋目霊園
（橋目町）

②

１８区画（１０月１日現在、使
用済み返還区画）４２万７５００円２．２５釈

（１．５杓×１．５杓）
③

１７４区画（１０月１日現在、未
使用区画）２７万３６００円１．４４釈

（１．２杓×１．２杓）
※①②獅定員を超えた場合抽選　③獅先着順。

市遺児手当の支給項目が追
加されました

東日本大震災義援金
ありがとうございます

クリエーションプラザを
一時休館します

乳幼児健診などの見守りボ
ランティア

陸上自衛隊高等工科学校生
徒

市営霊園希望者を受け付け

　来年３月に開設予定の特別養護老人
ホーム「アルクオーレ安城」（横山町）の
入所申し込みを受け付けます。
■対 申し込み時に安城市に住所があり、
要介護１～５の認定を受けている人
■定 ２９人
■申 １０月２５日昭から、開設事業者の社会
福祉法人百陽会（岡崎市大平町字古
渕２５／緯０５６４〈２５〉０２９４）へ事前に連
絡し、入所申込書を記入のうえ、１１
月１日昭以降、直接同会へ
　※１１月３日抄・５日捷に、安城市民
会館でも入所申し込みを受け付け。
申込書は、同会・介護保険課で配布。
■問 介護保険課（緯〈７１〉２２２６）

特別養護老人ホームの入所
申し込みを受け付け

　愛知県最低賃金は、１０月１日から時
間額７５８円に改正されました。
■問 刈谷労働基準監督署（緯〈２１〉４８８５）、
市商工課（緯〈７１〉２２３５）

愛知県最低賃金の改正


