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俄広報あんじょう 2013.5.15

ンパーククラブハウスの
教室・講座

デ

■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。

タルまつりホ

ってみよう！作
■場■問堀内公園（緯〈９９〉５９４７）
空き缶工作
■時５月２５日松午前１０時～午後３時（雨
天時は５月２６日掌に順延）
■内缶でペン立てまたは植木鉢を作成
■定１００人（当日先着順）
ストローコプター
■時６月８日松午前１０時～午後３時（雨
天時は６月９日掌に順延）

■内ストローで竹とんぼを作成
■定１００人（当日先着順）

内公園「南吉祭」堀
■時 ６月１日松

（雨天時は２
日掌に順延）
■他当日午前９時
～午後４時３０
分に、名鉄電
車で来園し、
帰りの切符を提示した人に２００円分
の当日遊具利用券を進呈（定期券は
除く）

■場■問堀内公園（緯〈９９〉５９４７）
南吉スタンプラリー
■時午前９時～午後４時（完成次第終了）
■内園内で、新美南吉にまつわるスタン
プを集めた人に景品を進呈
■定５００人（当日先着順）
ペットボトルキャップで南吉アート
■時午前９時～午後４時
■内ペットボトルキャップを使って絵を
作成。参加者に缶バッジを進呈
■対小学生以下
■定１０００人（当日先着順）
南吉王クイズ
■時午前１０時３０分、午後２時
■内新美南吉にまつわる○蓋クイズ大会
参加者に有料遊具利用券、南吉王に
は南吉グッズを進呈
南吉ビンゴゲーム
■時午前１１時３０分、午後３時
※ビンゴカードは、１５分前から会場
で配布。
■内南吉グッズが当たるビンゴ大会
■定各２５０人（当日先着順）
模擬店
■時午前９時～午後４時
■内輪投げ・射的など
■対小学生以下
■￥模擬店利用料
粘土工作
■時午前９時、午後０時３０分（材料が無
くなり次第終了）
■￥１００円

■時６月１日松・２日掌・８日松・９日
掌

■内期間中は夜９時まで開園して、ホタ
ルを観賞できます。ホタルの見頃は
午後７時３０分以降から
■場■問デンパーク（緯〈９２〉７１１１）

■図書館友の会「みんなのひろば」
■時■内５月２６日掌 ▼午前１０時～１１時３０
分獅ぬり絵・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「ごんぎつね」ほか

■読み聞かせボランティア養成講座
講座修了後、私立幼稚園・保育園
でおはなし会をするグループを結成
します。現在活動しているグループ
への加入も可能です。
■時６月１１日昇・２５日昇、７月９日昇・
３０日昇、８月６日昇・２０日昇、９
月１０日昇・２５日昌午前１０時～正午
(全８回）
■定３０人（先着順）
■申５月２８日昇午前９時から電話で同
館へ

３日捷・１０日捷・１７日捷・２４日捷・
２８日晶

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）

６月の休館日

■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５月２５日松・２６日掌午前１０時から
■講近藤祐子氏

ゆう こ

（日本ジュエ
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
愛知県産米粉をつかった「クッキー
ファクトリー」
■時５月２５日松～２７日捷、６月１日松～
３日捷・８日松～１０日捷午前１０時～
午後３時３０分
■￥７００円
■申時間内に同クラブハウスへ
デニッシュパンと動物あんパン作り
■時５月２５日松・２６日掌、６月１日松・
２日掌・８日松・９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分から直接または電
話で同クラブハウスへ

３Ｄカードクラフト教室
■時６月１日松・２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
木工ペイント教室
■時６月８日松・９日掌午前１０時から
■内ネームプレートや木のおもちゃにペ
イント
■定各５０人（当日先着順）
■￥５００円から

催し・お知らせ

おはなし会
６月１日松
午後３時

おはなしレストラン
（小学生以上）

６月４日昇・
１８日昇
午前１０時３０分

えほんとわらべうたの
会（０～２歳）

６月６日昭
午前１０時３０分

おはなしゆりかご
（０～２歳）

６月８日松
午後２時

おはなしえがお
（１歳～小学校低学年）

６月１２日昌
午前１０時３０分

おはなしたまてばこ
（１～５歳）

６月１６日掌
午後２時

かみしばいの会
（幼児～小学校低学年）

６月２０日昭
午前１０時３０分

いないいないばあ
（１～５歳）

６月２１日晶
午前１０時３０分

このゆびと～まれ
（０～２歳）

６月２２日松
午前１１時

大人のための絵本朗読
会（一般）

６月２６日昌
午前１０時３０分

おはなしまあだ
（１～５歳）

６月２７日昭
午前１０時３０分

絵本好き集まれ！
おすすめ絵本紹介
※対象年齢は目安です。
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コネットあんじょうの催
し

エ

■時６月４日昇～８日松・１１日昇～１４日
晶・１８日昇～２２日松・２５日昇～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（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）

デンパークサマーフェスティバル参加者募集

月の土器づくり教室６

史博物館の催し歴
■場■問歴史博物館（緯〈７７〉６６５５）
歴博講座
■時６月１日松午後２時～３時３０分
■内安城市の指定文化財からわかること
歴博小劇場
■時６月２日掌午後２時～３時３０分
■内継承～日本伝統芸能の心～「長唄」
出演獅杵屋六

きね や ろく

秋氏
しゅう

、杵屋六春氏ほか
ろくはる

■申５月２１日昇～３１日晶午前１０時～午後
４時（掌捷を除く）に、住所・氏名・
年齢・電話番号を電話かファクス、
Eメールでエコネットあんじょう
（緯・胃〈５５〉１３１５／info@econeta
njo.org）へ
市の木「クロマツ」を知ろう
■時６月６日昭午後１時～４時
■内市内のクロマツをバスでめぐります
■定１５人（先着順）

おもしろ生物学
■時６月８日松午後１時３０分～２時３０分
■場市民交流センター
■内発光生物の秘密に迫ります
■講大場裕一氏（名古屋大学大学院生命

ゆう いち

農学研究科助教）
■定１５人（先着順）

８月９日晶～２５日掌の晶松掌は午後９時まで開園します。
イベントを一緒に盛り上げませんか。
■申６月２３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（複数日あ
ればそれも）・参加人数と、演奏内容のわかるＭＤ、ＣＤ、
ＤＶＤなどのデモテープを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。

■他デンパークの音響機材を利用できますが、高度な操作は、参加者でオペレ
ーターを手配してください。応募者多数の場合、出演をお断りすることが
あります。７月１４日掌までに出演の可否を連絡します。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。デモテープは返却しません。

ダンスイベント
■時８月９日晶・１６日晶・２３日晶午後６時～８時３０分のうち３０分のステージ１回
■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１０日松・１１日掌・１７日松・１８日掌・２４日松・２５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１、２回

■定各１組程度

ラネタリウムの生解説プ
■時■内北の空に秘められているもの閣６
月１日松・２日掌・８日松・９日掌・
２３日掌午後１時３０分・３時（２３日は
午後１時３０分のみ） 伝説の龍を探
そう閣６月１５日松・１６日掌・２２日松・
２９日松・３０日掌午後１時３０分・３時
■場■問文化センター（緯〈７６〉１５１５）

■時６月１５日松午後６時３０分～８時
■場昭林公民館
■内アイ ガット リズム（ガーシュイ
ン作曲）、日本の童謡唱歌ほか 出演
獅平岩雅子（フルート）、森藤さちよ
（ピアノ）いずれも安城音楽協会会員
■定１５９人（先着順）
■他未就学児の入場はできません
■申整理券を６月１日松午前９時から同
館（緯〈７７〉６６８８）で配布

林コンサート昭

とり親家庭情報交流会ひ
■時６月９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）、市子育て支援課（緯〈７１〉
２２２９）

家で実践！緑のカーテン
づくり入門

お

■時６月８日松午前１０時３０分～正午
■場環境学習センターエコきち
■講近藤かおり氏（フローラルガーデン
よさみチーフガーデナー）

■対１５歳以上（中学生は除く）
■定２０人（定員を超えた場合は抽選）
■￥３００円
■申５月３０日昭までの午前９時～午後９
時（捷を除く）に住所・氏名・年齢・
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

見見学地の一つ永安寺の雲竜の見学地の一つ永安寺の雲竜の松松

歴史博物歴史博物館館
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我

険物取扱者試験危 月の移動児童館６
■対■時■場乳幼児 ▼４日昇・２５日昇獅南部
公民館、５日昌・１２日昌獅東部公民
館、７日晶・２１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）

■時７月１４日掌

■場名古屋市内
■内甲種、乙種全類、丙種
■申持参・郵送獅６月３日捷～１２日昌に
願書を除消防試験研究センター愛知
県支部（〒４６１－００１１名古屋市東区白
壁１－５０）へ 電子申請獅５月３１日
晶午前９時～６月９日掌午後５時に
鋤県危険物安全協会連合会ウェブサ
イトへ
※願書は５月２０日捷から安城消防署
で配布。

■問安城消防署予防係（緯〈７５〉２４６０）

■時６月６日昭午後１時３０分～４時
■場刈谷市産業振興センター
■対来年３月学校卒業予定者の採用を予
定している企業
■問ハローワーク刈谷（緯〈２１〉５００３）、市
商工課（緯〈７１〉２２３５）

年３月新規学卒求人取扱
説明会

来

■時６月１日松・２日掌

■内幼児プールにボールを開放。未就学
児のプールの利用料を無料
■対オムツの外れた子～未就学児
■￥施設使用料（未就学児を除く）
■他保護者同伴で入場してください（保
護者１人につき、子ども2人まで）

■場■問マーメイドパレス（緯〈９２〉７３５１）

びっこデーち
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２７日晶、１０月６日掌・１２日松・
１８日晶・２７日掌、１１月３日掌・９日
松・２９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診（有料）が必
要
※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６月３日捷から（松掌

抄は除く）市保健センター（緯〈７６〉
１１３３）へ。
■申６月１日松～８月１０日松に、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）

健康づくりリーダーバン
ク登録研修会

県

障害者委託訓練県
■問愛知障害者職業能力開発校（緯０５３３
〈９３〉２１０２）、ハローワーク刈谷（緯〈２１〉
５００１）、市障害福祉課（緯〈７１〉２２２５）
パソコン初級コース
■時７月２日昇～９月１０日昇の毎週昇～
昭午前９時３０分～午後４時３０分

■場岡崎市産業人材支援センター
■内ワード・エクセルを使用した文書作
成や表作成
■対身体障害・精神障害の障害者手帳を
有している人（車いすの人を除く）
■定７人（面接で選考）
■申６月１０日捷までにハローワーク刈谷
へ（事前に同所での求職登録が必要）

介護職員初任者研修養成コース
■時７月１７日昌～９月２７日晶の毎週昌～
晶午前９時３０分～午後４時３０分
■場叙クレア安心福祉（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・技術を習得
■対軽度の身体障害・精神障害で障害者
手帳を有している人
■定７人（面接で選考）
■￥６３００円
■申６月１９日昌までにハローワーク刈谷
へ（事前に同所での求職登録が必要）

きいきウオーキングい
■時６月１５日松午前９時～正午（受け付
けは午前８時３０分から）
■場北部公民館～井畑橋～北部公民館
（約２．８灼）
■対市内在住の人
■定２００人（定員を超えた場合は抽選）
■申５月２１日昇～６月５日昌午前１０時～
午後４時（掌捷を除く）に住所・氏名・
年齢・電話番号を電話かファクス、
Eメールでエコネットあんじょう
（緯・胃〈５５〉１３１５／info@econeta
njo.org）へ

広報あんじょう 2013.5.15

■時７月１３日松午後６時～７時２０分頃
■場丈山苑
■内出演獅柳家三之助氏

さん の すけ

■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２１日昇

午前９時か
ら電話で同
苑（緯〈９２〉
７７８０）へ

山苑落語会丈

柳柳家三之助柳家三之助氏氏

マーメイドパレマーメイドパレスス ききーぼー市きーぼー市場場

碧海信用金庫本店前会場（御幸本町）
■時５月２５日松午前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５月２５日松午前１０時～午後３時
■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
新鮮な魚介類の販売、商店街アイド
ル「看板娘。」ステージ、きーぼー撮
影会、限定きーぼーグッズが買える
きーぼーSHOPmini

■問商工課（緯〈７１〉２２３５）、叙安城スタイ
ル（緯〈７３〉９５１１）

月のきーぼー市場今

情
報
Ｂ
Ｏ
Ｘ

■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
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家屋（住宅、店舗、車庫など）を新築・
増築すると、固定資産税がかかります。
評価額を決めるために、職員が訪問し、
家屋の内外を調査しますので、ご協力
をお願いします。
※家屋を取り壊した人は連絡してく
ださい。固定資産税が減額になる場
合があります。

■問資産税課（緯〈７１〉２２１５）

屋調査にご協力ください家

別支援学級の見学ができます特
■時１２月末まで
■対来年度新入学児童・生徒で、次の障害があると思われる子とその保護者
■対■場難聴と思われる子施錦町小学校（緯〈７５〉２７２５）
肢体不自由と思われる子施三河安城小学校（緯〈７１〉３２５０）
知的・情緒障害があると思われる子施下表のうち居住する学区の小・中学校

■申電話で直接、各学校へ

浦東部保健所の相談・検
査

衣

■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日昌午後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）

民交流センターの下半期
分の利用予約を受け付け

市

■内１０月１日昇～来年３月３０日掌のうち
上半期と合わせて３日分

■対多目的ホールを１００人以上で使う、
講演などの団体利用
■申６月１日松～１６日掌午前９時～午後
８時（捷を除く）に、申込書を直接市
民交流センターへ
※電話での申請は不可。予約を調整
し、結果を連絡します。
■問市民交流センター
（緯〈７１〉０６０１）、市
民協働課（緯〈７１〉
２２１８）

■時６月２３日掌午後１時３０分～３時
■場アグリライフ支援センター
■内ミニトマト、ネギ、マリーゴールド
などをプランターに寄せ植え
※寄せ植えしたプランターは、自宅
で管理します。
■講石川政子氏

まさ こ

（あいちの技人）
わざびと

■対小学生以下の子とその保護者
■定１５組（先着順）
■￥５００円
■申５月２０日捷～３１日晶午前８時３０分～
午後５時１５分（松掌を除く）に農務課
（緯〈７１〉２２３３）へ

子農業体験会親

■時６月９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
花しょうぶ園・応仁寺（碧南市）～八
剱神社～南部公民館（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を利用し
てください
■問市体育館（緯〈７５〉３５３５）

ょうぶ歩け運動し
電 話中学校名電 話小学校名電 話小学校名電 話小学校名

〈７５〉３５３１安城南〈９９〉３７７７桜林〈９７〉８２０２志貴〈７５〉２７２１安城中部
〈７５〉３５２５安城北〈７６〉１４８８新田〈９９〉２２０１桜井〈７６〉２３３２安城南部
〈９２〉００１９明祥〈９８〉３０３３今池〈７６〉６０５６作野〈７６〉２３０３安城西部
〈７６〉２３２０安城西〈７１〉３２５０三河安城〈７６〉８７７３祥南〈７６〉２３３４安城東部
〈９９〉００２８桜井〈７１〉３３４５梨の里〈９２〉００２４丈山〈９８〉０８２５安城北部
〈９８〉１５３１東山〈７６〉４４４９二本木〈７５〉２７２５錦町
〈７６〉７８１１安祥〈９８〉５９００里町〈９２〉０５９３高棚
〈７６〉１７７７篠目〈７５〉３００３桜町〈４１〉１２４４明和

職員が調査しま職員が調査しますす

プランターを使って寄せ植えしまプランターを使って寄せ植えしますす

碧南花しょうぶ祭碧南花しょうぶ祭りり
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