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■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。

イビスカスの特別展示ハ命講習会救
安城・碧南・刈谷・知立・高浜市在
住・在勤・在学の人はどの会場でも受
講可能。
■問衣浦東部広域連合消防局消防課（緯

〈６３〉０１３５）
普通救命講習Ⅲ（小児・乳児・新生児）
■時７月２０日松午前９時～正午
■場知立消防署
■内小児・乳児・新
生児の心肺蘇生
法、ひきつけ、
のどに異物が詰
まった時の処置

■定２０人（先着順）
■申７月５日晶午前９時から同署救急係
（緯〈８１〉４１４４）へ
普通救命講習Ⅰ
■時７月２１日掌午前９時～正午
■場碧南消防署
■内心肺蘇生法、ＡＥＤ使用法、止血法など
■定２０人（先着順）
■申７月５日晶午前９時から同署救急係
（緯〈４１〉２６２５）へ

休み親子下水道教室夏
■他参加者に記念品を進呈
■問下水道管理課（緯〈７１〉２２４７）
衣浦東部浄化センター（碧南市港南町）
■時８月２日晶午後１時３０分～４時
■内顕微鏡による微生物観察、工作、施
設見学

■対小学５・６年生とその保護者
■定３０組（先着順）
■申７月１６日昇～３１日昌午前９時～午後
５時（松掌を除く）に同センター（緯

〈４８〉８２１０）へ
矢作川浄化センター（西尾市港町）
■時８月５日捷午後１時３０分～３時３０分
■内顕微鏡による微生物観察、工作、施
設見学

■対小学５・６年生とその保護者
■定２０組（先着順）
■申７月１０日昌～８月２日晶午前９時～
午後５時（松掌抄を除く）に同センタ
ー（緯０５６３〈５９〉０７１１）へ
境川浄化センター（刈谷市衣崎町）
■時８月２０日昇・２１日昌午後１時３０分～
３時３０分

■内顕微鏡による微生物観察、水質測定
の簡易実験、施設見学

■対小・中学生とその保護者
■定各２０組（先着順）
■申７月２２日捷～３１日昌午前９時～午後
５時（松掌を除く）に同センター（緯

〈２５〉１２９５）へ

内公園の催し堀
■場■問堀内公園（緯〈９９〉５９４７）
夏祭り
■時７月１３日松～１５日抄午前１０時～午後
３時

■内輪投げなどの模擬店（有料）
水の舞台を水遊び場に開放
■時７月２０日松～９月１日掌午前１０時～
午後４時（毎週捷、正午～午後１時
を除く）

■対小学生以下（未就学児は１８歳以上の
保護者同伴。おむつの子は、水遊び
パンツの上に水着着用で利用可）

紙飛行機を作って飛ばそう
■時７月２６日晶～２８日掌午前１０時～午後
４時

■内紙飛行機作り体験会
■講岡田照美氏

てる み

トロピカルフラワーショーを開催中
の花の大温室にて、交配種を中心に８０
鉢以上のハイビスカスを展示します。
あわせて即売会も開催します。
■時７月５日晶～１５日抄午前９時３０分～
午後４時３０分（９日昇を除く）

■場■問デンパーク（緯〈９２〉７１１１）

人人形を使った講人形を使った講習習

彩り豊かなハイビスカスをご覧くださ彩り豊かなハイビスカスをご覧くださいい

デンパーククラブハウスの体験教室

木工ペイント教室
■時７月１３日松～１５日抄午前１０時から
■内ネームプレートや木のおもちゃな
どにペイントします

■定各５０人（当日先着順）
■￥５００円から

手作りアイスクリーム教室
■時７月１３日松～１５日抄・２０日松・２１
日掌午前１０時３０分・１１時３０分、午
後１時・２時・３時

■定各１５人（当日先着順）
■￥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

手作りパン教室「デニッシュパンと
動物あんパン｣
■時７月１３日松～１５日抄・２０日松午後
１時・２時３０分

■定各１８人（当日先着順）
■￥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

ジェルキャンドル教室

■時７月２０日松・２１日掌午前１０時から
■内砂とガラス細工を入れ、オリジナ
ルキャンドルを作成

■定各５０人（当日先着順）
■￥１２００円から
カブトムシ・クワガタムシ飼育教室
■時７月２８日掌午前１１時、午後２時
■内昆虫の飼育方法を学びます。参加
者にカブトムシのペアを進呈

■定各２０人（先着順）
■￥１０００円
■申７月６日松午前９時３０分から直接
または電話で同クラブハウスへ
フォトマスターEXによる写真講座
■時８月９日晶・２３日晶午前１０時（全
２回）

■内テーマ獅絞りとピント位置の関係
■定２０人（先着順）
■￥２３００円
■講鶴田郁夫氏（フォトマスターEX）

いく お

■申７月５日晶午前９時３０分から直接
または電話で同クラブハウスへ

■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があり。詳細は問い合わせください

ペペイントして世界に一つの作品ペイントして世界に一つの作品をを

ジェルキャンドジェルキャンドルル

手作りアイ手作りアイスス
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ジオ体操実技講習会ラ育て支援センターの講座子

月の再生家具入札販売今
■時７月１４日掌午前９
時～正午

■場リサイクルプラザ
■問清掃事業所（緯〈７６〉
３０５３）、当日の問い
合わせ（緯０９０〈９８９
２〉２９３３）

休み親子エコ・クッキン
グ

夏

■時７月２５日昭午後１時３０分～４時
■場市教育センター
■内学校再生・クラス再生～特別支援教
育を土台にした効果的生徒指導～

■講品川裕香氏（教育ジャーナリスト・
ゆ か

元内閣教育再生会議委員）
■定２００人（先着順）
■申７月５日晶からの午前９時～午後５
時（松掌抄を除く）に、市教育センタ
ー（緯〈７５〉１０１０）へ

川親子流域フォーラム境
■時８月２５日掌午前９時～午後４時頃
■場庄内川（清須市）、三ツ又排水機場（刈
谷市） 集合・解散獅刈谷市役所

■内川でゴムボートに乗ったり、排水機
場の見学をしたりします

■対市内在住の小学４～６年生とその保
護者

■定２０組４０人（定員を超えた場合抽選）
■持濡れてもいい服（長袖長ズボン）・靴・
タオル・帽子・飲み物

■他集合場所へは、公共交通機関を利用
してください

■申７月２４日昌まで（必着）に郵便番号・
住所・電話番号・参加者の氏名・性
別・年齢（学年）を記入し、はがき・
ファクス・Ｅメールで市土木課（〒
４４６－８５０１住所記載不要／胃〈７６〉１１１
２／doboku@city.anjo.aichi.jp）へ
※件名を「境川親子流域フォーラム
参加希望」としてください。

■問県河川課（緯０５２〈９５４〉６５５５）、市土木
課（緯〈７１〉２２３８）

■場あんぱ～く
■他１人１講座まで
■申７月１６日昇からの午前９時～午後５
時（掌抄を除く）に、電話で市子育て
支援センター（緯〈７２〉２３１７）へ

親子遊び講習会
■時８月２３日晶午前１０時～１１時３０分
■内ベビーサイン
■講稲吉千恵氏

ち え

■対６カ月～１歳半の子と保護者
■定３５組（先着順）
子育て何でも相談広場
■時９月４日昌午前１０時～１１時３０分
■内入園を控えての子育て
■対乳幼児とその保護者
■定２０組（先着順）
育児講習会
■時９月２０日晶午前１０時～１１時３０分
■内子どもの足と靴
■講石原裕久氏

ひろひさ

■対乳幼児の保護者
■定３５人（先着順）
■他別室託児あり

■時７月１４日掌午前９時～正午
■場市体育館
■対市内在住・在勤・在学の人
■定１００人（先着順）
■講丸山洋生氏（県ラジオ体操連盟理事

ひろ お

長）
■持室内シューズ・運動のできる服装・
タオル・飲み物・筆記用具

■申７月７日掌午後５時までに申込書を
持参・郵送（必着）・ファクス・Ｅメ
ールで市体育館（〒４４６－００６１新田町
新定山４１－８／胃〈７７〉９２９３／緯〈７５〉
３５３５／my-sports-anjo@city.anjo.
lg.jp）へ

■時７月２５日昭午前１０時３０分～午後２時
■場文化センター
■内親子での料理体験、環境講座
■対市内在住の小学生とその保護者
■定１２組２４人（定員を超えた場合は抽選）
■持エプロン・筆記用具・ふきん・不要
な広告紙

■申７月１２日晶までの午前９時～午後５
時に住所・氏名・電話番号・学年を
環境首都推進課（緯〈７１〉２２０６）へ
※この事業は、安城市版エコポイン
ト制度対象活動です。

休み歴史ウオーク夏
■対小学５年生以上の人（小学生は保護
者同伴）

■定各５０人（先着順）
■申７月１４日掌午前９時から、希望コー
ス・氏名・年齢・電話番号を電話・
Ｅメールで文化財課（緯〈７７〉４４７７／
bunkazai@city.anjo.aichi.jp）へ
※件名を「新美南吉生誕百年記念事
業」としてください。

陰新美南吉の下宿先と彼が見た風景
■時７月２８日掌午前９時～午後３時
■場集合解散獅歴史博物館
■内新美南吉の下宿先（新田町／本紙４
ページ参照）をはじめ、南吉が見た
であろう、当時からの建物や建物跡
を見て回ります

■持弁当・帽子・水筒
隠本證寺
■時８月１１日掌午前９時～正午
■場集合・解散獅桜井小学校
■内城郭伽藍（城のような構造を持った

じょうかく が らん

寺）の本證寺について、普段は見ら
れない境内地の土塁や堀を案内

■持帽子・水筒

教育センター開所記念講
演会

市

パ講座パ
■時８月３１日松午前１０時～１１時３０分
■場あんぱ～く
■内パパと遊ぼう
■講小見山

こ み やま

恵美子氏
え み こ

■対乳幼児とその父親
■定３０組（先着順）
■申７月１２日晶からの午前９時～午後５
時（掌抄を除く）に、電話で市子育て
支援センター（緯〈７２〉２３１７）へ

山苑勉強会丈
■時７月２１日掌

午後２時～
４時

■内故郷・丈山
邸址で味わ
う丈山の詩

■講三島徹氏
とおる

■￥入苑料１００
円（中学生以下無料）

■場■問丈山苑（緯〈９２〉７７８０）

三三島三島氏氏

ラネタリウム生解説プ
■時■内さそりのお話し獅７月６日松・７
日掌・１３日松・１４日掌午後１時３０分・
３時 アスクレピオスは名医！獅１５
日抄・２０日松・２１日掌・２７日松・２８
日掌午後１時３０分・３時（２７日は午
後１時３０分のみ）

■場■問文化センター（緯〈７６〉１５１５）

再再生家再生家具具


