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■手づくり絵本教室
■時８月２２日昭午前９時３０分～正午
■対小学生以下（小学２年生以下は保
護者同伴）

■定３０人（先着順）
■￥５００円（当日持参）
■申７月３０日昇午前９時から直接同館へ
※電話申し込み不可。

■おはなしレストランのこわ～い！
おはなし会
■時８月２２日昭午後３時～４時
■対小学生以上

■図書館友の会「みんなのひろば」
■時■内８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 お楽しみ
映画会獅午後２時～３時

５日捷・１２日捷・１９日捷・２３日晶・
２６日捷

おはなし会
８月１日昭
午前１０時３０分

おはなしゆりかご（０
～２歳）

８月３日松
午後３時

おはなしレストラン
（小学生以上）

８月１０日松
午後２時

おはなしえがお（１歳
～小学校低学年）

８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）

８月１４日昌
午前１０時３０分

おはなしたまてばこ
（１～５歳）

８月１５日昭
午前１０時３０分

いないいないばあ（１
～５歳）

８月１６日晶
午前１０時３０分

このゆびと～まれ（０
～２歳）

８月１８日掌
午後２時

かみしばいの会（幼児
～小学校低学年）

８月２４日松
午前１１時

大人のための絵本朗読
会（一般）

８月２７日昇
午前１０時３０分

絵本好き集まれ！おす
すめ絵本紹介

８月２８日昌
午前１０時３０分

おはなしまあだ（１～
５歳）

８月２９日昭
午前１０時３０分

おはなしの森（１～５
歳）
※対象年齢は目安です。
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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。

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）

８月の休館日

催し・お知らせ

グリライフ支援センター
の農業体験

アーメイドパレスの催しマ
■￥施設利用料
■場■問マーメイドパレス（緯〈９２〉７３５１）

夏期利用時間延長
期間中は捷も営業します。

■時７月２０日松～９月１日掌 プール獅

午前１０時～午後８時 トレーニング
ルーム獅午前１０時～午後９時（いず
れも入場は３０分前まで）

１４周年オープン記念イベント
■時７月２４日昌

■内プール・トレーニングルーム利用者
へ記念品を進呈

■定各１００人（先着順）
かき氷早食い競争
■時７月２５日昭午後２時
■定未就学児、小学１～３年生、小学４
～６年生獅各２０人、一般（中学生以
上）獅１０人（いずれも先着順）

■他上位入賞者に景品あり
■申当日午後１時５０分に屋外プールサイ
ドへ

アロマで遊ぼう！
■時７月３０日昇午後２時～４時
■内香り付きのうちわやハーブを入れた
バスソルトを作成

■講近藤晃己氏（日本アロマ環境協会イ
てる み

ンストラクター）
■対４歳～小学６年生
■定２０人（先着順）
■￥２００円
■申当日午前１０時から直接または電話で
マーメイドパレスへ

七夕まつり記念「ちびっこデー」
■時８月２日晶～４日掌

■内未就学児のプール利用料が無料。幼
児プールでボール遊びができます

■他オムツ着用の子
は利用不可。必
ず保護者同伴で
お願いします。
（保護者１名に
つき２人まで）
土日限定「トレーニングルーム利用料
還元フェア」
■時８月３日松～９月１日掌の松掌

■内くじをひき、当たりが出たらマーメ
イドパレス無料券をプレゼント

■対トレーニングルーム利用者

ママーメイドパレマーメイドパレスス

■場アグリライフ支援センター
親子秋ジャガ植え付け・収穫体験
■時植え付け閣８月３１日松 収穫閣１１月
２４日掌いずれも午前９時３０分～１１時
（全２回）

■対市内在住の小学生以下の子とその保
護者

■定２０組（先着順）
■￥１０００円
■申７月２４日昌～３１日昌午前９時～午後
５時（捷を除く）に同センター（緯〈９２〉
６２００）へ

プランター野菜植え付け体験
■時９月１４日松午前９時３０分～１１時
■内ブロッコリー、レタスなどの苗をプ
ランターへ植え、自宅で管理・収穫

■対市内在住の人
■定２０人（先着順）
■￥１５００円（ただし、３０ℓ程度のプラン
ター（約３５㎝×６０㎝×２５㎝）を持参す
る人は８００円）

■申７月２５日昭～８月２日晶午前９時～
午後５時（捷を除く）に同センター
（緯〈９２〉６２００）へ

たたくさん収穫できるかたくさん収穫できるかなな

月の土器づくり教室８
■時１日昭～３日松・６日昇～９日晶・
２０日昇～２４日松・２７日昇～３０日晶い
ずれも午後１時～４時（受け付けは
午後２時まで）

■対小学生以上（小学２年生以下は保護
者同伴）

■他土器の焼き上がりについては埋蔵文
化財センター・市公式ウェブサイト
で確認してください

■場■問埋蔵文化財センター（緯〈７７〉４４９０）

土土器づくりを体験しよ土器づくりを体験しようう

ボールで遊ぼボールで遊ぼうう
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■時７月２０日松・２７日松、８月３日松い
ずれも午前１０時～１１時３０分

■場安祥閣
■講富田智子氏（中部きもの研究会、お

とも こ

おぎ和装学院）
■対浴衣を着てみたい・着付けを忘れて
しまった人や日本文化を体験したい
外国人（いずれも女性）

■￥ 1回５００円
■申昇～掌午前９時～午後９時に住所・
氏名・電話番号・参加人数を電話で
安祥閣（緯〈７４〉３３３３）へ

■場■問歴史博物館（緯〈７７〉６６５５）
南吉童話の紙ジオラマ（立版古／たて
ばんこ）をつくろう
■時７月２８日掌、８月１１日掌・２５日掌、
９月１日掌いずれも午前１０時～正午

■内「二匹のかえる」、「花のき村と盗人た
ち」の紙ジオラマを作成

■対４歳～小学生
■定各２０人（先着順）
■￥２００円
■申各７日前までに電話で同館（緯〈７７〉
６６５５）へ
入門講座「安城の歴史」
■時７月２７日松午後２時～３時３０分
■内南吉の時代の安城
映画会「太平洋戦争シリーズ①」
■時７月２８日掌午前１０時、午後２時
■内満州事変～関東軍独走す～、三国同
盟締結～松岡洋右の誤算～

よう すけ

南吉講座②「教え子が語る新美先生」
■時８月３日松午後２時～３時３０分
■講新美南吉の教え子

歴歴史博物歴史博物館館

吉サルビーになっちゃお
う！

南

月の移動児童館８
■対■時■場乳幼児 ▼６日昇獅南部公民館、
７日昌獅東部公民館、９日晶獅高棚
町公民館いずれも午前１０時～１１時
乳幼児・小学生夏のイベント ▼２１日
昌獅東部公民館、２７日昇獅南部公民
館、３０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８月４日掌午前１０時～正午
■場青少年の家
■内帽子としっぽを工作、南吉の童話の
お話、レクリエーション

■講ユースカレッジ第６１期生
■対市内在住の小学４年生以下（未就学
児は保護者同伴）

■定２０人（先着順）
■￥３００円
■申７月２０日松～８月３日松午前９時～
午後５時（捷を除く）に、青少年の家
（緯〈７６〉３４３２）へ

定員対象とき講座名

２０組幼児とその
親（２人１組）

９月２２日掌・２９日掌、１０月２０日掌・２７日掌午後１時～
１時５０分（全４回）親子水泳

２０人幼児（４歳以
上）

９月４日昌～１１月１３日昌の毎週昌午後４時～４時５０分
（１０月２日・９日・１６日を除く。全８回）

幼児スイミ
ング

各
３０人

小学１～３
年生

９月２２日掌～１１月２４日掌の毎週掌午後２時～２時５０分
（１０月６日・１３日を除く。全８回）掌児童ス

イミン
グ ９月６日晶～１１月１５日晶の毎週晶午後４時～４時５０分

（１０月４日・１１日・１８日を除く。全８回）晶

１８歳以上の
女性

９月３日昇～来年１月２１日昇の毎週昇午後１時～１時
５０分（９月１７日・２４日、１０月１日・８日・１５日、１１月５
日、１２月２４日・３１日、来年１月１４日を除く。全１２回）

昇ゆった
りスイ
ム ９月５日昭～１１月１４日昭の毎週昭午後１時～１時５０分

（１０月３日・１０日・１７日を除く。全８回）昭

各
４０人

９月３日昇～来年１月２１日昇の毎週昇午前１１時～１１時
５０分（９月１７日・２４日、１０月１日・８日・１５日、１１月５
日、１２月２４日・３１日、来年１月１４日を除く。全１２回）

昇
アクア
ビクス

９月６日晶～１１月１５日晶の毎週晶午後１時～１時５０分
（１０月４日・１１日・１８日を除く。全８回）晶

■内■時■対■定下表のとおり
※定員を超えた場合は抽選。定員に満たない講座は追加募集あり。

■￥親子水泳施２３００円、全８回講座施４３００円、全１２回講座施６４００円（すべて保険料
含む）

■申７月２２日捷～８月５日捷午前１０時～午後７時３０分に、直接マーメイドパレスへ
※電話申し込み不可。

■場■問マーメイドパレス（緯〈９２〉７３５１）

ーメイドパレスの水泳教室マ

本デンマークわくわく体
験

日

ここのぶどうにしようかなこのぶどうにしようかな？？

■時８月２６日捷午前９時３０分～午後３時
３０分

■場集合・解散閣市役所西会館駐車場
■内ぶどう狩り、チンゲン菜の植え付け・
収穫体験など

■対市内在住の小学生（小学１～３年生
は保護者同伴）

■定４５人（先着順）
■￥１０００円（昼食代を含む）
■持帽子・水筒・タオル・レジャーシー
ト・筆記用具・雨具

■申８月２日晶午前９時～正午に、直接
文化センター内生涯学習ボランティ
アセンター「生涯学習まちづくり企
画人（耕し人）」へ
※電話申し込み不可。

■問生涯学習まちづくり企画人（耕し人）
たがや

（☎〈７６〉１６３０）、農務課（緯〈７１〉２２３３）

一緒に南吉サルビーになって遊ぼ一緒に南吉サルビーになって遊ぼうう

史博物館の催し歴

でも簡単！浴衣着付講座誰
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■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
手作りアイスクリーム教室
■時７月２０日松～９月１日掌午前１０時３０
分・１１時３０分、午後１時・２時（松

掌抄は午後３時もあり）
■定各１５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

トールペイント教室
■時７月２７日松・２８日掌午前１０時から
■内鉢人形にペイント
■講安永愛子氏（Malberry主宰）

あい こ

■定各５０人（当日先着順）
■￥７００円から
３Ｄ立体カードクラフト教室
■時８月３日松・４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
手作りパン教室「かぶとむしパン＆ミ
ニソーセージロールパン」

■時８月３日松・１０日松午後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

■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。

芽広報あんじょう 2013.7.15

ンパーククラブハウスの
夏休み自由研究体験教室

デ

■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

■申７月２０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
ソーラークッカーを作ろう
■時８月２日晶午前１０時～正午
■内手作りソーラークッカーで、温泉た
まごを作ります。調理をしながら、
温度の上がり方なども調べます

■定２０人（先着順）
■￥１０００円

牛乳パックで箱型カメラを作ろう
■時８月９日晶午前１０時～正午
■内箱型カメラを作り、実際に青焼き用
の紙（コピーアート紙）を使い撮影

■定２０人（先着順）
■￥１０００円
新感覚！カブトムシ標本作り
■時８月２２日昭午前１０時・１１時、午後１
時・２時

■内透明なガラス瓶にジェルを入れて標
本を作成。全方位からカブトムシを
観察できます

■定各５人（先着順）
■￥１０００円

デデンパーククラブハウデンパーククラブハウスス

ンパーククラブハウスの
体験教室

デ

子家庭就業支援講習会母
■時９月から（パソコン講習は１０月から）
■内■場パソコン初級獅岡崎市 同中級獅

名古屋市・豊橋市 経理事務獅名古
屋市 介護職員初任者研修獅名古屋
市・知立市

■対県内の母子家庭の母・寡婦で、全日
程に出席できる人

■定経理事務獅４０人、その他獅各２０人
（いずれも定員を超えた場合は抽選）

■￥教材費
■申８月１日昭～２２日昭午前８時３０分～
午後５時１５分（松掌を除く）に子育て
支援課（緯〈７１〉２２２９）へ

内公園の催し堀
■場■問堀内公園（緯〈９９〉５９４７）
夏休み特別営業
７月２０日松～９月１日掌の晶松掌は
午後６時まで営業します。（昇～晶の正
午～午後１時および捷は遊具を運休）
汽車撮影会

■時７月２３日昇・２５日昭午前１１時、午後
３時（１０分前に汽車乗り場で受け付け）

■内汽車の運転席で撮影会
■対未就学児
■定各１０組（先着順）
■他カメラは各自で用意してください。
撮影会時は、汽車の運行を一時中止
じゃんけん大会
■時７月２４日昌午後３時・４時
■内スタッフとじゃんけん。勝った人に
遊具利用券を進呈

■対小学生以下
■定各５０人
作ってみよう！手作り万華鏡
■時７月２７日松午前１０時～午後３時（雨
天時は２８日掌に順延）

■定５０人（当日先着順）
七夕まつり開催記念「こども無料開放」
■時８月２日晶～４日掌

■内汽車利用料が無料
■対小学生以下
■他未就学児は１８歳以上の保護者同伴。
８月２日晶は各遊具利用者先着１０人
に、安城七夕まつりのうちわを進呈
箸の日「手作りＭＹ（マイ）箸作り」
■時８月４日掌午前１１時、午後１時・３
時

■定各１０人（当日先着順）
■他各回１０分前より事務所前で整理券配
布
夏休みは電車に乗って遊びにいこう！
■時７月２０日松～９月1日掌（捷を除く）
■内名鉄堀内公園駅を利用し、帰りの切
符（定期券は除く）を持参した人に、
２００円分の遊具利用券を進呈

山苑ウッドビーズづくり丈
■時８月１日昭～３１日松午前９時～午後
５時（入苑は午後４時３０分まで）

■￥入苑料１００円（中学
生以下は無料）

■場■問丈山苑（緯〈９２〉
７７８０） ウウッドビーウッドビーズズ

ソーラークッカソーラークッカーー

汽車と一緒に写真を撮ろ汽車と一緒に写真を撮ろうう

かかぶとむしパかぶとむしパンン

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
広報あんじょう 2013.7.15蛾

規模小売店舗立地法に係
る届出書の縦覧

大

祉への善意・寄付
ありがとうございます

福

けていますか？住宅用火
災警報器

つ

美南吉ノートを販売新

期教育相談早

■時１０月７日捷までの午前８時３０分～午
後５時１５分（松掌抄を除く）

■内大規模小売店舗を設置する者の名称
および代表者の変更など 店舗名称
閣ピアゴ福釜店（福釜町）、ユーホー
ム安城店（同）、ピアゴラフーズコア
三河安城店（三河安城南町）

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

■時８月５日捷午前１０時～午後３時
■場県西三河総合庁舎（岡崎市）
■内障害があると思われる子の就学相談
■対小学校入学前の子の保護者
■申７月２９日捷までの午前８時３０分～午
後５時１５分（松掌抄を除く）に学校教
育課（緯〈７１〉２２５４）へ

住宅用火災警報器は全ての住宅に設
置が義務づけられています。
取り付け後は、いざというとき故障
や電池切れがないよう、定期的に作動
確認（垂れているひもを引くかボタン
を押す）をしましょう。
まだ付けていない
家庭は、１日も早く
設置しましょう。
■問衣浦東部広域連合
消防局予防課（緯

〈６３〉０１３６）

５月分／受け付け順／敬称略
市社会福祉協議会、善意銀行
㈱カイズグループ、西部福祉センター
利用者、鹿乗福祉委員会、江坂多加夫、
ふれあいダンス、ほほえみダンス、東
端の老人、城南町福祉委員会、鶴田真
巳、ＪＡあいち経済連店舗情報センタ
ー、作野トータル、日本モウルド工業
㈱、さわやかダンス、匿名

安城で青春を過ごした教師新美南吉
の姿を明らかにした、南吉研究の先駆
けとなる論文集。昭和４０年代に図書館
だよりへ寄稿されたものなどを復刻。
■場販売場所獅中央図書館・歴史博物館・
市政情報コー
ナー・ギャラ
リー＆カフェ
南吉館・日新
堂書店・竹内
書店・オカダ
ヤ書店・花の
き村

■￥８００円
■問中央図書館（緯〈７６〉６１１１）

新新美南吉ノー新美南吉ノートト

の安全なまちづくり市民
運動

夏

夏は開放的な気分になりがちですが、
周りには危険が潜んでいることを忘れ
てはいけません。旅行などで家を留守
にすることも多くなります。戸締まり
や貴重品の管理などを習慣化し、空き
巣被害に遭わないようにしましょう。
犯罪に巻き込まれないように注意しま
しょう。
■時運動期間獅８月１日昭～１０日松

■問市民安全課（緯〈７１〉２２１９）

民健康保険の高齢受給者
証を送付

国

高齢受給者証は、医療機関で診療を
受ける場合の医療費の自己負担割合
（１割または３割）を示すものです。
現在の高齢受給者証（白色）の有効期

限は７月３１日昌です。７月下旬に新し
い高齢受給者証（薄だいだい色）を世帯
主あてに送付します。
８月１日昭以降、医療機関で診療を
受ける場合は、保険証とともに新しい
高齢受給者証を提示してください。
■対７０歳以上の国民健康保険加入者
■他７０歳の誕生日の翌月１日（１日生ま
れの人は誕生月）から対象となりま
す。新たに対象となる人へは、該当
月の前月下旬に送付します

■問国保年金課（緯〈７１〉２２３０）

火火災警報火災警報機機

防団消防操法競練会の結
果

消

６月２日に開催した消防団消防操法
競練会の結果は以下のとおりです。
■内小型ポンプの部諮優勝獅里分団
準優勝獅池浦分団
３位獅篠目分団
４位獅福釜分団
５位獅二本木分団
６位獅西尾分団
７位獅箕輪分団
８位獅高棚分団
ポンプ車の部諮

優勝獅小川分団
準優勝獅桜井北部分団

■問防災危機管理課（緯〈７１〉２２２０）

競競練会の様競練会の様子子

掛金の一部を国が助成し、掛金は全
額非課税、手数料不要。外部積立型な
ので管理が簡単です。パートタイマー
も加入できます。
■問中小企業退職金共済事業本部（緯０３
〈６９０７〉１２３４）、市商工課（緯〈７１〉２２３５）

小企業退職金共済制度中

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～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８
月７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）

下水道接続促進員が、早期接続のお
願いとアンケートを実施します。促進
員は名札を着用し、身分証明書を携帯
していますので、不審に思う場合は提
示を求めてください。
■時７月中旬～１０月下旬
■対下水道使用可能区域で未接続の家庭・
事業所など

■問下水道管理課（緯〈７１〉２２５８）

水道の接続促進活動下

衛官採用試験説明会自
■時７月２６日晶・３０日昇、８月２７日昇午
後１時～２時３０分

■場刈谷市総合文化センター
■内自衛隊の概要、採用試験内容、防衛
大学・防衛医科大学入学試験につい
て

■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）


