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画広報あんじょう 2013.8.1

■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。

険物取扱者試験危

血にご協力を献

■内甲種施９月１２日昭・１３日晶午前９時
４５分～午後４時（全２回） 乙種施９
月１２日昭午前９時４５分～午後４時３０分
■場碧南市文化会館
■定１２０人（先着順）
■￥３５００円
■申８月１９日捷～２３日晶午前８時３０分～
午後５時に、申込書と証明写真（縦
４尺×横３尺）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。

■時■場１０月６日掌施愛知大学（豊橋市）、
１０月１３日掌施名城大学（名古屋市）
■内甲種、乙種全類、丙種
■申電子申請施８月１６日晶～２５日掌に（一
財）消防試験研究センターウェブサイ
トから 書面申請施８月１９日捷～２８
日昌に、願書を郵送か持参で（一財）
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
※願書は、８月５日捷から安城消防
署で配布。
■問安城消防署予防係（緯〈７５〉２４５８）

険物取扱者保安講習会危
■時■場表のとおり

■￥４７００円
■申８月３０日晶までに、申請書などを持
参か郵送で（一社）愛知県危険物安全
協会連合会（〒４６１－００１１名古屋市東
区白壁１－５０）へ
※同連合会ウェブサイトから電子申
請もできます。申請書などは、各消
防署、各県民生活プラザで配布。

■問（一社）愛知県危険物安全協会連合会
（緯０５２〈９６１〉６６２３）、衣浦東部広域連
合消防局予防課（緯〈６３〉０１３７）

講習種別会場講習日 一般特定給油
午前午後①９月２７日晶

午後②１０月１日昇

午前午後２日昌

午後午前韻４日晶

午後午前吋１７日昭

午前午後

⑤

２２日昇

午前
午後２３日昌

午後午前２４日昭

午前午後２５日晶

①ライフポートとよはし ②アイプラ
ザ半田 ③豊田市民文化会館 ④幸田
町民会館 ⑤ウィルあいち
給油獅給油取扱所 特定獅特定事業所

■時８月１３日昇午前９時４５分～午後３時
３０分
■場今村公園（東栄町）
■他刈谷市・岡崎市の献血ルームでも献
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）

ンパーク「サマーフェス
ティバル」ナイター営業

デ

８月９日晶～２５日掌の毎週晶松掌は、
午後９時まで開園します。
■内浴衣で来園した人は入
園無料（甚平は不可）
■定各１００人（先着順）
■他サマーフェスティバル
の催しについては本紙
７月１５号８ページをご覧ください
■場■問デンパーク（緯〈９２〉７１１１）

ンパーク入園パスポート
付き「花の講座」

デ

■場デンパーク
■定各２０人（先着順）
■申８月５日捷午前９時３０分から、デン
パーククラブハウス（緯〈９２〉７１１２）へ
押し花講座
■時９月５日昭・１９日昭、１０月３日昭・
１７日昭、１１月７日昭・２１日昭午前１０
時（全６回）
■内押し花を使った額物作りなど
■講長谷川はる子氏
■￥６０００円（別途材料費６０００円）
フラワーアレンジメント講座
■時９月５日昭・１９日昭、１０月３日昭・
１７日昭、１１月７日昭・２１日昭午後１
時３０分（全６回）
■講山口秋子氏

あき こ

■￥６０００円（別途各回材料費２０００円）

浴浴衣で浴衣で来来園園をを

夏休み木工体験教室
■時８月１０日松～１５日昭午前１０時～午
後３時

■￥５００円から
フォトスポット撮影ツアー「ライト
アップの宵」
■時８月１１日掌午後４時３０分
■講鶴田郁夫氏

いく お

■定２０人（先着順）
■￥１３００円
■申当日午前９時３０分から同クラブハ
ウスへ

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１０日松～１８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
ジェルキャンドル教室
■時８月１３日昇～１５日昭午前１０時から
■定各５０人（当日先着順）
■￥１２００円から
シルバーアクセサリー教室
■時８月１７日松・１８
日掌午前１０時か
ら
■講近藤祐子氏

ゆう こ

■定各５０人（当日先着順）
■￥１５００円から

手作りアイスクリーム教室
■時９月１日掌までの毎日午前１０時３０
分・１１時３０分、午後１時・２時
（松掌は午後３時もあり）
■定各１５人（先着順）
■￥５００円
■申当日午前９時３０分から同クラブハ
ウスへ
テーブルフォトふわふわ写真講座
■時９月１１日昌・２５日昌午前１０時（全
２回）
■講岡本由樹子氏

ゆ き こ

■定２０人（先着順）
■￥２３００円
■申８月５日捷午前９時３０分から同ク
ラブハウスへ
寄せ植え講座「多肉植物の寄せ植え」
■時９月１３日晶午前１０時
■講野正美保子氏

の まさ み ほ こ

■定２０人（先着順）
■￥３５００円
■申８月５日捷～３０日晶午前９時３０分
～午後４時３０分に同クラブハウスへ
フォトマスターＥＸによる写真講座
「絞りと表現方法」
■時９月１３日晶・２７日晶午前１０時（全
２回）
■講鶴田郁夫氏
■定２０人（先着順）
■￥２３００円
■申８月５日捷午前９時３０分から同ク
ラブハウスへ

■問同クラブハウス（緯〈９２〉７１１２）
■場入園料別途。日程変更の場合あり。（８月６日昇・２０日昇・２７日昇は休園日）

かかぶとむしパかぶとむしパンン

シルバー作シルバー作品品

種防火管理新規講習・乙
種防火管理講習
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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
広報あんじょう 2013.8.1臥

生家具入札販売再

山苑秋月コンサート丈

本語教室日

■時９月２１日松午後６時～７時３０分
■場丈山苑
■内二胡と電子ピアノの演奏 出演施崔

さい

学東（二胡）、ジャーニン（電子ピアノ）
がく とう

※呈茶あり。
■定２５０人（先着順、
雨天時は１３０
人）

■￥１０００円（中学
生以下９００円）

■申８月６日昇か
らの午前９時
～午後５時
（捷を除く）に
丈山苑（緯〈９２〉７７８０）へ

■時８月２４日松午前１０時～１１時３０分
■場環境学習センターエコきち
■講古居敬子氏（環境アドバイザー、ネ

けい こ

イチャーゲームＣＯＲＮリーダー）
■定３０人（定員を超えた場合は抽選）
■持水筒・帽子
■申８月１６日晶まで（捷を除く）の午前９
時～午後９時に、住所・氏名・年齢・
電話番号・参加人数を電話で同セン
ター（緯〈７６〉７１４８）へ

■時■内９月２２日掌～１２月１日掌の毎週掌

（１０月１３日掌を除く、全１０回） クラ
ス１（基本的な文法、会話）獅午前９
時～１１時 クラス２（場面設定をし
た会話練習、文法学習）獅午前９時
～１０時２０分 クラス３（日常生活に
即した会話練習）獅午前１０時３０分～
１１時５０分
■場市民会館
■対市内在住・在勤の１６歳以上で、日本
語の会話が初心者の外国人

■定クラス１獅３０人 クラス２・３獅各
１５人
※いずれも先着順。

■￥各１０００円
■他９月１５日掌に、クラス分けのための
簡単な面接をします

■申８月５日捷～９月１２日昭午前８時３０
分～午後５時１５分（松掌を除く）に市
民協働課（緯〈７１〉２２１８）へ
※団体による申し込みは不可。

■時８月１１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）

楽どーこー会邦

■場■問歴史博物館（緯〈７７〉６６５５）
歴博小劇場
■時８月１１日掌午後２時～３時３０分
■内継承～日本の心を語る「琵琶」～ 出
演獅北川鶴

かく

昇
しょう

入門講座「安城の歴史」
■時８月２４日松午後２時～３時３０分
■内安城にあった飛行場とその任務

■場■問中央図書館（緯〈７６〉６１１１）
飯野和好（いいのかずよし）氏講演会
■時９月８日掌午前１０時～１１時
■内おっと、痛快！絵本の読み語りの旅
でぃ！安城の宿パート２
■定１５０人（要整理券）
■他整理券を８月１０日松午前９時から同
館にて配布
アートでお出迎え、中央図書館！
■時８月２１日昌～９月４日昌（８月２３日
晶・２６日捷、９月２日捷を除く）
■内愛知県出身作家などの美術作品を展
示

■時８月４日掌午前１０時、午後０時３０分・
２時３０分

■場安祥閣
■内箏・三弦・尺八の演奏

こと さん げん

■問安祥閣（緯〈７４〉３３３３）

央図書館での催し中

史博物館の催し歴

いちシェイクアウト訓練あ
大規模地震を想定し、時報などを合
図にその場で自ら「姿勢を低く・頭を
守り・じっとする」の基本行動を訓練
します。
■時９月１日掌正午から約１分間（独自
に設定した日時での実施も可）
■場県内全域（自宅など）
■申９月１日掌正午までに自宅などの郵
便番号・氏名または企業名・参加人
数をファクスかウェブサイトから県
防災局災害対策課（胃０５２〈９５４〉６９１１
／ｈｔｔｐ://aichi０９０１.jp）へ

■問県防災局災害対策課（緯０５２〈９５４〉６１４
９）、市防災危機管理課（緯〈７１〉２２２０）

崔崔学崔学東東

日本語を初歩から学ぼ日本語を初歩から学ぼうう

どれも新品同どれも新品同様様

祥公民館人形劇安
■時８月３１日松午前１０時３０分、午後１時
３０分
■内演目獅「ごんぎつね」「いろいろある
からイインダヨ概」
■定各１５０人（要整理券）
■他整理券を８月１０日松午前９時から安
祥公民館にて配布。１人３枚まで
■場■問安祥公民館（緯〈７７〉５０７０）

自自然と親しんでみません自然と親しんでみませんかか

■時８月１１日掌午前９時３０分～午後０時
３０分
■場市民交流センター
■内昨年度に交流事業を実施した団体の
活動報告

■問市民協働課（緯〈７１〉２２１８）

日本大震災復興支援交流
事業の報告会

東

■時■内星に願いを…チャンスは☆今で
しょ獅８月３日松・４日掌・１０日松・
１１日掌・２４日松午後１時３０分・３時
（２４日は午後１時３０分のみ） 白鳥座
のもうひとつの物語獅８月１７日松・
１８日掌・２５日掌・３１日松午後１時３０
分・３時
■場■問文化センター（緯〈７６〉１５１５）

ラネタリウム生解説プ

葉公園で自然の仲間探し
～ネイチャーゲーム

秋
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芽

ーメイドパレスの催しマ

ルビアまつりサ

広報あんじょう 2013.8.1

ポーツセンターの教室ス

■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。

おぞら歴史教室「新美南
吉の足跡を訪ねるⅢ」

あ

内公園の催し堀
■場■問マーメイドパレス（緯〈９２〉７３５１）
早得お楽しみイベント
■時８月５日捷～９日晶午前９時３０分か
ら
■内プール利用後にお菓子をつかみ取り
■対当日プールを利用する、オムツが外
れた子～小学生
■定各５０人（先着順）
■￥施設使用料
■申当日午前９時３０分から参加券を配布
夕方チャンス！お楽しみイベント
■時８月７日昌・２１日昌・２８日昌午後６
時

■内造波プールに浮かべたカプセルのク
ジをひき、当たりが出たらお菓子の
詰め合わせを進呈
■対当日プールを利用する、オムツが外
れた子～小学生
■定各５０人（当日先着順）
■￥施設使用料
アロマで遊ぼう！
■時８月２０日昇午後２時～４時
■内香りのするうちわ、ハーブを入れた
バスソルトの作成
■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（当日先着順）
■￥２００円
フットセラピー体験会
■時８月２８日昌午前１０時３０分～１１時３０分
■対１８歳以上の人
■定１５人（先着順）
■￥５００円
■持運動のできる服装、バスタオル・
フェイスタオル各２枚
■申８月５日捷午前１０時からマーメイド
パレスへ

■時８月１７日松午前１０時～正午
■内和太鼓演奏、コーナー遊び、魚つり、
ふうせんつり、バザーなど
■他駐車場は丈山小学校校庭を利用して
ください。送迎バスあり
■場■問サルビア学園（緯〈９２〉２６６１）

■場■問市スポーツセンター（緯〈７５〉３５４５）
秋季アクアビクス＆トレーニング体験
会
■時８月２９日昭、９月５日昭・１９日昭・
２６日昭午後１時～２時（全４回）
■内アクアビクスをしながらアクアミッ
トなどを使用したトレーニング
■対１８歳以上の人
■定２０人（先着順）
■￥施設使用料
■持水着・水泳帽子
■申８月６日昇～２８日昌午前９時～午後
８時（捷を除く）に同センターへ
生活習慣病予防教室
■時９月７日松・１４日松・２１日松・２８日
松午前１０時３０分～１１時３０分（全４回）

■内生活習慣病予防に効果的な運動
■対１８歳以上の人
■定１５人（先着順）
■持運動のできる服装・タオル・室内シ
ューズ・飲み物（ペットボトル）
■￥施設使用料
■申８月６日昇～９月６日晶午前９時～
午後８時（捷を除く）に同センターへ

■時９月１４日松午前９時～午後４時３０分
■場市内獅新美南吉の下宿先・桜町小学
校（安城高等女学校跡地）文学碑・Ｊ
Ｒ安城駅周辺 半田市獅新美南吉記
念館・南吉の生家・常夜灯・岩滑八

や なべ はち

幡社
まん しゃ

■対市内在住・在勤・在学の人
■定２０人（定員を超えた場合は抽選）
■￥大人１６００円、小・中学生１３９０円（昼
食代・入館料を含む）
■持筆記用具・傘・水筒・帽子
■申８月１８日掌まで（必着）に、住所・氏
名・年齢・電話番号を郵送・ファク
ス・Ｅメールで歴史博物館「第１回
あおぞら歴史教室」係（〒４４６－００２６
安城町城堀３０／胃〈７７〉６６００／bunk
azai@city.anjo.aich.jp）へ
※1通で２人まで申し込み可。

■問文化財課（緯〈７７〉４４７７）

南南吉の下宿先などを訪ねま南吉の下宿先などを訪ねますす

イベント盛りだくさイベント盛りだくさんん

■場■問堀内公園（緯〈９９〉５９４７）
南吉スタンプラリー
■時８月６日昇～３１日松午前９時３０分～
午後４時（捷を除く）
■内クイズ形式の
スタンプラリ
ー。スタンプ
を集めた人に
参加賞を進呈
■対小学生以下
■他１日につき、
台紙１人１枚
夏休みちびっ子企画「火曜日は、じゃ
んけん大会の日」
■時８月６日昇・１３日昇・２０日昇・２７日
昇午後３時・４時
■内スタッフとじゃんけんをして、勝っ
たら有料遊具利用券を進呈
■対小学生以下
■定各５０人（当日先着順）
水遊び企画「うち水大作戦」
■時８月７日昌・１４日昌・２１日昌・２８日
昌午後３時～４時
■内バケツ・ジョウロ・水鉄砲でうち水
■対小学生以下
■持濡れてもよい服装・着替え・タオル
夏休みちびっ子企画「汽車撮影会」
■時８月８日昭・１５日昭・２２日昭・２９日
昭午前１１時、午後３時
■内汽車の運転席で
撮影
■対未就学児
■定各１０人（先着順）
■持撮影用カメラ
■他撮影会中は、汽
車を止めます
■申開始１０分前に汽車前へ
お盆企画「回数券限定販売」
■時８月９日晶～１８日掌（１２日捷を除く）
■内１０００円分の回数券を購入すると、有
料遊具利用券を２枚進呈

作ってみよう！「傘袋グライダー」
■時８月１７日松午前１０時～午後３時（雨
天時は１８日掌に順延）
■内グライダーを傘袋で作成
■定５０人（当日先着順）
夏休み子供講座「親子ＤＥオリジナル
マグネット作り」
■時８月２５日掌午前１０時～正午
■内デコクレイ粘土でオリジナルマグネ
ットを作成
■講飯田恵美氏（デコクレイアカデミー

え み

講師）
■対小学生以下（未就学児は保護者同伴）
■定５０人（当日先着順）

汽汽車と撮ろ汽車と撮ろうう

南吉スタンプラリ南吉スタンプラリーー
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会を明るくする運動の標語・
作文の入賞作品が決定

社

爆死没者の慰霊・恒久平
和を願い黙とうを

原

■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

民ギャラリーで美術作品
展示

市

日本大震災義援金
ありがとうございます

東

標語は３５８２人、作文は２０８人の応募
の中から入賞者を次のとおり決定しま
した。（敬称略）
■内標語諮最優秀賞獅「ことわった あ
なたの勇気が かっこいい」松田夏

なつ

歩（安城北中学校３年） 優秀賞獅谷
ほ

口稜（同１年）、大橋怜司（明和小学
りょう れい じ

校４年） 入選獅松﨑恵也（桜井小学
けい や

校６年）、内藤礼雄（安城北中学校１
れ お

年）、神谷真由（篠目中学校２年）、野
ま ゆ

本知里（梨の里小学校１年）、平松公
ち さと こう

晴（安城南部小学校３年） 作文諮
せい

最優秀賞獅三石真鳳（篠目中学校２
みつ いし ま ほ

年） 優秀賞獅早川真由（安城西中学
ま ゆ

校３年） 入選獅長畑
なが はた

京
きょう

花（同３年）、
か

豊田凌
りょう

大（二本木小学校４年）
た

表彰式・講演会
■時８月７日昌午前９時３０分
■場教育センター
■講西村典子氏（刈谷児童相談センター）

のり こ

■問社会福祉課（緯〈７１〉２２２３）

６月３０日までに市社会福祉協議会へ
寄せられた義援金は９８１７万５９３５円です。
■問市社会福祉協議会総務課（緯〈７７〉２９４
１）
６月１日～３０日受け付け分／敬称略
杉浦広志、三協商事㈱安城（営）従業

員一同、幡本秀人、安城高校普通科４３
年度卒同窓会、募金箱への多数の寄付者

原爆死没者の慰霊と恒久平和を願い、
家庭・地域などで、原爆が投下された
時間に１分間の黙とうをお願いします。
■時原爆投下日時諮広島施８月６日昇午
前８時１５分 長崎施８月９日晶午前
１１時２分
■問人事課（緯〈７１〉２２０３）

■時■問市民ギャラリー（緯〈７７〉６８５３）
武田州左（くにさ）「ＧＲＯＢＥ光・３０７」
（日本画）
■時１１月３０日松～１２月２３日抄（休館日を
除く）
宮いつき「双子座」（日本画）
■時８月２９日昭～
９月１８日昌、
１０月１０日昭～
３０日昌、１１月
２１日昭～１２月
１１日昌、来年
１月７日昇～
２６日掌、２月
１８日昇～３月
９日掌（休館日を除く）

宅重度障害者手当などの
所得状況届の提出を

在

下記の手当てを受給している人へ、
８月９日晶付けで関係書類を送付しま
す。９月１０日昇までに提出してくださ
い。提出が遅れると、手当の支払いが
できなくなります。
■時提出期間獅８月１２日捷～９月１０日昇

午前８時３０分～午後５時１５分（松掌

を除く）
■対在宅重度障害者手当、特別児童扶養
手当、障害児福祉手当、特別障害者
手当、経過的福祉手当の受給者

■問障害福祉課（緯〈７１〉２２２５）

ＪＪＲ安城駅前デッＪＲ安城駅前デッキキ

Ｒ安城駅前デッキの改修
工事をします

Ｊ

耐震補強およびタイル舗装の改修工
事をします。工事中は駅前デッキ上部・
階段・車道のロータリーの通行規制、
駅前デッキ下の駐車場の利用制限をし
ます。ご理解ご協力をお願いします。
■時８月末～来年３月末（予定）
■問維持管理課（緯〈７１〉２２３７）

浦東部保健所の教室衣
■場■問衣浦東部保健所（刈谷市／（緯〈２１〉
４７７８）
膠原（こうげん）系難病患者・家族教室
■時８月２６日捷午後２時～４時
■内講話、医療相談、交流会
■講吉田秀雄氏（安城更生病院医師）

ひで お

■対膠原系難病患者とその家族
■定３０人（先着順）
■申８月５日捷～２３日晶に同所へ
ひきこもり家族教室
■時９月５日昭午後２時～４時
■内講話「まちかどサポートセンターの
ひきこもり支援から見えてきたこと
～当事者や相談会参加者の思い～」
■講山田武司氏（ＮＰＯ法人まちかどサ

たけ し

ポートセンター理事）
■対ひきこもり状態にある人の家族
■申９月４日昌までに同所へ
うつ病家族教室
■時９月１２日昭午後２時～３時３０分
■内講話「うつ病の理解」
■講豊田かおり氏（西中町クリニック院
長）
■定３０人（先着順）
■申８月５日捷～９月１１日昌に同所へ

葉いこいの広場のインタ
ーネット予約を開始

秋

■時１０月３日昭午後５時から
■内対象施設獅秋葉いこいの広場のテニ
スコート・大会議室・小会議室（１０
月３日昭午後５時以降、電話での予
約は原則受け付けできません）
■他テニスコートは、毎月１日（休館日
の場合は翌日）の午後６時から、秋
葉いこいの広場で、翌々月分の抽選
をします。抽選日の翌々営業日の午
後５時から、空き時間のインターネ
ット予約が可能となります
■問環境首都推進課（緯〈７１〉２２０６）

秋秋葉いこいの広秋葉いこいの広場場

双子座


