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■公衆無線ＬＡＮでインターネット
利用の実証実験を１０月３１日昭まで実
施中
無線ＬＡＮ対応のパソコンやスマ
ートフォンを持参し、図書館の利用
者カード番号とパスワードを入力す
れば、高速通信のＷｉ－Ｆｉ環境が
利用できます。利用者カードの無い
人やパスワード登録が済んでいない
人は、申請書と身分証を提示すれば、
「ワンデイパス」が発行されます。
デジタル・ライブラリー・トライアル
電子書籍の体験ができます。（パソ
コンなどは同館で用意します）
■時８月６日昇～２８日昌午前１０時～午
後５時（休館日を除く）
■内電子書籍獅「生活害虫の事典」「エ
リックと英語でうたおう！」「アニ
マルオーケストラ」「日本のチョウ」
など約５０種類

２日捷・９日捷・１７日昇・２４日昇・
２７日晶・３０日捷

おはなし会
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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）

催し・お知らせ

ラグアイオニバスの葉に
乗ろう

パーメイドパレスの催しマ

９月３日昇・
１０日昇
午前１０時３０分

えほんとわらべうたの
会（０～２歳）

９月５日昭
午前１０時３０分

おはなしゆりかご（０
～２歳）

９月６日晶
午前１０時３０分

おはなしポッケ（０～
２歳）

９月７日松
午後３時

おはなしレストラン
（小学生以上）

９月１１日昌
午前１０時３０分

おはなしたまてばこ
（１～５歳）

９月１４日松
午後２時

おはなしどんどん（幼
児～小学校低学年）

９月１５日掌
午後２時

かみしばいの会（幼児
～小学校低学年）

９月１９日昭
午前１０時３０分

いないいないばあ（１
～５歳）

９月２０日晶
午前１０時３０分

絵本好き集まれ！おす
すめ絵本紹介

９月２５日昌
午前１０時３０分

おはなしまあだ（１～
５歳）

９月２８日松
午前１１時

大人のための絵本朗読
会（一般）
※対象年齢は目安です。

■場■問マーメイドパレス（緯〈９２〉７３５１）
マーメイドちゃん・マーメイド王子を
探せ
■時８月３０日晶午前１０時から
■内プール内に隠れている「マーメイド
ちゃん・マーメイド
王子」を探し出して、
問題に正解したら、
招待券を進呈

■対小学生以下
■定１００人（先着順）
■￥施設使用料
９月からの開館時間・休館日
９月１日掌からは、通常営業です。
■内開館時間諮プール獅昇～晶午後１時
～８時、松掌抄午前１０時～午後８時
（入場は午後７時３０分まで） トレー
ニングジム獅昇～掌午前１０時～午後
９時（入場は午後８時３０分まで） 休
館日獅毎週捷（抄のときは開館）、抄
の翌日

■時９月１０日昇午後２時～４時
■場衣浦東部保健所（刈谷市）
■内講話「災害時への備え」、交流会
■講佐々木裕子氏（愛知医科大学看護学

ゆう こ

部准教授）
■対神経系難病（脊髄小脳変性症、パー
キンソン病関連疾患、筋萎縮性側索
硬化症、多系統萎縮症）患者とその
家族
■定３０人（先着順）
■申８月２０日昇～９月９日捷に衣浦東部
保健所（緯〈２１〉４７７８）へ

経系難病患者・家族教室神

霞

ママーメイドちゃマーメイドちゃんん

■時９月４日昌午前１０時４５分～１１時４５分
■内曲目獅浜辺の歌（成田爲三）、愛の挨

ため ぞう

拶（エルガー）、リベルタンゴ（ピアソ
ラ）ほか 出演獅新田京

きょう

子（声楽ソプ
こ

ラノ）、高橋絵美子（バイオリン）、藤
え み こ

村佳恵
か え

（ピアノ）、水野美奈子（ピアノ）
み な こ

いずれも安城音楽協会
■定１５９人（要整理券）
※整理券は８月
２１日昌午前９時
から昭林公民館
で配布。

■他未就学児の入場
はご遠慮ください
※託児あり（１人につき３００円・定員
１０人・要事前申し込み）。
■場■問昭林公民館（緯〈７７〉６６８８）

のひとときコンサート
（託児付き）

朝

昭昭林公民昭林公民館館

のひとときコンサート
（託児付き）

朝

■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
押し花教室
■時８月２４日松・２５日掌午前１０時から
■内押し花を使った小物づくり
■講長谷川はる子氏（ふしぎな花倶楽部
インストラクター）
■定各５０人（当日先着順）
■￥５００円から
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２４日松・３１日松、９月１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

ガラス細工＆とんぼ玉教室
■時８月３１日松、９月１日掌午前１０時か
ら

■内ガラスビーズ・とんぼ玉づくり、と
んぼ玉を使ったネックレスづくり
■講杉浦英津子氏（がらすあそびＫＥＲＹ

え つ こ

主宰）
■定各５０人（当日先着順）
■￥１５００円から
シルバーアクセサリー教室
■時９月７日松・８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

葉の直径が１杓以上になる巨大な水
生植物の葉に乗ることができます。
■時８月２４日松・２５日掌・３１日松、９月
１日掌午前９時３０分から（雨天中止、
葉の生育状況により変更あり）

■対体重２０手以下の子
■定各１００人（要整理券）
※整理券は午前９時３０分から配布。

■場■問デンパーク（緯〈９２〉７１１１）

ンパーククラブハウスの
教室

デ

シシルバーアクセサリシルバーアクセサリーー

葉に乗ってみよ葉に乗ってみようう

９月の休館日
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内公園の催し堀

月の土器づくり教室９

転車安全利用講習会自
■場■問堀内公園（緯〈９９〉５９４７）
回数券限定販売
■時９月１日掌～２９日掌（休園日を除く）
■内１０００円分の回数券を購入した人に有
料遊具利用券を２枚進呈 販売場所
獅同園管理事務所
車掌さんになって記念写真を撮ろう
■時９月７日松・８日掌午前１１時、午後
３時
■内汽車の運転席で撮影会
■対未就学児
■定各１０組（先着順）
■持撮影用カメラ
■他撮影中は、汽車を止めます
■申開始１０分前に汽車乗り場前へ
水の舞台の開放を期間延長
■時９月７日松・８日掌・１４日松・１５日
掌・１６日抄午前１０時～午後４時（天
候により中止の場合あり）

■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）
大人向け講座「デコクレイ花の小物づ
くり」
■時９月１３日晶午前１０時～正午
■内デコクレイ粘土でマグネットを作成
■講飯田恵美氏

めぐ み

■￥５００円
■対１８歳以上の人
■定１０人（先着順）
■申８月２０日昇～９月１２日昭午前９時～
午後４時３０分（捷を除く）に同園へ

ノルディックウオーキング＆棒ビクス
体験会
■時ノルディックウオーキング獅９月１４
日松午前９時３０分～１０時３０分 棒ビ
クス獅９月１４日松午前１１時～正午
■￥各５００円（専用の用具レンタル代。持
参する人は無料）
※両方申し込む人は８００円。

■対１８歳以上の人
■定ノルディックウオーキング獅４０人
棒ビクス獅２０人（いずれも先着順）

■申８月２０日昇～９月１３日晶午前９時～
午後４時３０分（捷を除く）に同園へ

自転車購入費補助金交付申請に必要
な講習会です。
■時９月７日松、
１０月５日松午
前１０時～１１時
３０分
■場市民会館
■内自転車安全利
用講習、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
申請をする場合は、必要書類一式・
印鑑・通帳）

■対自転車購入費補助については、本紙
４月１日号２８ページをご覧ください

■申各講習会３日前までに都市計画課
（緯〈７１〉２２４３）へ

■時３日昇～６日晶・１０日昇～１４日松・
１６日抄・１８日昌～２１日松・２３日抄・
２５日昌～２８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（１・２
年生は保護者同伴）

■他土器の焼き上がりに
ついては同センター・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）

■時８月２４日松午前９時４５分から
■場三河安城ツインパーク（三河安城南
町）

■内にっぽんど真ん中祭りイベント、地
元小学校・保育園の催しなど

■問三河安城商店街振興組合小林（緯〈７４〉
２８８０）、市商工課（緯〈７１〉２２３５）

河安城フェスタ２０１３三

民健康講座市
■時９月２６日昭午後１時３０分～２時３０分
■内知っていますか？ＣＯＰＤ（慢性閉
塞性肺疾患）、ＣＫＤ（慢性腎臓病）

■講岡本雅彦氏（アイエムクリニック・
まさ ひこ

安城医師）
■定１２０名
■他託児あり。希望する人は、９月１２日
昭までに市保健センターへ
■場■問市保健センター（緯〈７６〉１１３３）

史博物館の催し歴

33人乗り自転車の体3人乗り自転車の体験験

蚊

土器づく土器づくりり

■場■問歴史博物館（緯〈７７〉６６５５）
映画会
■時８月２５日掌午前１０時～正午、午後２
時～４時
■内太平洋戦争シリーズ②「北部ビルマ
密林に倒れた最強部隊～福岡県・陸
軍十八師団～」「戦艦大和沈没～大艦
巨砲主義の悲劇～」
歴博講座
■時９月７日松午後２時～３時３０分
■内昭和１５年前後の安城の町を再現する

ノノルディックウオーキンノルディックウオーキンググ

■時■場陰９月１４日松獅総合福祉センター
隠１０月２０日掌獅文化センター 韻１１
月２４日掌獅中部公民館 吋１２月１５日
掌獅市民交流センター 右来年１月
１９日掌獅北部公民館いずれも午前９
時３０分～正午

■￥１回３００円
■持エプロン・三角きん・手ふき
■申各開催日の３日前までにグリーンそ
う古居敬子さん（緯０８０〈５２９５〉７７８２）

けい こ

へ
■問農務課（緯〈７１〉２２３３）

し寿司を作ろう押

月の移動児童館９
■対■時■場乳幼児 ▼３日昇・１０日昇獅南部
公民館 ６日晶・２７日晶獅高棚町公
民館 １１日昌・２５日昌獅東部公民館
いずれも午前１０時～１１時

■問子育て支援センター（緯〈７２〉２３１７）

ンボールコンポスト講習
会

ダ

■時基礎講習会獅９月２８日松午後１時３０
分～３時 フォローアップ講習会獅

１１月１６日松午後３時１５分～４時１５分
（全２回）
■場リサイクルプラザ
■内ダンボ－ルコンポストスターターキ
ットを使って生ごみを堆肥化

■講安城市消費生活学校の会員
■対市内在住の１８歳以上の人
■定１５人程度（先着順）
■￥７００円
■申８月２９日昭からの午前９時～午後５
時（松掌抄を除く）に清掃事業所（緯

〈７６〉３０５３）へ


