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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。

内公園の催し堀

ポーツセンタープールの
教室

ス

■場■問堀内公園（緯〈９９〉５９４７）
南吉スタンプラリー
■時９月７日松・８日掌・１４日松～１６日

抄・２１日松～２３日抄・２８日松・２９日掌

■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
敬老の日記念「手作りうちわをプレゼ
ントしよう」
おじいさんやおばあさんに贈るうち
わを作ろう。
■時９月１４日松午前１０時～午後３時
■対小学生以下
■定５０人（当日先着順）
敬老の日記念「高齢者無料開放」
指定遊具を無料で利用できます。

■時９月１４日松～１６日抄

■内指定遊具諮１４日松獅観覧車 １５日掌

獅汽車 １６日抄獅メリーゴーランド
■対６０歳以上の人
秋祭り
■時９月２１日松～２３日抄午前１０時～午後
３時（景品がなくなり次第終了）

■内輪投げなどの模擬店
■￥１回１００円
大人向け講座「デコクレイ花の小物づ
くり」
■時１０月１１日晶午前１０時～正午
■内デコクレイ粘土で花の小物づくり
■講飯田恵美氏（デコクレイアカデミー

めぐ み

講師）
■対１８歳以上の人
■定１０人（先着順）
■￥５００円
■申９月５日昭～１０月１０日昭午前９時～
午後４時３０分（休園日を除く）に同園
へ

■場市スポーツセンター
■申９月５日昭～２９日掌午前９時～午後
８時（休館日を除く）に同センター
（緯〈７５〉３５４５）へ
アクアビクスで楽しい仲間作り
■時１０月３日昭～１２月１９日昭の毎週昭午
後１時～２時（全１２回）

■対１８歳以上の女性
■定２５人（先着順）
■￥５４００円
■持水着・水泳帽子
大人の水泳教室（初心者向け）
■時１０月４日晶～１２月２０日晶の毎週晶午
後１時～２時（全１２回）

■対１８歳以上で２５ｍ泳げない人
■定１５人程度（先着順）
■￥６０００円
■持水着・水泳帽子・ゴーグル

ンパーククラブハウスの
体験教室

デ

月の再生家具入札販売今
■時９月８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〈９８９２〉２９３３）

形劇団「どーなっつ」公演人
■時１０月１９日松午後２時～３時
■内「てぶくろをかいに」「おいしいとび
らをトントントン」

■定１５０人（要整理券）
■他整理券は９月１８日昌午前９時から中
央図書館で配布

■場■問中央図書館（緯〈７６〉６１１１）

ンパーククラブハウスの
特別講座

デ

■場同クラブハウス
■申９月５日昭午前９時３０分から同クラ
ブハウス（緯〈９２〉７１１２）へ

写真講座「マイ写真集を作っちゃおう」
■時１０月２日昌・１６日昌、１１月６日昌・
２０日昌、１２月４日昌・１８日昌午後１
時３０分（全６回）

■内テーマ獅線で描くフォトブック
■講鶴田郁夫氏（フォトマスターＥＸ）

いく お

■定２０人（先着順）
■￥６０００円（別途写真集代）
■他期間中の入園パスポート付き
秋季やさしい写真講座
園内での撮影実習を通じて、撮影の
基礎知識を学びます。初心者向け。
■時１０月１０日昭・２４日昭、１１月１４日昭・
２８日昭、１２月５日昭・１９日昭午前１０
時（全６回）

■講細井哲雄氏（全日本写真連盟安城支
てつ お

部会員）
■定２０人（先着順）
■￥６０００円
■他期間中の入園パスポート付き
ガラスアクセサリーとトンボ玉講座
バーナーでガラス棒を溶かし、ガラ
ス玉やトンボ玉を作成。アクセサリー
にも仕上げます。
■時１０月１１日晶・２５日晶、１１月８日晶・
２２日晶、１２月６日晶・２０日晶午前１０
時３０分～正午（全６回）

■講杉浦英津子氏（がらすあそびＫＥＲＹ
え つ こ

主宰）
■定１２人（先着順）
■￥６０００円（別途入園料および材料費
１回２０００円程度、初回のみ３０００円）

ととんぼとんぼ玉玉
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手作りパン教室「デニッシュパン＆動
物あんパン」
■時９月７日松・１４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分から同クラブハウ
スへ

愛知県産米粉を使った「クッキーファ
クトリー」
■時９月７日松～９日捷・１４日松～１６日
抄午前１０時～午後３時３０分

■￥７００円
３Ｄカードクラフト教室
■時９月１４日松～１６日抄午前１０時から
■講吉田譲氏

ゆずる

■定各５０人（当日先着順）
■￥４００円
寄せ植え講座「秋の寄せ植え」
■時１０月１１日晶午前１０時
■講野正美保子氏

の まさ み ほ こ

■定各２０人（先着順）
■￥３５００円
■申９月５日昭～２７日晶午前９時３０分～
午後４時３０分に同クラブハウスへ

■他入園料別途。都合により日程変更あり
■場■問同クラブハウス（緯〈９２〉７１１２）

前町せせらぎひまわりま
つり

榎

■時９月１５日掌午前９時３０分
■場榎前町宮下地内のひまわり畑（えの
き保育園と長田川の間）

■内安城七夕親善大使撮影会、産直市、
金魚すくい、不要品バザーなど

■問清掃事業所（緯〈７６〉３０５３）

ひひまわりと一緒に写真を撮ろひまわりと一緒に写真を撮ろうう
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ーメイドパレスの催しマ

育て講座子

ポーツセンターの講座ス

■場あんぱ～く
■申９月１７日昇午前９時から、電話で市
子育て支援センター（あんぱ～く内
／緯〈７２〉２３１７）へ
※１人１講習まで。

親子遊び講習会「ベビーマッサージ＆
エクササイズ」
■時１０月１８日晶午前１０時～１１時３０分
■講水越智穂子氏

ち ほ こ

■対２カ月～１人立ちする前の子とその
保護者

■定３０組（先着順）
子育て何でも相談広場「乳幼児の事故
予防」
■時１１月１３日昌午前１０時～１１時３０分
■対乳幼児の保護者
■定２０組（先着順）
育児講習会「整理収納で子育てや生活
のヒントを学ぶ」
■時１１月２２日晶午前１０時～１１時３０分
■講知念亜希氏

ち ねん あ き

■対乳幼児の保護者
■定３５人（先着順）
■他別室託児あり

■場市スポーツセンター
■申９月５日昭～開催日前日の午前９時
～午後８時（休館日を除く）に同セン
ター（緯〈７５〉３５４５）へ

カラダ・リフレッシュ！初めてのプー
ル体験
■時１０月１日昇・８日昇・１５日昇・２２日
昇午後１時～２時（全４回）

■内足腰に負担の少ない水中運動の体験
■対１８歳以上の人
■定１５人程度（先着順）
■￥施設使用料
■持水着・水泳帽子
秋季ウオーキング基本教室
■時１０月４日晶・１１日晶・１８日晶・２５日
晶午前１０時３０分～１１時３０分（全４回）

■内高齢者向けの、効果的なウオーキン
グ

■対６０歳以上で運動制限のない人
■定１０人程度（先着順）
■￥施設使用料
■持運動に適した服装・室内シューズ・
タオル・飲み物（ペットボトル）

体力測定会
■時１０月１３日掌午前１０時～正午
■対１８歳～６４歳の人
■定２０人（先着順）
■持運動に適した服装・室内シューズ・
タオル・飲み物（ペットボトル）

体力しらべ会
■時１０月２９日昇午前１０時～正午
■内６種目を測定し、体力レベルを算出
■対おおむね６５歳～７９歳で運動制限のな
い人

■定１５人（先着順）
■持運動に適した服装・室内シューズ・
タオル・飲み物（ペットボトル）

子水泳教室親
■時１０月６日掌・１３日掌・２０日掌・２７日
掌、１１月３日掌・１０日掌 陰午前１０
時～１１時 隠午前１１時～正午（いず
れも全６回）

■場市スポーツセンター
■対陰獅４～６歳の子と
その保護者隠獅小学
１～３年生とその保護者
※いずれも２５ｍ泳げる子を除く。

■定各１５組（先着順）
■￥３５００円
■持水着・水泳帽子・ゴーグル（必要な
人）

■申９月５日昭～２２日掌午前９時～午後
８時（９日捷を除く）に直接同センタ
ー（緯〈７５〉３５４５）へ

■場■問マーメイドパレス（緯〈９２〉７３５１）
平日限定「マーメイドパレス利用料還
元フェア」
■時９月１０日昇～１３日晶・１８日昌～２０日
晶

■内くじをひき、当
たりが出たらマ
ーメイドパレス
無料券を進呈

■対当日プール・ト
レーニングルームを利用した人

アロマテラピーにふれよう
■時９月１０日昇午前１０時３０分～１１時３０分
■内お肌ぷるぷるパックを作ろう
■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１８歳以上の人
■定１０人（先着順）
■￥１１００円
■申９月５日昭午前１０時から、マーメイ
ドパレスへ

高齢者無料開放
プールまたはトレーニングルームが
無料で利用できます（トレーニングル
ームの利用は、講習修了証が必要）。
■時９月１４日松～１６日抄

■対６５歳以上の人
９月の水中講座
■時９月１８日昌午前１１時～正午
■内①初級水泳「クロールから始めま
しょう」 ②体験アクアビクス

■対１８歳以上の人
■定①獅２０人 ②獅４０人（いずれも先着順）
■￥施設使用料
■他託児あり（６カ月～未就園児、先着
５人）

■申９月５日昭午前１０時から、マーメイ
ドパレスへ

フットセラピー体験会
■時９月２５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９月１０日昇午前１０時から、マーメイ
ドパレスへ

託児あり！トレーニングジム利用会
■時９月２７日晶午前１０時３０分～正午
■対生後６カ月～未就園児とその保護者
■定５組（先着順）
■￥施設使用料
■持運動のできる服装・室内シューズ
■申９月１０日昇午前１０時から、マーメイ
ドパレスへ

ママーメイドパレマーメイドパレスス

■時９月１１日昌午後１時～３時
■場市勤労福祉会館
■講東海農政局消費生活課専門講師
■定１００人（当日先着順）
■申昭和建物管理株式会社（緯〈７５〉４９３０）、
市商工課（緯〈７１〉２２３５）

民生活講座「健全な食生
活の実践」

市

働講座労
■時１０月２５日晶午後１時３０分～４時
■場市民会館
■内メンタルヘルスの現状とその対策～
問題点の把握と労務上留意する事項
～

■講宮田雅史氏（社会保険労務士）
まさ し

■申１０月１１日晶までに市商工課（緯〈７１〉２
２３５）または県西三河県民事務所産業
労働課（緯０５６４〈２７〉２７８２）へ

水水と親しも水と親しもうう
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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。

活支援隊のワンコインサ
ービス

生 の敬老行事市

日常のちょっとした困りごと（蛍光
灯の交換・家具の移動・お墓の清掃・
買い物代行など）の手伝いをします。
■￥５００円（１回３０分以内）
■申捷～晶午前８時３０分～午後５時１５分
にシルバー人材センター（緯〈７６〉１４１
５）へ

■問社会福祉課（緯〈７１〉２２２３）

うつ、過重労働、介護疲れなど大き
な悩みが自殺の原因となることがあり
ます。眠れない、食欲がないなど、い
つもと違う様子に気付いたら声をかけ
ましょう。 自殺予防標語施支え合う
温かい手がすぐ側に
■他衣浦東部保健所では、こころの健康
相談を実施しています

■問衣浦東部保健所健康支援課（緯〈２１〉
４７７８）、市保健センター（緯〈７６〉１１３３）

月１０日昇～１６日抄は自殺
予防週間

９

■時９月２１日松午前１０時～正午・２８日松

午後４時３０分～６時２０分（全２回）
■場環境学習センターエコきち、文化セ
ンター

■内光害について考え、自分だけの街灯
模型を作成

■講ＮＰＯ法人アイ・プラネッツの会員
■対小学４年生～中学生
■定４０人（定員を超えた場合は抽選)
■￥２００円
■持筆記用具
■申９月１３日晶までの午前９時～午後９
時（捷を除く）に、住所・氏名・電話
番号・参加人数を環境学習センター
エコきち（緯〈７６〉７１４８）へ

■問社会福祉課（緯〈７１〉２２２３）
敬老祝品・敬老金の贈呈
■内８０歳以上の人に敬老祝品を、８５歳・
９０歳・９５歳および１００歳以上の人に、
直接または町内会を通じて敬老金
（サルビア商品券）を贈呈
９５歳の肖像写真展
■時９月４日昌～１１日昌午前９時～午後
９時（９日捷を除く。８日掌・１１日
昌は午後５時まで）

■場総合福祉センター
■内市内の９５歳の人の肖像写真を展示
敬老訪問
■時９月９日捷～１７日昇

■内９５歳・１００歳以上の人を市長などが
訪問し、長寿を祝います
おじいさん・おばあさんの似顔絵展
■時９月１２日昭～１９日昭午前９時～午後
９時

■場市内各福祉センター、南部公民館
※福祉センターの１５日掌・１６日抄は
午後５時まで。南部公民館は１７日昇

休館。
■内市内の小学２年生が描いた似顔絵約
２７０点を展示します
浴場無料開放
■時９月１６日抄午前１０時～午後４時
■場市内各福祉センター、農村センター
（南部公民館内）
■対６０歳以上の人

気気軽に申し込んでくださ気軽に申し込んでくださいい

民健康講座市
■時１０月１０日昭午後１時３０分～２時３０分
■内いざという時の救急箱～救急箱に備
えておくとよい常備薬について～

■講野村直人氏（薬剤師）
なお と

■定１２０人（当日先着順）
■他託児あり。希望する人は９月２６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）

ンション管理地域別初級
ミニ講座

マ

■時９月１５日掌午前９時４５分
■場和泉町七ツ田（デンパーク西４００ｍ）
■定５００人（定員を超えた場合は抽選）
※抽選にもれた人のみ、連絡します。

■申９月１０日昇までに申込書を郵送か
ファクスで①～③のいずれかへ（申
込書は①～③・文化センター・各地
区公民館・ＪＡあいち中央各支店で
配布） 申し込み先獅①市農務課（〒
４４６－８５０１住所記載不要／胃〈７６〉１１１
２） ②ＪＡあいち中央営農企画部
（〒４４６－００４６赤松町浄善５０／胃〈７３〉
４４１５） ③水土里ネット明治用水総

み ど り

務課地域活動係（〒４４６－００６５大東町
２２－１６／胃〈７６〉６５６１）

■問市農務課（緯〈７１〉２２３３）

れあい田んぼアート（稲刈り）ふ

■時１０月１９日松午後１時
■場文化センター
■内マンション管理の基本的事項、管理
組合の運営・管理規約の作成など

■定５０人（定員を超えた場合は抽選）
■申１０月４日晶までに講座名・郵便番号・
住所・氏名・電話番号・参加人数を
郵送かファクスで県住宅計画課（〒
４６０－８５０１住所記載不要／胃０５２〈９６１〉
８１４５／緯０５２〈９５４〉６５６９）へ

■問市建築課（緯〈７１〉２２４１）

ちのあかりをデザインしよ
う！プラネタリウムで大実験

ま

ドック（後期）受け付け脳
■時１１月～来年３月（検診と結果説明で
２日間必要の場合もあり）

■場①安城更生病院 ②八千代病院
③三河安城クリニック

■内頭部ＭＲＩ、頭部ＭＲＡ、問診など
■対市内在住の４０歳以上で、会社などで
受診する機会のない人
※平成２２年４月以降当選した人や脳
血管疾患を治療中の人、体内に金属
器具・ペースメーカー・人工内耳が
入っている人を除く。歯科インプラ
ントの人も受けられない場合あり。
事前にかかりつけ医に確認してくだ
さい。

■定①②施各１２５人 ③施５０人（定員を超
えた場合は、過去に市の脳ドックを
８回以上申し込んで当選していない
人を優先した上で抽選）

■￥１万円
■申９月３日昇～９日捷午前８時３０分～
午後５時１５分（松掌を除く）に、電話
で市保健センター（緯〈７６〉１１３３）へ

パ講座「イクメン講義」パ
■時１１月３０日松午前１０時～１１時３０分
■場あんぱ～く
■講飛鷹正範氏

ひ たか まさ のり

■対乳幼児の父親
■定３０人（先着順）
■他別室託児あり
■申９月１２日昭午前９時から、電話で市
子育て支援センター（あんぱ～く内
／緯〈７２〉２３１７）へ

情
報
Ｂ
Ｏ
Ｘ
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置自転車のリサイクル販
売

放

■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

労福祉会館がインターネ
ットの施設予約を開始

勤木造住宅の耐震診断・耐
震改修費補助を受け付け

非

保管期限が過ぎた放置自転車の中か
ら、再利用できる自転車を整備点検し、
「安城市放置自転車リサイクル事業取
り扱い店」（下表）で各店２・３台販売
します。
■時９月１０日昇から

■問維持管理課（緯〈７１〉２２３７）

所在地電話番号取り扱い店

別郷町〈７６〉８７０３山本自転車店

明治本町〈７６〉３３８７ソウリンサイクル商会

御幸本町〈７６〉２０２４サイクルショップ二藤

安城町〈７２〉１７７６サイクルアシストオオバ

〈キリトリセン〉

〈キリトリセン〉

〈キリトリセン〉

■対昭和５６年５月３１日以前に着工された
プレハブおよびツーバイフォーなど
の特殊工法で建てられた共同住宅、
木造３階建て住宅

■他下記以外にも、木造住宅無料耐震診
断や改修費、耐震シェルター整備費
などの補助があります。詳しくは本
紙４月１５日号９ページに掲載

非木造住宅耐震診断費補助金
■内補助内容獅耐震診断費用の３分の２
（共同住宅は上限５万円、戸建ては
上限８万６０００円）
非木造住宅耐震改修費補助金
■内補助内容獅非木造住宅耐震診断で安
全な構造ではないものを安全な構造
にする耐震改修費（上限９０万円）

■申１２月２７日晶までに交付申請書を建築
課（緯〈７１〉２２４１）へ
※交付申請書は同課・市公式ウェブサ
イトで配布。来年２月末までに工事
が完了しない場合や、補助金交付決
定前に工事に着手している場合は交
付できません。

■時１２月３日昇午前９時から
■内インターネットでの予約は、毎月２
開館日目の午前９時から
※毎月、月始めの開館日は、直接ま
たは電話での受け付け。

■他事前に勤労福祉会館窓口で利用者登
録をしてください。ほかの施設で利
用者登録を済ませた人も、同館窓口
での手続きが必要

■問勤労福祉会館（緯〈７６〉２９０２）、商工課
（緯〈７１〉２２３５）

■時９月９日捷～１３日晶午前８時３０分～
午後７時、９月１４日松・１５日掌午前
１０時～午後５時

■内虐待など人権に関する悩みごと、心
配ごとの相談 相談専用電話施緯０５
７０〈００３〉１１０

■他人権相談は毎月第２・４昇に市役所
相談室でも実施しています（詳しく
は本紙毎月１５日号に掲載）

■問名古屋法務局人権擁護部（緯０５２〈９５
２〉８１１１）、市市民課（緯〈７１〉２２２１）

齢者・障がい者の人権あ
んしん相談強化週間

高

■申９月３０日捷までの午前８時３０分～午
後５時１５分（松掌抄を除く）に、電話
で経営管理課（緯〈７１〉２２０５）へ

平成２６年版愛知県手帳
■内１５尺×９尺で黒と赤の２種類。見開
きカレンダー、見開き週間日記のほ
か県内イベント情報などを掲載

■￥１冊５００円
あいち県勢要覧２０１４
■内Ａ１判、４色刷り。統計表とグラフ
で見る県・市町村の概要、１７万分の
１のカラー地図を掲載

■￥１部３００円
愛知県地図
■内Ａ１判、白地図（昨年１０月の内容）
■￥１部１５０円

手帳・県勢要覧・県地図
の購入予約を受け付け

県

〈
キ
リ
ト
リ
セ
ン
〉

童手当現況届の提出はお
済みですか

児

６月に送付した現況届が未提出の場
合、本年１０月以降の児童手当が支給で
きなくなります。所得制限を超えてい
る人も支給対象です。早急に提出して
ください。
■問子育て支援課（緯〈７１〉２２２７）

＊＊デンパーク＊＊
敬老無料入園券

有効期間 ▼平成２５年９月１日掌～３０日捷（９月３日昇・
１０日昇・１７日昇・２４日昇を除く）

本券１枚につき、市内在住の６５歳以上１人と同行の家
族１人が入園できます。（６５歳以上1人のみも可）
安城市社会福祉課・（公財）安城都市農業振興協会

＊＊デンパーク＊＊
敬老無料入園券

有効期間 ▼平成２５年９月１日掌～３０日捷（９月３日昇・
１０日昇・１７日昇・２４日昇を除く）

本券１枚につき、市内在住の６５歳以上１人と同行の家
族１人が入園できます。（６５歳以上1人のみも可）
安城市社会福祉課・（公財）安城都市農業振興協会

日本大震災義援金
ありがとうございます

東

７月３１日までに市社会福祉協議会へ
寄せられた義援金は９８２２万８４４９円です。
引き続きご支援をお願いします。
■問市社会福祉協議会総務課（緯〈７７〉２９４
１）
７月１日～３１日受け付け分／敬称略
あいち中央農協安城西支店、（公益社団
法人）安城市シルバー人材センター、
募金箱への多数の寄付者

くじ助成金宝
平成２５年度コミュニティ助成事業と
して、除自治総合センターによる宝く
じの助成金で、山崎
町内会が備品（コピ
ー機、パソコンなど）
を整備しました。
■問市民協働課（緯〈７１〉
２２１８） 整整備されたコピ整備されたコピーー機機


