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秋のデンパークガイドツアー

■時１０月１９日松午後１時３０分～２時３０
分

■内園内を歩きながら、デンパークの
秋の花木について解説します

■定１５人（先着順）
■申１０月５日松午前９時３０分から同ク
ラブハウスへ

木工ペイント教室
■時１０月１９日松・２０日掌午前１０時から
■内ネームプレートやスイングバード
などを制作

■定各５０人（当日先着順）
■￥５００円から

寄せ植え講座「ハンギングバスケッ
ト」
■時１１月８日晶午前１０時
■内ハボタンを入れた冬の花飾り
■講野正美保子氏（ＲＨＳＪハンギン

の まさ み ほ こ

グバスケットマスター）
■定２０人（先着順）
■￥３５００円
■申１０月５日松～２５日晶午前９時３０分
～午後５時（昇を除く）に同クラブ
ハウスへ
テーブルフォトふわふわ写真講座
■時１１月１３日昌・２７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１０月５日松午前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１０月５日松～７日捷・１２日松～１４
日抄・２０日掌・２１日捷午前１０時～
午後３時３０分

■内かぼちゃの形などを、型抜きして
クッキーを焼こう

■￥７００円
■申時間内に同クラブハウスへ

ジェルキャンドル教室
■時１０月１２日松～１４日抄午前１０時から
■内砂とガラス細工を入れて、ハロ
ウィンキャンドルを制作

■定各５０人（当日先着順）
■￥１２００円から

手作りパン教室「デニッシュパン＆
動物あんパン
■時１０月１２日松・１４日抄・２０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

の譲渡会猫
■時１０月１９日松午前１０時
■内猫と暮らすための説明会と猫の譲渡
■対県内在住の２０歳以上の人
■持キャリーケースまたはダンボール箱
（譲渡希望の人）

■他飼育場所が集合住宅や借家の場合は
規約などを持参してください。子犬・
成犬の譲渡は、平日の受け付けもあ
り

■場■問県動物保護管理センター（豊田市
／緯０５６５〈５８〉２３２３）

地・農業者年金相談会農
農地改良や農地転用には手続きが必
要です。必ず事前に相談してください。
■場市役所北庁舎７階第２３会議室
■問農務課（緯〈７１〉２２３４）
農業者年金受給説明会・相談会
■時１０月１５日昇午後１時３０分～４時３０分
■内農業者年金・経営移譲年金について
の説明会、農業者年金の加入・受給
などの個別相談
農地相談
■時１０月１５日昇午後２時～４時
■内農地の転用・権利の移動など農地に
関する相談

つ病家族教室う
■時１０月２４日昭午後２時～３時３０分
■場衣浦東部保健所（刈谷市）
■内講話「家族の対応について」
■講香月富士日氏（名古屋市立大学看護

か つき ふ じ か

学部准教授）
■対うつ病患者（発病から３年程度）の家
族

■定３０人（先着順）
■申１０月７日捷午前９時から（松掌抄を
除く）電話で衣浦東部保健所健康支
援課（緯〈２１〉４７７８）へ

萎縮性側索硬化症患者・
そくさく

家族教室
筋

■時１１月１日晶午後２時～４時
■場衣浦東部保健所（刈谷市）
■内講話「疾患の理解と日常生活の工夫」、
医療相談、交流会

■講冨安斉氏
ひとし

（半
は

城
じょう

土とみやすクリニッ
ど

ク院長）
■対筋萎縮性側索硬化症の患者とその家
族

■定３０人（先着順）
■申１０月１７日昭～３１日昭午前９時～午後
５時（松掌を除く）に電話で衣浦東部
保健所健康支援課（緯〈２１〉４７７８）へ

■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
■場■問同クラブハウス（緯〈９２〉７１１２）

ハハロウィンにちなんだクッキハロウィンにちなんだクッキーー

オリジナルのジェルキャンドオリジナルのジェルキャンドルル

動物あんパンとテニッシュパ動物あんパンとテニッシュパンン

秋秋のデンパークを散策しません秋のデンパークを散策しませんかか

ススイングバードなどを作りまスイングバードなどを作りますす
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ラネタリウム生解説プ
■時■内１０月の星座解説獅１０月５日松・６
日掌・１２日松～１４日抄・１９日松・２０
日掌・２６日松・２７日掌午後１時３０分
今世紀最大級のアイソン彗星がやっ
て来る！獅１０月５日松・６日掌・１２
日松～１４日抄・１９日松・２０日掌・２６
日松午後３時

■場■問文化センター（緯〈７６〉１５１５）

・中学校の秋花壇写真展小
■時１０月５日松～１１月４日承午前９時～
午後４時３０分（１０月７日捷・１５日昇・
２１日捷・２８日捷を除く）

■場堀内公園管理棟
■問教育委員会総務課（緯〈７１〉２２５３）

昨昨年度の最優秀花昨年度の最優秀花壇壇

■時１０月２０日掌午前１０時～正午
■場環境学習センターエコきち
■内自然の宝物を探すビンゴゲーム、ど
んぐりでコマ作り、ロープを使った
ターザン遊びなど

■対４歳以上（未就学児は保護者同伴）
■定３０人（定員を超えた場合は抽選）
■持動きやすく汚れてもいい服装・靴
■申１０月１２日松までの午前９時～午後９
時（捷を除く）に、住所・氏名・電話
番号・参加人数を電話で環境学習セ
ンターエコきち（緯〈７６〉７１４８）へ

コきち恒例！どんぐりま
つり

エ

民健康講座市
■時１１月１４日昭午後１時３０分～２時３０分
■内歯のセルフケアとプロケア～子ども
から大人まで毎日の歯のケアについ
て～

■講坂口洋一氏（坂口歯科医院院長）
よう いち

■定１２０人（当日先着順）
■他託児を希望する人は１０月３１日昭まで
（松掌抄を除く）に市保健センターへ
■問市保健センター（緯〈７６〉１１３３）

日の料理はまかせろ！男
性の料理教室

今

■時１０月３０日昌、１１月１３日昌午前１０時～
午後１時（全２回）

■場今本コミュニティセンター
■内男性初心者向けの調理実習 １０月３０
日獅だしのとり方、野菜の切り方な
どを学び、肉じゃが、みそ汁などを
調理 １１月１３日獅豚肉とピーマンの
オイスターソース炒め、里芋ときの
この煮物、おひたしのごまかけ、み
そ汁を調理

■講ヘルスメイト
■対市内在住の男性
■定１０人（先着順）
■￥６００円
■持エプロン・三角きん・筆記用具
■申１０月７日捷～１８日晶午前８時３０分～
午後５時（１２日松～１４日抄を除く）に、
電話で市保健センター（緯〈７６〉１１３３）
へ

■時１０月２６日松午前１１時～１１時３０分、午
後２時～２時３０分

■場勤労福祉会館
■内演目獅「サルかに合戦」「ねこのお医
者さん」

■申昭和建物管理㈱（緯〈７５〉４９３０）、市商
工課（緯〈７１〉２２３５）

形劇人

血にご協力ください献
下記以外でも、刈谷・岡崎市の献血
ルームでは、晶・年末年始以外の毎日、
献血ができます。
■問市保健センター（緯〈７６〉１１３３）
碧海信用金庫本店（御幸本町）
■時１０月２日昌午前９時～午後４時
アピタ安城南店（桜井町）
■時１０月３日昭午前１０時～午後４時
安城市役所
■時１０月２０日掌午前１０時～午後３時３０分
中心市街地交流広場（御幸本町）
■時１０月２６日松午前９時～午後４時

自自然の中で遊ぼ自然の中で遊ぼうう

市保健センタ市保健センターー

ケ淵水辺公園の紹介イベ
ント

油

油ヶ淵周辺に計画されている、県営
「油ヶ淵水辺公園」の開園に向けたさま
ざまな取り組みを紹介します。また、
葦を使った灯りアート、光るドロ団子
あし

の工作教室（いずれも先着４０組。定員
に達しない場合、当日も受け付け）も
あり
■時１０月１９日松午後１時～４時
■場勤労青少年水上スポーツセンター
（碧南市）
■申工作教室獅１０月７日捷～１８日晶午前
８時４５分～午後５時３０分（１２日松～
１４日抄を除く）に住所・氏名・年齢・
性別・電話番号・参加人数を電話か
Ｅメールで県知立建設事務所都市施
設整備課（緯〈８２〉６４９３／abu-park@
pref.aichi.lg.jp）へ

■問市公園緑地課（緯〈７１〉２２４４）

葦葦船を体験してみよ葦船を体験してみようう

ケ淵葦舟学校課外授業
あし

（乗船会＆体験教室）
油

■時１０月１９日松午前９時～午後３時
■場勤労青少年水上スポーツセンター
（碧南市）
■内油ヶ淵の葦で作った葦船に乗船、葦
笛作り、ルアー作りなど

■問油ヶ淵美化ネット・葦船学校山中功
かつ

博さん（緯０９０〈３５８４〉４６４４）、市公園緑
ひろ

地課（緯〈７１〉２２４４）



情
報
Ｂ
Ｏ
Ｘ

市
役
所
代
表
☎〈
76
〉1
1
1
1
／
Ｆ
Ａ
Ｘ〈
76
〉1
1
1
2

餓広報あんじょう 2013.10.1

■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。

堀堀内公園へ行こ堀内公園へ行こうう

■時１１月１７日掌午前１０時３０分
■場デンパーク
■内ソーセージバイキングと手作りパン
教室

■対市内在住のひとり親家庭の親子
■定４５人（先着順）
■￥１人８００円（３歳以下は無料）
■申１０月１３日掌～２７日掌に、参加者氏名・
住所・電話番号を、ファクスで母子
福祉会成島清美さん（緯・胃〈９９〉６５

なり しま きよ み

５４）へ
※１０月１３日掌午前８時～正午は、電
話でも受け付け。

■問子育て支援課（緯〈７１〉２２２９）

絶え間ない心臓マッサージが命をつ
なぎます。救命講習会に参加し、体験
してみましょう。
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（刈
谷市／緯〈６３〉０１３５）
普通救命講習Ⅰ
■時１０月１３日掌午前９時～正午
■場高浜消防署
■内心肺蘇生法、
ＡＥＤの使用
法、止血法な
ど

■定２０人（先着順）
■申１０月５日松午
前９時から同
署救急係（緯

〈５２〉１１９０）へ
普通救命講習Ⅲ
■時１０月２６日松午前９時～正午
■場安城消防署
■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
などの処置

■定２０人（先着順）
■申１０月５日松午前９時から同署救急係
（緯〈７５〉２４９４）へ
応急手当普及員再講習
■時１０月２７日掌午前９時～正午
■場知立消防署
■内応急手当を普及させるための指導技
術の維持・向上

■対普及員の資格を有し、認定日から３
年目を迎える企業団体の人

■定２０人（先着順）
■申１０月５日松午前９時から同署救急係
（緯〈８１〉４１４４）へ

救救命方法を体救命方法を体験験

命講習会救

とり親家庭おたのしみ会ひ 内公園の催し堀

央図書館の催し中

■場■問堀内公園（緯〈９９〉５９４７）
遊具に乗って綿菓子プレゼント
■時１０月１２日松～１４日抄

■内指定遊具に乗ると、綿菓子を進呈
指定遊具葛１２日松獅汽車 １３日掌獅

メリーゴーランド １４日抄獅観覧車
■対小学生以下
■定各３００人（先着順）
体験！落ち葉プール
■時１０月１９日松・２０日掌・２６日松・２７日
掌、１１月２日松～４日承午前１０時～
午後３時（悪天候の場合は中止）

■対小学生以下
■持汚れてもいい服装

■場■問中央図書館（緯〈７６〉６１１１）
「みんなでつくろう！（仮称）図書情報
館」ワークショップ
■時１０月２７日掌、１２月１５日掌、来年１月
２６日掌いずれも午後１時３０分～４時
３０分（全３回）

■内図書館やその周辺を使ってどんなイ
ベントや活動ができるかを考える図
書館活動サークルを作ります

■対１８歳以上の人
■定４０人（定員を超えた場合は抽選）
■申１０月１８日晶までに、申込用紙を直接
またはＥメールで中央図書館（tosy
o@city.anjo.aichi.jp）へ
※申込用紙は同館・各地区公民館・
中央図書館ウェブサイトで配布。

お母さんのための絵本講座
■時１１月６日昌・１３日昌・２０日昌・２７日
昌いずれも午前１０時～１１時３０分（全
４回）

■定３０人（先着順）
■他託児あり（１人１回３００円）
■申１０月２２日昇午前９時から、電話で中
央図書館（緯〈７６〉６１１１）へ

図図書館について一緒に考えましょ図書館について一緒に考えましょうう

林コンサート「奇跡の夜
ふたたび」

昭

■時１０月１９日松午後６時３０分～８時
■内昨年に続き伝説のギタリストが再登
場 出演施ichiro、thet-rag（杉本
忠、
ただし

小川和幸、磯
かず ゆき

村幸平、杉崎利幸）
こう へい とし ゆき

■定１５９人（先着順）
※未就学児の入場はできません。

■他１０月５日松午前９時から、昭林公民
館で整理券を配布

■場■問昭林公民館（緯〈７７〉６６８８）

iichirichiroo

務局の市民講座法
■時１１月１９日昇午後１時３０分～４時３０分
■場刈谷合同庁舎
■内「遺言・成年後見制度」について
■定４０人（先着順）
■申１０月１５日昇からの午前８時３０分～午
後５時１５分（松掌抄承を除く）に、名
古屋法務局刈谷支局（緯〈２１〉００８６）へ

■問市市民課（緯〈７１〉２２２１）

■時来年１月２１日昇～２６日掌

■場県美術館ギャラリー（名古屋市）
■内部門・規格諮日本画獅１０号以上で額
装または軸装（岩彩、顔彩、水墨）
洋画獅１０号以上で額装（油彩、アク
リル、水彩、パステル、版画） 書
道獅半切以上で額装または軸装（漢
字、かな、近代詩文、大字書、篆刻）
写真獅A３以上の額装またはパネル
の装丁（組み写真を除く。デジタル
作品はノーマル処理のみ）

■対県内在住・在勤の人
■￥２５００円（１点につき）
■申１１月２９日晶までに、申込書を郵送で
（公財）県労働協会事業課（〒４５０－００
０２名古屋市中村区名駅４－４－３８）
へ

■問（公財）県労働協会事業課（緯０５２〈４８５〉
７１５４）、市商工課（緯〈７１〉２２３５）

勤労者美術展県

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 2013.10.1駕

月は青少年によい本をす
すめる県民運動

１０

私たちは読書から、感動や知識を得
たり、人の考え方、生き方を学んだり
することができます。乳幼児への「読
み聞かせ」や学校での「朝の読書」、家庭
での「親子読書」などで、読書の大切さ
を再認識しましょう。そして、家庭や
地域で青少年がよい本に出会える環境
づくりに努めましょう。 スローガン
施育てよう豊かな心読書から
■時強調月間獅１０月１日昇～３１日昭

■問青少年の家（緯〈７６〉３４３２）

平成２５年度福祉ガイドブ
ックを配布

県

種防火管理新規講習甲
■時１１月２１日昭・２２日晶いずれも午前９
時４５分～午後４時（全２回）

■場高浜市中央公民館
■定１２３人（先着順）
■￥３５００円
■申１０月２１日捷～２５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。

青青少年によい本をすすめましょ青少年によい本をすすめましょうう

子水泳教室親
■時１１月３日掌・１０日掌・１７日掌・２４日
掌午後１時～１時５０分（全４回）

■対幼児とその保護者（２人１組）
■定２０組（定員を超えた場合は抽選）
■￥２３００円
■申１０月８日昇～２０日掌午前１０時～午後
７時３０分（１４日抄～１８日晶を除く）に
直接マーメイドパレスへ
※電話での申し込みは不可。定員に
満たない場合は、２３日昌からも受け
付けます。

■場■問マーメイドパレス（緯〈９２〉７３５１）

親親子で泳ぎ方を学ぼ親子で泳ぎ方を学ぼうう

障害福祉の情報を掲載していま障害福祉の情報を掲載していますす

障害福祉に関するサービスや助成制
度などについて紹介しています。
■申捷～晶午前８時３０分～午後５時１５分
（抄承を除く）に障害者手帳を持って
障害福祉課（緯〈７１〉２２２５）へ
※市役所へ来ることのできない人は
代理の人でも可。在庫が無くなり次
第終了します。

年金、福祉、交通安全など行政全般
の苦情・意見などをご相談ください。
総務大臣の委嘱を受けた身近な行政相
談委員が相談を受けます。
■時１０月１５日昇午後１時～４時
■場市役所相談室
■内行政相談委員（敬称略）施黒柳一明

かず あき

（小川町）、大見智子（新明町）、高見加
とも こ か

代子（今本町）
よ こ

■他毎月第１・３昇午後１時～４時に市
役所相談室で実施している行政相談
や、くらしの行政・法律相談所（緯０
５２〈９６１〉４５２２）、行政苦情１１０番（緯〈０５
７０〉０９０１１０）も利用してください

■問市民課相談室（緯〈７１〉２２２２）

月２１日捷～２７日掌は行政
相談週間

１０

■対１０月１日昇現在、私立高等学校また
は私立専修学校（修業年限３年で卒
業時に高等学校卒業資格が取得でき
る学校）に在籍する生徒の保護者で、
市内在住の人
※市奨学金を受けている、授業料全
額免除、専攻科・別科に在籍の場合
を除く。

■申申請書を、指定日までに在籍校、ま
たは１０月３１日昭まで（松掌抄を除く）
に市教育委員会総務課（緯〈７１〉２２５３）
へ
※申請書は同課・各学校で配布。

立高等学校などの授業料
を補助

私

官公署に提出する各種申請書の作成・
代理提出・相談などは、行政書士会会
員が承ります。会員でない人が、報酬
を得て各種申請書などを作成すること
は法律で禁止されています。
■問県行政書士会（緯０５２〈９３１〉４０６８）、市
行政課（緯〈７１〉２２０８）
行政書士による無料相談会
■時１０月１８日晶午後１時３０分～４時
■場市民会館
■内官公署に提出する許認可申請代理と
申請手続きなど

■問県行政書士会碧海支部（緯〈７５〉１５５５）

政書士制度のお知らせ行

日本大震災義援金
ありがとうございます

東

８月３１日までに市社会福祉協議会に
寄せられた義援金は９８２６万８０３６円です。
■問市社会福祉協議会総務課（緯〈７７〉２９４
１）
８月１日～３１日受け付け分／敬称略
佐野里美、募金箱への多数の寄付者

ュースポーツ体験会ニ
■時１１月４日承午前１０時～正午
■場市スポーツセンター
■内ラダーゲッター（ひもでつながって
いる2個のボールを、ハシゴに引っ
掛けるスポーツ）をします。あらゆ
る年齢層で楽しめます

■持運動のできる服装・室内シューズ・
タオル

■申１０月５日松午前９時から市スポーツ
センター（緯〈７５〉３５４５）へ


