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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。
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■「調べかたガイド」を作成しました
子どもたちが自分で学習や自由研
究をするときの道案内となるもので
す。動物、環境、戦争、昔のくらし、
防災など、子どもたちから質問の多
い１２のテーマ別に、手がかりとなる
キーワードや本を紹介しています。
■場中央図書館児童コーナー

５日昇・１１日捷・１８日捷・２５日捷・
２６日昇

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）

１１月の休館日

催し・お知らせ

■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
３Ｄカードクラフト教室
ハロウィンの立体カードを作ります。

■時１０月２６日松午前１０時～午後３時
■講吉田譲氏（デ

ゆずる

コグラフ工房）
■定５０人（当日先
着順）

■￥４００円
フォトスポット撮影ツアー
■時１０月２６日松午後１時３０分
■講鶴田郁夫氏（フォトマスターＥＸ）

いく お

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

愛知県産の米粉をつかった「クッキー
ファクトリー」
■時１０月２６日松～２８日捷、１１月２日松～
４日承午前１０時～午後３時３０分

■￥７００円
■申時間内に同クラブハウスへ
木工ペイント教室
ネームプレートやスイングバードな
どを作ります。
■時１１月２日松～４日承午前１０時～午後
３時

■定各５０人（当日先着順）
■￥５００円から
どんぐりで遊ぼう！
園内でどんぐりを集め、コマ作り。
コマ回し大会も開催。
■時１１月３日抄午後１時
■定２０人（当日先着順）
■￥３００円
■申当日午前９時３０分から同クラブハウ
スへ

史博物館の催し歴
■場■問歴史博物館（緯〈７７〉６６５５）
歴博小劇場「継承～日本伝統芸能の心
～」
■時１０月２０日掌午後２時～３時３０分
■内民謡・三味線 演奏獅山口寿

じゅ

章氏
しょう

映画会「大滝秀治を偲ぶ」シリーズ陰

■時１０月２７日掌午前１０時～正午
■内どら平太（２０００年作品） 出演獅役所
広司、浅野ゆう子ほか

ンパーククラブハウスの
体験教室

デ

おはなし会
１１月１日晶午前
１０時３０分

おはなしポッケ（０
～２歳）

１１月２日松午後
３時

おはなしレストラン
（小学生以上）

１１月７日昭午前
１０時３０分

おはなしゆりかご
（０～２歳）

１１月９日松午後
２時

おはなしどんどん
（３歳～小学３年生）

１１月１２日昇・１９
日昇午前１０時３０
分

えほんとわらべうた
の会（０～２歳）

１１月１３日昌午前
１０時３０分

おはなしたまてばこ
（１～５歳）

１１月１７日掌午後
２時

かみしばいの会（幼
児～小学３年生）

１１月２１日昭午前
１０時３０分

いないいないばあ
（１～５歳）

１１月２３日抄午前
１１時

大人のための絵本朗
読会（一般）

１１月２７日昌午前
１０時３０分

おはなしまあだ（１
～５歳）

１１月２９日晶午前
１０時３０分

絵本好き集まれ！お
すすめ絵本紹介
※対象年齢は目安です。

■￥入園料
■場■問デンパーク（緯〈９２〉７１１１）
三華会「花の表装展」
■時１０月２３日昌～２８日捷

■内掛け軸、色紙掛け、屏風など約２８点
を展示
秋の山野草展
■時１０月３０日昌～１１月４日承

■内安城植物友の会が育てたリンドウ・
ススキ・野ギク・大文字草など、山
野草約２００点を展示

ンパークの展示会デ

３３Ｄカー３Ｄカードド

自自由研究などに利用してくださ自由研究などに利用してくださいい

法書士会の催し司
■時１１月３０日松 遺言セミナー獅午後１
時３０分～２時３０分 面談相談・電話
相談獅午後１時３０分～４時３０分

■場遺言セミナー・面談相談獅岡崎市シ
ビックセンター（岡崎市羽根町）

■申１１月１日晶から住所・氏名・電話番
号・参加人数とセミナー参加または
面談相談をはがきかファクスで県司
法書士会西三河支部（〒４４４－０８１３岡
崎市羽根町字貴登野１５／胃０５６４〈５４〉
８７０６）へ

■問司法書士会西三河支部（緯０５６４〈５８〉
０２４６）、市市民課（緯〈７１〉２２２１）

ング・ジョブ・キャラバ
ンＩＮ安城

ヤ

■時１１月２２日晶午後１時～４時３０分
■場文化センター
■内陰個人職業相談 隠職業適性診断
韻就職支援セミナー

■講新井伸子氏（キャリアコンサルタント）
のぶ こ

■対４５歳未満の人およびその家族
■定陰獅６人 韻獅２０人（いずれも先着順）
■申１０月２１日捷から、参加申込書を郵送
かファクスで商工課（〒４４６－８５０１住
所記載不要／胃〈７６〉００６６／緯〈７１〉２２
３５）へ
※申込書は同課・各地区公民館で配
布。電話での申し込みも可。

転車安全利用講習会自
■時１１月１６日松、１２月１４日松午前１０時～
１１時３０分

■場市民会館
■内自転車安全利用のための講習、補助
金交付対象自転車の試乗

■持筆記用具
※受講後に補助金の申請をする人は、
必要書類一式・印鑑・通帳。

■他本講習会は、自転車購入費補助金交
付申請に必要です。詳細は本紙４月
１日号２８ページをご覧ください

■申各講習会の３日前までに、電話で都
市計画課（緯〈７１〉２２４３）へ
※申請書などは同課・市公式ウェブ
サイトで配布。

■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 2013.10.15蛾

定員対象とき講座名

２０人４歳以上１１月２０日昌～来年１月２２日昌の毎週昌午後４時～４時
５０分（１２月２５日昌、来年１月１日昌を除く。全８回）

幼児スイミン
グ

各
３０人

小学１～
３年生

１２月１日掌～来年１月２６日掌の毎週掌午後２時～２時
５０分（１２月２９日掌を除く。全８回）掌

児童スイ
ミング １１月２２日晶～来年１月２４日晶の毎週晶午後４時～４時

５０分（１２月２７日晶、来年１月３日晶を除く。全８回）晶

１８歳以上
の女性

１１月２１日昭～来年１月２３日昭の毎週昭午後１時～１時
５０分（１２月２６日昭、来年１月２日昭を除く。全８回）

ゆったりスイ
ム

４０人１１月２２日晶～来年１月２４日晶の毎週晶午後１時～１時
５０分（１２月２７日晶、来年１月３日晶を除く。全８回）アクアビクス

■内■時■対■定下表のとおり
■￥各４３００円（いずれも保険料含む）
■申１０月２２日昇～１１月４日承午前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。定員を超えた場合は、１１月６日昌午後１時に公開代理抽
選。定員に満たない講座は追加募集あり。

■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

■￥施設利用料
■場■問マーメイドパレス（緯〈９２〉７３５１）
水中宝探し
■時１０月２７日掌午前１０時
■内プール内に隠された宝を見つけた人
に粗品を進呈

■対小学生以下で当日のプール利用者
■定５０人（当日先着順）
ちびっこデー
■時１１月２日松～４日承

■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
人につき２人まで）
プールで文字探しラリー
■時１１月３日抄午前１０時
■内プールに隠れた文字を組み合わせて
キーワードを完成させよう。正解し
た人にお菓子を進呈

■対小学生以下で当日のプール利用者
■定５０人（当日先着順）

ーメイドパレスの催しマ

■対■時■場乳幼児 ▼６日昌・２０日昌獅東部
公民館 ８日晶・２９日晶獅高棚町公
民館 １２日昇・１９日昇獅南部公民館
いずれも午前１０時～１１時

■問子育て支援センター（緯〈７２〉２３１７）

月の移動児童館１１ とり親家庭クリスマス会ひ
■時１２月８日掌午後１時
■場総合福祉センター
■対市内在住のひとり親家庭の親子
■定２０人（先着順）
■￥８００円（３歳以下は無料）
■他サンドウィッチなど軽食付き
■申１１月３日抄～１７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〉６５５

なり しま きよ み

４）へ
※１１月３日抄午前８時～正午は電話
でも受け付け。

■問子育て支援課（緯〈７１〉２２２９）

とり親家庭クリスマス会ひ

市内各町内公民館で活動するグルー
プが、日頃の成果を発表します。
■時１１月１７日掌午前９時３０分～午後５時
■場文化センター
■内民謡、詩吟、舞踊、大正琴、コーラ
スなど

■問市民協働課（緯〈７１〉２２１８）

内公民館芸能活動発表会町

■時１１月１６日松午後６時３０分～８時
■内越殿楽、豊栄の舞、荒城の月、ふる

え てん らく とよ さか

さと 出演獅雅声社
が せい しゃ

■定１４２人（先着順）
■他１１月２日松午前９時から、整理券を
昭林公民館で配布
※未就学児の入場は不可。

■場■問昭林公民館（緯〈７７〉６６８８）

■時基礎講習会獅１１月１６日松午後１時３０
分～３時 フォローアップ講習会獅

来年１月１８日松午後２時～３時１５分
（全２回）

■場リサイクルプラザ
■内スターターキットを使った生ごみ堆
肥化

■講消費生活学校の会員
■対市内在住で１８歳以上の人
■定１５人（先着順）
■￥７００円
■申１０月２１日捷からの午前９時～午後５
時１５分（松掌抄承を除く）に清掃事業
所（緯〈７６〉３０５３）へ

月の土器づくり教室１１
■時１日晶・２日松・４日承・６日昌～
８日晶・１２日昇～１６日松・１９日昇～
２２日晶・２７日昌～３０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（小学１・２年生は保護
者同伴）

■場■問埋蔵文化財センター（緯〈７７〉４４９０）

■場■問安祥閣（緯〈７４〉３３３３）
展示会
■時１１月９日松・１０日掌午前９時～午後
５時

■内文化サークルの作品展示
着付け体験教室
■時１１月９日松午前１０時～１１時３０分
■定１０人（先着順）
■￥５００円
■持着物セット
■申１１月１日晶からの午前９時～午後９
時（捷を除く）に安祥閣へ

呈茶サービス
■時１１月１０日掌午前１０時３０分～午後１時
■￥２００円
箏（こと）演奏会
■時１１月１０日掌午後１時～３時
■内出演獅箏曲をひく会

祥閣まつり安 林コンサート～雅楽を愛
でる秋の夕暮れ～

昭

■時１１月２８日昭午後１時３０分～２時３０分
■内肌あれ・やけど・ほくろなど、日頃
よくある皮膚トラブルについて

■講杉浦光洋氏（あおば皮フ科クリニッ
みつ ひろ

ク院長）
■定１２０人（当日先着順）
■申託児の希望者は１１月１４日昭まで（松

掌抄承を除く）に市保健センターへ
■場■問市保健センター（緯〈７６〉１１３３）

民健康講座「家庭で知っ
ておきたい皮膚科の知識」

市

ンボールコンポスト講習
会

ダ



安城 バス 行サンクスフェスティバ に でんく こうル るあ

賀広報あんじょう 2013.10.15

■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。

祉への善意・寄付
ありがとうございます

福

権擁護委員が決定人
１０月１日付けで、人権擁護委員に山
口俊雄氏（再任・池浦町）、岩月浩治氏

とし お こう じ

（再任・野寺町）が委嘱されました。
任期獅３年
■問市民課（緯〈７１〉２２２１）

８月分／受け付け順／敬称略
市社会福祉協議会 善意銀行
さわやかダンス、鹿乗福祉委員会、杉
山洋一、廣瀬昌恵、杉浦広志、ふれあ
いダンス、桜井福祉センター利用者、
匿名
市役所関係
ファミコンプラザ安城店、ファミコン
プラザ里町店、佐々木みさの

あんジョイプラン７（第７次安城市
高齢者福祉計画・第６期安城市介護保
険事業計画）の策定のため、１０月下旬
にアンケートを送付します。１１月１５日
晶までに返送してください。
回答内容は、目的以外には使用しま
せん。
■対陰要支援・要介護認定を受けていな
い６５歳以上の人のうち無作為抽出し
た２０００人 隠１０月１日時点で要支援・
要介護認定を受けているすべての人

■問介護保険課（緯〈７１〉２２２６）

■安城サンクスフェスティバル
■時１０月２６日松午前１０時～午後４時３０
分

■場ＪＲ安城駅南側商店街一帯
■内商店街グルメの販売・ステージイ
ベント・ゲームコーナーなど

■問叙安城スタイル（緯〈７３〉９５１１）、市
商工課（緯〈７１〉２２３５） 安安城サンクスフェスティバ安城サンクスフェスティバルル

齢者等実態調査にご協力
を

高

会資本整備総合交付金事
後評価原案の公表

社

■時１０月１８日晶～１１月１日晶午前８時３０
分～午後５時１５分（松掌を除く）

■内市が実施している安城桜井地区都市
再生整備計画事業の事後評価原案を
とりまとめたものを公表
※事後評価原案は、市公式ウェブサ
イトに掲載。

■場■問都市計画課（緯〈７１〉２２４３）

■あんくるバス乗車無料デー
■時１０月２６日松終日
■内どこからでも何回乗っても無料
■対あんくるバス全路線
■他安城サンクスフェスティバル会場
の「エコりんりん」のブース来場者
に、あんくるバスのシールを進呈

■問都市計画課（緯〈７１〉２２４３）

■時１０月２６日松午前９時～午後３時（小
雨決行）

■内南吉の下宿先（新田町）をはじめ、南
吉が見たであろう建物や建物跡、JR
安城駅周辺の南吉ウォールペイント
を見て回ります（約７灼）。安城サン
クスフェスティバル（下記参照）の見
学もあり

■対小学５年生以上の人（小学生は保護
者同伴）

■持弁当・飲み物・帽子
※昼食は安城サンクスフェスティバ
ル会場で購入可。

■申１０月２５日晶までに参加者氏名（２人
以上の場合は代表者、小学生は同伴
者も）・年齢・参加人数・電話番号を
電話かＥメールで文化財課（緯〈７７〉４
４７７／bunkazai@city.anjo.aichi.jp）
へ

の歴史ウオーク新美南吉
の下宿先と彼が見た風景

秋

■時１１月５日昇午前１０時～午後３時
■場岡崎商工会議所会館
■内夫婦間の問題や遺産相続などの相談
■問名古屋家庭裁判所岡崎支部（緯０５６４
〈５１〉８９７２）、市市民課（緯〈７１〉２２２１）

料調停相談会無

■時来年１月または２月から
■場名古屋市
■内陰パソコン中級ワード 隠パソコン
中級エクセル 韻調剤薬局事務

■対県内の母子家庭の母・寡婦で、全日
程に出席できる人

■定各２０人（定員を超えた場合は抽選）
■￥教材費
■申１１月１日晶～２２日晶午前８時３０分～
午後５時１５分（松掌抄承を除く）に子
育て支援課（緯〈７１〉２２２９）へ

子家庭就業支援講習会母

新新美南吉の下宿新美南吉の下宿先先

■時１１月３日抄・２４日掌午前９時～１０時
■場３日諮集合場所
獅マーメイドパ
レス臨時駐車場
清掃場所獅半場

はん ば

川堤防とその周辺（隅田橋～惣山橋）
すみ だ そう やま

２４日諮集合場所獅子安観音駐車場
こ やす かん のん

（城ヶ入町） 清掃場所獅半場川堤防
とその周辺（惣山橋～内浜橋）

うち はま

■内最寄りの場所からごみを拾いながら、
午前１０時までに集合場所へ来てくだ
さい。活動終了後、豚汁の振る舞い
などがあります

■持ごみ拾い用具・ごみ袋・軍手
■問ＮＰＯ法人エコネットあんじょう
（緯〈５５〉１３１５）、環境首都推進課（緯〈７
１〉２２０６）

んば川クリーン活動は

クション油ヶ淵in安城ア
■時１１月９日松午後２時～４時１０分
■場文化センター
■内明和小児童の水質浄化の発表、エコ
ロジロー氏の講演、水質浄化の展示

■問市環境首都推進課（緯〈７１〉２２０６）、県
水地盤環境課（緯０５２〈９５４〉６２１９）

半半場半場川川

■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 2013.10.15雅

■内下表のとおり

■対本市に住民登録があり、市内に居住しており、引き続き永住する人で、次のい
ずれかに該当する人
暫死亡者の遺骨があるが、墓地がない人
暫市外に墓地があり、墓地の移転を必要とする人

■申①獅１０月１８日晶～３１日昭午前８時３０分～午後５時１５分（松掌を除く）に、認め印
を持って市保健センター（緯〈７６〉１１３３）へ ②獅捷～晶午前８時３０分～午後５時
１５分（抄承を除く）に市保健センターへ
※募集要項・申込書は、同センター・市公式ウェブサイトで配布。

その他定員永代使用料１区画面積霊園名
いずれも未使用で返
還された区画４区画４２万７５００円２．２５釈（１．５杓

×１．５杓）
安城霊園
（北山崎町）①

いずれも使用済み返
還区画１４区画４２万７５００円２．２５釈（１．５杓

×１．５杓）橋目霊園
（橋目町）②

９月２５日現在、いず
れも未使用区画１３２区画２７万３６００円１．４４釈（１．２杓

×１．２杓）
※①獅定員を超えた場合は抽選、②獅先着順。

営霊園希望者市

■時１１月１２日昇午後１時～３時
■場市役所北庁舎１階相談室
■内消費生活相談員と法律専門家による
多重債務者相談会

■定４人（先着順）
■申１１月１日晶からの午前９時～午後５
時１５分（松掌抄承を除く）に商工課
（緯〈７１〉２２３５）へ

多重債務者相談強化月間
無料相談会

県

ァミリー・サポート・セ
ンターの会員

フ

子育ての手助けをしてほしい人と子
育ての協力をしてくれる人が、お互い
に助け合う会員組織です。
■対依頼会員（子育ての手助けをしてほ
しい人）獅市内在住・在勤・在学の
人 提供会員（子育ての協力をして
くれる人）獅市内在住で、心身とも
に健康で自宅に子どもを預かること
ができ、子どもが好きでボランティ
ア精神のある人

■申事前にファミリー・サポート・セン
ター（あんぱ～く内／緯〈７２〉２３１５）へ
依頼会員希望者の入会説明会
毎月２回説明会を開催しています。
事前に同センターへ。
提供会員希望者への講習会
■時１１月１２日昇午前９時～午後３時３０分
※保育サポーター養成講座・子育て
ネットワーカー養成講座を修了した
人は講習会を免除。

■他子ども１人につき時給６００～７００円の
報酬あり

部公民館臨時用務員中
■内勤務日時獅昇～掌午前８時３０分～午
後５時のうち指定する日時 勤務内
容獅清掃、受付、催事手伝いなど
賃金獅時給９２０円、通勤割増１日２００
円 採用日獅１２月１日掌

■対簡単なパソコン操作ができ、松掌抄

も勤務できる人
■定１人
■申１０月３０日昌までの午前９時～午後５
時（捷を除く）に、写真付き履歴書を
持って直接中部公民館（緯〈７４〉８５７０）
へ
※募集要項は同館で配布。

■時受付期間諮推薦入試獅１１月１日晶～
１２月６日晶 一般入試獅１１月１日晶

～来年１月１０日晶 試験日諮推薦入
試獅来年１月１１日松～１３日抄のうち
指定日 一般入試獅来年１月１８日松

（１次試験）、来年２月１日松～４日
昇のうち指定日（２次試験）

■対中学校を卒業または来年３月に卒業
見込みの１６歳以下の男子

■他１０月２０日掌、１１月２４日掌午前１０時～
１１時３０分に、刈谷市総合文化センタ
ーで説明会を開催します

■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）

上自衛隊高等工科学校生
徒

陸

■対「県内一斉ノー残業デー運動」「有給
休暇取得プラス１運動」「育児・介護
支援」「メンタルヘルス対策」などに
賛同する企業・
団体・事業所

■申１１月３０日松ま
でに、申込用
紙を郵送かフ
ァクスで県労
働福祉課（〒４６０－８５０１住所記載不要
／胃０５２〈９５４〉６９２６）へ
※申込用紙は市商工課、県公式ウェ
ブサイト「ワーク・ライフ・バラン
ス推進運動」ページで配布。

■問県労働福祉課（緯０５２〈９５４〉６３６０）、市
商工課（緯〈７１〉２２３５）

いちワーク・ライフ・バ
ランス推進運動賛同団体

あ

中中部公民中部公民館館

■時１２月２７日晶までの午前８時３０分～午
後５時１５分（松掌抄承を除く）

■内大規模小売店舗を設置する者の代表
者の変更 店舗名称獅アンディショ
ッピングセンター（住吉町）

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

規模小売店舗立地法に係
る届出書の縦覧

大


