
■「利用者カード」を作りませんか
市内の図書館
には、一般書や
絵本、ＣＤなど
約６６万点の資料
があります。
カードを作る
と、中央図書館・
各地区公民館図
書室・あんぱ～
くで借りること
ができます。
■内本・かみしばい・雑誌は１０点まで、
CD・DVDは別に５点まで貸し出
し可
■申住所・氏名・生年月日が確認でき
る公的な身分証を持って、中央図
書館・各地区公民館図書室・あん
ぱ～くへ

２日捷・９日捷・１６日捷・２３日捷・
２７日晶・３０日捷

俄広報あんじょう 2014.5.15

■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。

おはなし会
６月３日昇・
１７日昇午前１０
時３０分

えほんとわらべうたの
会（０～２歳）

６月５日昭午
前１０時３０分

おはなしゆりかご（０
～２歳）

６月７日松午
後３時

おはなしレストラン
（小学生以上）

６月１１日昌午
前１０時３０分

おはなしたまてばこ
（１～５歳）

６月１４日松午
後２時

おはなしえがお（幼児
～小学校３年生）

６月１５日掌午
後２時

かみしばいの会（幼児
～小学校３年生）

６月１９日昭午
前１０時３０分

いないいないばあ（１
～５歳）

６月２０日晶午
前１０時３０分

このゆびと～まれ（０
～２歳）

６月２４日昇午
前１０時３０分

絵本好き集まれ！おす
すめ絵本紹介

６月２５日昌午
前１０時３０分

おはなしまあだ（１～
５歳）

６月２８日松午
前１１時

大人のための絵本朗読
会（一般）

中央図書館（緯〈７６〉６１１１）

６月の休館日

※対象年齢は目安です。

中央図書館の携帯電話
用ウェブサイトへ葛葛

お知らせ

■場■問歴史博物館（緯〈７７〉６６５５）
上映会「その時歴史が動いた幕末編②」
■時５月２５日掌午前１０時～１１時
■内坂本龍馬幕末の日本を動かす～薩長
同盟成立の時～
企画展記念講演会
■時５月３１日松午後２時～３時３０分
■講榊原悟氏（岡崎市美術博物館館長）

さとる

■内西蓮寺の南蛮屏風
さい れん じ

常設展ガイド
■時５月２４日松午前１０時～正午、午後１
時～３時

■内ボランティアが展示を解説（３０分・
６０分コースから選択）
■￥２００円（中学生以下は無料）
常設展の展示を変更
■内弥生時代コーナーの展示を替え、最
新の調査成果から当時の暮らしを紹
介

歴史博物館の催し

リーダーバンク登録後は、市の健康
づくり事業への協力をお願いします。
■時９月２６日晶、１０月４日松・１１日松・
１９日掌・２５日松、１１月２日掌・８日
松・２８日晶（全８回）
■場あいち健康の森健康科学総合センタ
ー（知多郡東浦町）
■対市内在住の１８歳以上の人で、研修後
ボランティアとして健康づくり活動
ができる人

■定８０人（先着順）
■他事前に健康度評価の受検（有料）が必
要
※５人分（先着順）の受検費用を市が
負担します。希望者は研修会申し込
み後、６月２日捷から（松掌抄を除
く）直接か電話で市保健センターへ。

■申６月１日掌～８月１０日掌に、申込書
を持参か郵送・ファクスであいち健
康の森健康科学総合センター（〒４７０
－２１０１知多郡東浦町大字森岡字源吾
山１－１／胃０５６２〈８２〉０２２８）へ
※申込書は市保健センター・同総合
センターウェブサイトで配布。

■問あいち健康の森健康科学総合センタ
ー（緯０５６２〈８２〉０２１１）、市保健センタ
ー（緯〈７６〉１１３３）

県健康づくりリーダーバン
ク登録研修会

■場■申５月２０日昇

（昌を除く）午
前９時から、
講座名・住所・
氏名・年齢・
電話番号・参
加人数を電話
かファクスで
環境学習センターエコきち（緯・胃

〈７６〉７１４８）へ
安城の樹木ガイド養成講座
■時６月１日掌・２９日掌、７月６日掌、
１０月５日掌午前１０時～１１時３０分
■内秋葉公園を中心に安城の樹木を学ぶ
■定各１０人（先着順）
■￥２００円
草花トランプあそび
■時６月１日掌午後１時３０分～３時
■内身近な草花の名前を遊びながら覚え
る
■対４歳以上（小学生未満は保護者同伴）
■定１０人（先着順）
木と友だちになろう
■時６月７日松午前１０時～１１時３０分
■内秋葉公園で好きな木を選び、葉の色・
形、枝、幹などを観察

■講稲垣英夫氏
ひで お

■対４歳以上（小学生未満は保護者同伴）
■定１０人（先着順）
秋葉公園で宝さがし
■時６月８日掌午後１時３０分～３時
■内自然のものを集めて、動物や身の回
りにあるものを描く
■講古居敬子氏

けい こ

■対４歳以上（小学生未満は保護者同伴）
■定１０人（先着順）
豆でお手玉づくり
■時６月８日掌・１５日掌午前１０時～１１時
３０分
■内端切れや豆を使ってお手玉を作り、

は ぎ

昔の遊びを楽しむ
■対４歳以上（小学生未満は保護者同伴）
■定各１０人（先着順）
葉っぱでしおりづくり
■時６月１４日松午前１０時～１１時３０分
■内木の葉を集めて、しおりを作る
■対４歳以上（小学生未満は保護者同伴）
■定１０人（先着順）
竹の子の皮でぞうりをつくろう
■時６月１４日松午後１時３０分～３時３０分
■内竹の子の皮を使って、室内用スリッ
パとして使えるわら草履を作る
■講岩松鷹司氏

たか し

■定１０人（先着順）
■￥５００円

エコきちで自然と遊ぼう

常常設展で安城の歴史を知ろ常設展で安城の歴史を知ろうう

利用者カー利用者カードド

自自然とふれあお自然とふれあおうう

■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
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Mama’smarché～ママたちの手
作り・愛情こもった市場～
■時５月２４日松午前１０時～午後３時
（雨天中止）
■内手作り雑貨、オーガニック食品・
野菜、ワークショップなどの出店

赤ちゃんハイハイレース
■時５月２５日掌午前１０時３０分（雨天中
止）
■内参加者に有料遊具利用券を進呈
■対まだ歩けない乳幼児とその保護者
■定４０組（先着順）
■申当日午前１０時１０分から直接同園管
理事務所へ

カラ―バンドで工作
■時５月３１日松、６月１日掌午前１０時
～午後３時
■定３０人（当日先着順）
フラエクササイズ
■時６月９日捷午前１０時～１０時５０分
■内フラダンスを取り入れたエクササ
イズ運動

■対１８歳以上の人
■定２０人（先着順）
■持運動ができる服装、タオル
■申５月２１日昌～６月８日掌午前９時
～午後４時３０分（昇を除く）に直接
か電話で同園へ

ノルディックウォーキング＆棒ビク
ス体験会
■時６月１４日松①ノルディックウォー
キング獅午前９時３０分～１０時３０分
②棒ビクス獅午前１１時～正午
■内①獅ポールの使い方、歩き方
②獅肩こり・腰痛予防体操
■対１８歳以上の人
■￥器具レンタル代各５００円。器具を
両方レンタルする人は８００円、持
参する人は無料
※料金は当日支払い。
■持運動しやすい服装・靴
■申５月２１日昌～６月１３日晶午前９時
～午後４時３０分（昇を除く）に直接
か電話で同園へ

季節の小物作り
■時６月２０日晶午前１０時～正午
■内デコクレイ粘土を使った季節の小
物作り
■対１８歳以上の人
■定１０名（先着順）
■￥５００円
■講飯田恵美氏（デコクレイアカデミ

めぐ み

ー講師）
■申５月２１日昌～６月１９日昭午前９時
～午後４時３０分（昇を除く）に直接
か電話で同園へ

■場■問堀内公園（緯〈９９〉５９４７）

■時７月１日昇～４日晶午前６時～７時
３０分
■場市総合運動公園野球場
■対市内の商店・企業・クラブ単位で編
成された軟式野球チーム
■￥１チーム１０００円
■他６月２１日松午後７時から市体育館で
開催する監督会議および組み合わせ
抽選会に、参加者名簿と参加費を持
って出席してください
■申６月２０日晶までの午前８時３０分～午
後５時１５分（捷を除く）に市体育館
（緯〈７５〉３５３５）へ

■場■問埋蔵文化財センター（緯〈７７〉４４９０）
６月の開催日
■時６月３日昇～６日晶・１０日昇～１４日
松・１７日昇・１９日昭・２０日晶・２４日
昇～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（小学校１・２年生は保
護者同伴）

土器づくりボランティア募集
土器の作り方は指導します。考古学
に興味があり、人と接することが好き
な人を募集しています。
■内週１・２日程度、教室で土器づくり
を指導

土器づくり教室

土土器づくりを楽しみましょ土器づくりを楽しみましょうう

友人や同僚と、ぜひご参加くださ友人や同僚と、ぜひご参加くださいい

早朝野球大会

■対■時■場乳幼児 ▼６日晶・２０日晶獅高棚
町公民館 １０日昇・２４日昇獅南部公
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）

６月の移動児童館

危険物取扱者保安講習会
■時■場下表のとおり

①獅ライフポートとよはし ②獅ウィ
ルあいち ③獅大府市勤労文化会館
④獅名古屋文理大学文化フォーラム
⑤獅高浜市立中央公民館 ⑥獅刈谷市
産業振興センター
■￥４７００円
■申郵送獅５月２７日昇まで（必着）に申請
書などを所定の封筒で（一社）愛知県
危険物安全協会連合会へ 電子申請
獅５月２７日昇までに同連合会ウェブ
サイトから申し込み
※申請書・所定の封筒などは、各消
防署・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①６月２７日晶

午前
午後－－

②

７月１日昇

午後－午前２日昌

午前午後－３日昭

午前－午後４日晶

午後午前－③８日昇

午後－午前④１１日晶

午前－午後

②

１５日昇

午前
午後－－１６日昌

午後－午前１７日昭

午後午前－１８日晶

午前－午後⑤２３日昌

午後－午前⑥２５日晶

給油＝給油取扱所 特定＝特定事業所



■時７月２６日松、８月９日松・１６日松・１７日掌・
３０日松・３１日掌午後３時～８時
■内音楽やダンス、大道芸などデンパークのイメ
ージに合う夏らしいもの。大音量の演奏は不
可 演奏時間獅３０分のステージを１・２回
■定各１組程度
■他デンパークの音響機材を利用できますが、高度な操作が必要な場合はオペ
レーターを手配してください。応募者多数の場合、出演をお断りすること
があります。６月２９日掌までに出演の可否を連絡します。出演者一人につ
き２枚のデンパーク招待券を進呈します

■申６月２２日掌まで（必着）に、代表者の住所・氏名・電話（ファクス）番号・Ｅ
メールアドレス・参加希望日（可能日が複数あればそれも記入）・参加人数
と、演奏内容のわかるＭＤ、ＣＤ、ＤＶＤなどのデモテープをデンパーク
イベント参加者募集係（〒４４６－００４６赤松町梶１／緯〈９２〉７１１１）へ
※デモテープは返却しません。なお、過去１年間に出演実績のある人は、
デモテープの提出は不要です。
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■時６月８日掌午前９時３０分～午後２時
３０分（小雨決行）
■場コース獅南部公民館～念空寺～

ねんくう じ

長
ちょう

福
ふく

寺～油ヶ渕花しょうぶ園・応仁寺
じ おう にん じ

（碧南市）～八剱神社～南部公民館
はっ けん じん じゃ

（約９灼） 集合・解散獅南部公民館
■持昼食・水筒・雨具・敷物など
■他乗り合わせか公共交通機関を利用し
てください
■問市体育館（緯〈７５〉３５３５）

油ヶ淵しょうぶ歩け運動

市内３０の消防分団が、消火技術を競
います。
■時６月１日掌午前７時３０分～正午
■場安城消防署
■他駐車場は、市役所西駐車場を利用し
てください
■問危機管理課（緯〈７１〉２２２０）

市消防団消防操法競練会

消消火技術を競いま消火技術を競いますす

デンパークを盛り上げまデンパークを盛り上げませせんんかか

■時６月８日掌午後１時３０分
■場総合福祉センター
■内情報交流、リサイクル工作
■対市内在住のひとり親家庭の親子
■問市母子福祉会成島清美さん（緯・胃

なりしまきよ み

〈９９〉６５５４）、市子育て支援課（緯〈７１〉２
２２９）

ひとり親家庭情報交流会

エコネットあんじょうの催
し
■申５月２０日昇～２８日昌午前１０時～午後
３時（松掌を除く）に講座名・住所・
氏名・参加人数・電話番号を電話か
ファクス、Eメールでエコネットあ
んじょう（緯・胃〈５５〉１３１５／info@e
conetanjo.org）へ

花植体験学習
■時６月７日松午前９時３０分～１１時（雨
天中止の場合は８日掌に順延）
■場堀内公園
■内花植えの基本を
学び、花壇への
植え付けを体験
■対市内在住の人
■定１００人（先着順）
■他参加者に粗品を進呈。市エコポイン
ト制度対象イベントです
故郷の原風景を取り戻そう
■時６月７日松午後１時３０分
■場里地区コミュニティセンター（里町
早稲田７－１）

■内ヘイケボタルの鑑賞や飼育方法、発
光生物の仲間を紹介
■講大場裕一氏（名古屋大学大学院生命

ゆういち

農学研究科助教）
■対市内在住の人
■定３０人（定員を超えた場合は抽選）

碧海信用金庫本店前会場（御幸本町）
■時５月２４日松午前９時から（商品がな
くなり次第終了）
■内地元産野菜の販売・調理法のアドバ
イス
■問農務課（緯〈７１〉２２３３）

ＪＲ安城駅南側ホコ天会場（御幸本町）
■時５月２４日松午前１０時～午後２時
■内地元産野菜・特産物・手作り品など
の販売。商店街アイドル「看板娘。」
のステージやきーぼーにも会えます。
きーぼーショップミニでは限定きー
ぼーグッズも販売
■問叙安城スタイル（緯〈７３〉９５１１）、商工
課（緯〈７１〉２２３５）

あんくるバス乗車券をプレゼント
■内各会場で買い物をした人に、当日と
６月のホコ天きーぼー市開催日に利
用できる乗車券各１枚を進呈
■問都市計画課（緯〈７１〉２２４３）

今月のホコ天きーぼー市

新新鮮な野菜がいっぱ新鮮な野菜がいっぱいい

花植えを学ぼ花植えを学ぼうう

市民の自発的な社会貢献活動を助成
する「あいちモリコロ基金」。助成金の
交付申請を検討している人や基金につ
いて知りたい人はご参加ください。
■時５月２８日昌午後２時～３時３０分
■場市民交流センター
■講中尾さゆり氏（NPO法人ボランタリ
ーネイバーズ理事）
■対社会貢献活動をしている５人以上の
団体
■申電話で市民交流センター（緯〈７１〉０６０
１）へ

あいちモリコロ基金募集説
明会

■時７月１２日松午後６時～７時２０分
■場丈山苑
■内出演獅桂紅

こう

雀氏
じゃく

■定１３０人（先着順）
■￥一般１０００円、中学生
以下９００円（いずれも
入苑料・呈茶料含む）

■申５月２０日昇午前９時から電話で丈山
苑（緯〈９２〉７７８０）へ

桂桂桂紅紅雀雀氏氏

丈山苑落語会

■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。
広報あんじょう 2014.5.15牙

６月１日掌は「人権擁護委員の日」。
日常生活での人権問題について、人権
擁護委員が相談に応じます。秘密は固
く守られますので、気軽に相談してく
ださい。
■時６月２日捷午前１０時～正午、午後１
時～３時
※人権相談は上記以外にも実施して
います。詳細は本紙１４ページをご覧
ください。
■場市役所相談室
■他人権擁護委員（敬称略）獅鈴木治雄

はる お

（篠目町）、篠田千代子（東栄町）、榊原
ち よ こ

真由美（東明町）、山口俊雄（池浦町）、
ま ゆ み とし お

岩月浩治（野寺町）、杉浦智之（城ヶ入
こう じ ともゆき

町）、神本マミ（榎前町）、白谷隆子（城
たか こ

南町）
■問市民課相談係（緯〈７１〉２２２２）

特設人権相談所の開設

昨年の市
内の交通事
故死者数は
３人で、本
市で統計を
開始した昭
和４７年以来
最少となりました。市長を会長とする
市交通安全推進協議会の積極的な交通
安全活動が認められ、４月１日付けで
県警察本部長から感謝状を授与されま
した。
■問市民安全課（緯〈７１〉２２１９）

交通安全感謝状を授与され
ました

■時５月２５日掌、６月８日掌午前７時～
正午（予備日６月１日掌・１５日掌）

■場市内全域
■内農作物を食べ荒らす有害な鳥を、鉄
砲を使い、市内全域で駆除します。
事故防止のため、子どもたちが近づ
かないように、また、飼い鳥などは
放さないようにご注意ください

■他天候により延期または中止すること
があります

■問農務課（緯〈７１〉２２３３）

有害な鳥の駆除を実施

■時５月１８日掌～６月５日昭

■内運動期間中の日曜日（５月１８日・２５
日、６月１日）を「市民清掃の日」と
定めます。自宅周辺の清掃や、各町
内会や事業所による清掃活動に協力
して、住みよい町をつくりましょう
■問清掃事業所（緯〈７６〉３０５３）

町を美しくする運動

３月分／受け付け順／敬称略
市社会福祉協議会 善意銀行
鹿乗福祉委員会、国際ソロプチミス
ト安城、ふれあいダンス、総合福祉セ
ンター利用者、山本時彦、二本木公民
館利用者、中部福祉センター利用者、
ほほえみダンス、安祥公民館職員、ア
ピタ安城南店、ピアゴ福釜店、ユーホ
ーム安城店、ピアゴ東栄店、ピアゴ安
城店、ピアゴラフーズコア三河安城店、
富光園富田節雄、施設長会、竹本愛子、
太田静雄、すずらんの会、桜井公民館
利用者、野村君江、さわやかダンス、
フジイ化工、中部公民館利用者、安祥
福祉センター利用者、草莽安城、匿名
市役所関係
早川芳郎、兵藤雅晴、すずらんの会、
特定非営利活動法人コミュニティサポ
ーターほっぷ、大東ダンスクラブ、安
城南ライオンズクラブ、アイシン・エ
ィ・ダブリュ株式会社、匿名

福祉への善意・寄付ありが
とうございます

■対来年度新入学児童・生徒で、障害があると思われる子とその保護者
■場難聴と思われる子施錦町小学校（緯〈７５〉２７２５） 肢体不自由と思われる子施三河
安城小学校（緯〈７１〉３２５０） 知的・情緒障害があると思われる子施下表のうち居
住する学区の小・中学校

■申電話で各学校へ
電 話中学校名電 話小学校名電 話小学校名電 話小学校名

〈７５〉３５３１安城南〈９９〉３７７７桜林〈９７〉８２０２志貴〈７５〉２７２１安城中部
〈７５〉３５２５安城北〈７６〉１４８８新田〈９９〉２２０１桜井〈７６〉２３３２安城南部
〈９２〉００１９明祥〈９８〉３０３３今池〈７６〉６０５６作野〈７６〉２３０３安城西部
〈７６〉２３２０安城西〈７１〉３２５０三河安城〈７６〉８７７３祥南〈７６〉２３３４安城東部
〈９９〉００２８桜井〈７１〉３３４５梨の里〈９２〉００２４丈山〈９８〉０８２５安城北部
〈９８〉１５３１東山〈７６〉４４４９二本木〈７５〉２７２５錦町
〈７６〉７８１１安祥〈９８〉５９００里町〈９２〉０５９３高棚
〈７６〉１７７７篠目〈７５〉３００３桜町〈４１〉１２４４明和

感謝状を受け取る神谷市感謝状を受け取る神谷市長長

特別支援学級の見学ができます

■問商工課（緯〈７１〉２２３５）
写生大会
１９６点の応募がありました。最優秀
賞は次の皆さん。 〈敬称略〉
１年獅小島梨

り

緒（安城南部
お

小） ２年獅

平澤薫
かおる

子（桜
こ

町小） ３年
獅福間春花

はる か

（錦町小） ４
年獅築山真

ま

衣
い

（安城南部小）
５年獅米津妃

ひ

菜（安城中部
な

小） ６年獅岩間考紀（錦町小）
こう き

※上記のほか優秀賞が各学年で７点。
写真コンテスト
２１９点の応募がありました。最優秀
賞・優秀賞は次の皆さん。 〈敬称略〉
最優秀賞獅加賀澤勝 優秀賞獅大原

まさる

尚
しょう

石、杉浦幸雄、渡部力松、杉浦恭代、
いし ゆき お りき まつ やす よ

高木福代
ふく よ

※上記のほか入選１０点、佳作１５点。

入賞作品の展示
■時５月２０日昇～２５日掌午前９時～午後
５時（２０日は午後１時から、２５日は
午前１１時まで）
■場文化センター
■他５月２５日掌午前１０時３０分から表彰式
を開催します

安城桜まつり写生大会・写
真コンテスト入賞者決定

岩岩間さんの作岩間さんの作品品

加賀澤さんの作加賀澤さんの作品品「園児のお花見「園児のお花見」」

■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


