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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。

■こわ～い！おはなし会
■時８月７日昭午後３時～４時
■講語り手獅おはなしレストラン
■対小学生以上

■手づくり絵本教室
■時８月２６日昇午前９時３０分～正午
■内自分だけの仕掛け絵本を作成
■講ちとりの会
■定２０人（先着順）
■￥６００円
■他未就学児は保護者同伴
■申７月２９日昇午前９時から（休館日
を除く）、直接中央図書館へ

※対象年齢は目安です。

４日捷・１１日捷・１８日捷・２２日晶・
２５日捷

中央図書館（緯〈７６〉６１１１）

８月の休館日

中央図書館の携帯電話
用ウェブサイトへ葛葛

お知らせ

８月２日松午
後３時

おはなしレストラン
（小学生以上）

８月５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）

８月７日昭午
前１０時３０分

おはなしゆりかご（０
～２歳）

８月９日松午
後２時

おはなしえがお（幼児
～小学３年生）

８月１５日晶午
前１０時３０分

このゆびと～まれ（０
～２歳）

８月１７日掌午
後２時

かみしばいの会（幼児
～小学３年生）

８月２１日昭午
前１０時３０分

いないいないばあ（１
～５歳）

８月２３日松午
前１１時

大人のための絵本朗読
会（一般）

８月２７日昌午
前１０時３０分

おはなしまあだ（１～
５歳）

８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

おはなし会

夏休み自然工作体験エコき
ちであそぼう
■場環境学習セン
ターエコきち

■対特に記載のな
いものは４歳
以上の人（未
就学児は保護
者同伴）

■定 各１０人（先着
順）

■他市エコポイント制度対象イベントで
す

■申７月２０日掌から各講座開催日の３日
前までの午前９時～午後９時（昌を
除く）に、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
ペットボトル風車をつくってみよう
■時８月１日晶午前１０時～１１時３０分
秋葉公園自然教室
■時■内８月２日松獅秋葉公園の自然であ
そぼう ８月９日松獅秋葉公園で形
あそび いずれも午前１０時～１１時３０
分

竹炭パワーを体験しよう
■時８月３日掌午前１０時～１１時３０分
■対中学生以上
■￥１００円
夏の工作決定版「竹水鉄砲をつくろう」
■時８月３日掌午後１時３０分～３時、１０
日掌午前１０時～１１時３０分

■￥各１００円
森の木でつくろう！オリジナル表札
■時８月４日捷・１１日捷・１２日昇午前１０
時～１１時３０分

■￥各１００円
エコ工作
■時８月５日昇午前１０時～１１時３０分
■内不用品を利用したオブジェ作り
ペットボトルで浄水器づくり
■時８月７日昭・１４日昭午前１０時～１１時
３０分

■￥各１００円
ソーラークッキング
■時８月８日晶午後１時３０分～３時
■￥２００円
ミツバチセーキで夏バテ防止
■時８月１１日捷午後１時３０分～３時
■対１５歳以上の人（中学生を除く）
■￥２００円
イグサでぞうりづくり
■時８月１５日晶午前１０時～１１時３０分
■対中学生以上
■￥２００円

ＪＲ安城駅南側ホコ天会場（御幸本町）
■時７月２６日松午前１０時～午後２時
■内縁日コーナー、牛乳パックのめんこ
大会、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。」のステージやお楽しみ抽選会
を開催。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
ーグッズを販売

■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
８月のホコ天きーぼー市開催日に利
用できる乗車券を各１枚進呈

■問都市計画課（緯〈７１〉２２４３）

今月のホコ天きーぼー市

■場■問歴史博物館（緯〈７７〉６６５５）
講座安城の歴史・民俗
■時７月１９日松午後２時～３時３０分
■内安城の漁労

ぎょ ろう

夏休みに自由研究相談会
■時７月２５日晶、８月１日晶午前１０時～
正午、午後１時～３時

■内歴史系自由研究のテーマ決めや調べ
方の相談、参考になる本などを紹介

■対小学３年生～中学３年生
上映会「証言記録兵士たちの戦争①」
■時７月２７日掌午前１０時～１１時
■内ガダルカナル繰り返された白浜攻撃
～北海道・旭川歩兵第２８連隊～

歴史博物館の催し

自自然に親しも自然に親しもうう

思い出を作ろう！フォトフ
レーム作り！
■時８月９日松午前１０時～正午
■場青少年の家
■内工作やレクリエーション
■講ユースカレッジ第６２期生
■対市内在住の小学４年生以下（未就学
児は保護者同伴）

■定２０人（先着順）
■￥５００円
■申７月２５日晶～８月８日晶午前８時３０
分～午後５時１５分（捷を除く）に、直
接か電話で青少年の家（緯〈７６〉３４３２）
へ

工工作などを楽しも工作などを楽しもうう
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■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

デンパーククラブハウスの
体験教室
■場■問デンパーククラブハウス（緯〈９２〉
７１１２）

■他入園料別途。都合により変更する場
合あり。詳細は問い合わせてくださ
い

手作りアイスクリーム教室
■時７月２３日昌～８月３１日掌午前１０時３０
分・１１時３０分、午後１時・２時（休
園日を除く）
※松掌は午後３時もあり。

■定各１５人（先着順）
■￥５５０円
■申当日午前９時３０分から同クラブハウ
スへ

ロザフィ教室
■時７月２６日松・２７日掌午前１０時～午後
３時

■内紙を使ったバラのアクセサリー・小
物づくり

■講ＧｏｌｄＭａｒｒｙ
中根氏（ロザ
フィ認定講師）

■定各５０人（当日
先着順）

■￥７００円から
地元の野菜を使ってつくるヘルシー料
理教室
■時８月１日晶午前１０時～午後０時３０分
■内献立獅たっぷりタマネギのトマトサ
ラダ、夏野菜の揚げ浸し、冷や汁、
梨のジュース

■定１０人（先着順）
■￥１５００円
■持エプロン、手拭きタオル、箸
■申７月２０日掌午前９時３０分から（昇を
除く）、直接か電話で同クラブハウス
へ

手作りパン教室「かぶとむしパン＆ミ
ニソーセージロール」
■時８月２日松・３日掌午後１時・２時
３０分

■定各１８人（先着順）
■￥５５０円
■申当日午前９時３０分から、直接か電話
で同クラブハウスへ

市教育センター開所記念講
演会
■時７月２４日昭午後１時３０分～３時４５分
■場市教育センター
■内演題獅子どもの学力と学級力を共に
育てる授業の創造 講師獅田中博之

ひろ ゆき

氏（早稲田大学教職大学院教授）
■申７月２３日昌までの午前８時３０分～午
後５時１５分（松掌抄を除く）に、直接
か電話で市教育センター（緯〈７５〉１０
１０）へ

■時７月１５日昇～８月１４日昭午前９時～
午後７時（松掌抄は午後５時まで。
捷、７月２５日晶を除く）

■内「私たちの環境を考えよう」をテーマ
に、環境問題や野菜くずを出さない
料理に関する本などを展示

■場■問中央図書館（緯〈７６〉６１１１）

図書館のおすすめ本コーナー
■対■時■場乳幼児親子諮８月１日晶獅高棚
町公民館 ８月５日昇・１９日昇獅南
部公民館 ８月６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）

８月の移動児童館

■内■時■場下表のとおり
■対県内の母子家庭の母・寡婦などで、
全日程に出席できる人

■定２０人（定員を超えた場合は抽選）
■￥教材費
■申８月１日晶～２２日晶午前８時３０分～
午後５時１５分（松掌を除く）に、申込
書を持って子育て支援課（緯〈７１〉２２
２９）へ
※申込書は同課・市役所西会館職業
相談室・総合福祉センターで配布。

母子家庭等就業支援講習会

ところ開始月内容

名古屋市
９月経理事務

１０月

調剤薬局事務
医療事務

岡崎市パソコン初級
名古屋市
豊橋市パソコン中級

知立市１１月ガイドヘルパ
ー研修

名古屋市
知立市

９月または
１０月

介護職員初任
者研修
※医療事務は捷～晶、それ以外は松掌
に開講。

バルーン遊びなどを楽しめまバルーン遊びなどを楽しめますす

■時８月９日松午前１０時３０分～１１時
■場中央図書館
■内親子で楽しくストレッチ
■講健康づくりリーダー
■対小学生とその保護者
■定３０組（先着順）
■申７月２３日昌からの午前８時３０分～午
後５時１５分（松掌を除く）に、直接か
電話で市保健センター（緯〈７６〉１１３３）
へ

健康支援講座

■時８月１日晶・５日昇～８日晶・１９日
昇～２２日晶・２６日昇～３０日松午後１
時～４時（受け付けは午後２時まで）

■場埋蔵文化財センター
■対小学生以上（小学１・２年生は保護
者同伴）

■他土器の焼き上がりは、同センター・
市公式ウェブサイトで確認できます

■問埋蔵文化財センター（緯〈７７〉４４９０）

８月の土器づくり教室

弥弥生時代と同じ作り方で土器を制弥生時代と同じ作り方で土器を制作作

丈山苑の催し
■場■問丈山苑（緯〈９２〉７７８０）
■￥１００円（中学生以下は無料）
ウッドビーズづくり
■時８月１日晶～３１日掌午前９時～午後
４時３０分（捷を除く）

■他作製は１人１作品
煎茶のおいしい飲み方体験
■時８月２３日松午前１０時～正午
■定３０人（先着順）
■申７月２２日昇～８月１２日昇午前９時～
午後５時（捷を除く）に、電話で丈山
苑へ


