
■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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■えほんのとびらの「にこにこ会」
■時１０月９日昭・１５日昌・２３日昭・２９
日昌午前１０時３０分～１１時（全４回）

■対全日程に参加できる１０カ月までの
子とその保護者
※未受講の人に限る。

■定１５組（先着順）
■申９月２５日昭午前９時から、電話で
中央図書館へ

■人形劇団「マザー・エッセンス」
の人形劇公演
■時１０月１８日松午後２時～３時
■定１５０人（先着順）
※９月１５日抄午前９時から、同館
で整理券を配布。

６日捷・２０日捷・２４日晶・２７日捷

中央図書館（緯〈７６〉６１１１）

１０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

１０月２日昭午
前１０時３０分

おはなしゆりかご（０
～２歳）

１０月４日松午
後３時

おはなしレストラン
（小学生以上）

１０月７日昇・
２１日昇午前１０
時３０分

えほんとわらべうた
の会（０～２歳）

１０月８日昌午
前１０時３０分

おはなしたまてばこ
（１～５歳）

１０月１１日松午
後２時

おはなしえがお（３歳
～小学３年生）

１０月１６日昭午
前１０時３０分

いないいないばあ（１
～５歳）

１０月１７日晶午
前１０時３０分

このゆびと～まれ（０
～２歳）

１０月１９日掌午
後２時

かみしばいの会（３歳
～小学３年生）

１０月２２日昌午
前１０時３０分

おはなしまあだ（１～
５歳）

１０月２５日松午
前１１時

大人のための絵本朗
読会（一般）

１０月３０日昭午
前１０時３０分

おはなしの森（１～５
歳）

１０月３０日昭午
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

※対象年齢は目安です。

■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（小
学生未満は保護者同伴）

■申９月２２日捷からの午前９時～午後９
時（昌を除く）に、講座名・住所・氏
名・年齢・電話番号・参加人数を直
接か電話・ファクスで環境学習セン
ターエコきち（緯・胃〈７６〉７１４８）へ

秋葉公園で宝さがし
■時１０月４日松午前１０時～１１時３０分
■内自然の中での宝探しゲーム
■定２０人（先着順）
ダンボールパズルをつくろう
■時１０月５日掌・１２日掌午前１０時～１１時
３０分

■定１０人（先着順）
秋葉公園で自然を見つけよう
■時１０月１１日松午前１０時～１１時３０分
■内木の葉や実で遊びながら木について
学ぶ

■講稲垣英夫氏
ひで お

■定２０人（先着順）
おとなのエコ工作！間伐材でプランタ
ー作り
■時１０月１１日松午後１時３０分～３時
■講神谷輝幸氏（環境カウンセラー）

てる ゆき

■対１５歳以上（中学生を除く）
■定５人（先着順）
■￥５００円

エコきちの体験講座

３０００本の竹あかりや市内園児たちの
ペットボトルキャンドル、キャンドル
アーティストによる演出など、幻想的
に彩られた園内でさまざまなイベント
を開催します。
■時９月２０日松～２３日抄

■内期間中は午後９時まで開園します。
あかりの点灯は午後６時から

■￥入園料
■場■問デンパーク（緯〈９２〉７１１１）
あかりアート展
■時９月１７日昌～２３日抄

影絵の世界を楽しむシルエットアート
体験会
■時９月２０日松～２３日抄

■￥５００円から
月夜のしらべコンサート
■時■内９月２０日松獅梵迦（和太鼓）２１日

ぼん が

掌獅津軽三味線雅
みやび

會 ２３日抄獅和太
かい

鼓零～ＺＥＲＯ～ いずれも午後４
ぜろ

時３０分・７時３０分
お餅のふるまい
■時９月２１日掌午後７時
※午後６時３０分から整理券を配布。

■定１００人（先着順）
観望会
■時９月２１日掌午後７時
※天候により中止の場合あり。

■内星を観察します

デンパーク仲秋のあかり祭

■時１０月４日松・１２日掌・１８日松・２５日
松、１１月２日掌・８日松・２２日松午
前９時３０分～午後４時３０分（全７回）

■場安城商工会議所
■内創業に関する経営理念・ビジネスプ
ラン作成・会計知識などを学ぶ

■対創業を考えているまたは創業に関心
があり、全日程に参加できる人

■￥１万８００円
■申１０月１日昌までの午前８時３０分～午
後５時３０分（松掌抄を除く）に、直接
か電話で安城商工会議所（緯〈７６〉５１７
５）へ
※同会議所ウェブサイトからも申し
込み可。

■問市商工課（緯〈７１〉２２３５）

安城創業スクール

■時１１月１６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１３００円（３歳以下は無料）
■申１０月５日掌～１９日掌に、参加者の住
所・氏名・電話番号をファクスで市
母子福祉会成島清美さん（緯・胃〈９９〉

なり しま きよ み

６５５４）へ
※５日の午前８時～正午のみ、電話
でも受け付けます。

■問子育て支援課（緯〈７１〉２２２９）

ひとり親家庭おたのしみ会

間間伐材でプランターを作りま間伐材でプランターを作りますす

幻想的な雰囲気をお楽しみくださ幻想的な雰囲気をお楽しみくださいい

■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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■対市内在住・在勤の人
■申９月２２日捷午前８時３０分から、電話
で市保健センター（緯〈７６〉１１３３）へ
死にたいと聴いた時…死にたいと思う
時…
■時１０月２５日松午前９時３０分～１１時１５分
■場昭林公民館
■講小泉規実男氏（臨床心理士）

き み お

■他安城市民吹奏楽団による音楽会もあ
り

■定１５０人（先着順）
人間関係が楽になる！プラス思考のコ
ツ
■時１１月２８日晶午後１時３０分～３時３０分
■場市保健センター
■講河村聡枝氏（笑い体操管理士）

さ え

■他杉浦美智代氏（カナダセンセーショ
み ち よ

ンカラーセラピスト）による風船を
使って心理状態を確認するカラーセ
ラピーもあり

■定８０人（先着順）

こころの講演会

■場■問歴史博物館（緯〈７７〉６６５５）
講座「安城の歴史・現代」
■時９月２０日松午後２時～３時３０分
■内市制施行前後の安城
上映会「シリーズ証言記録兵士たちの
戦争③」
■時９月２８日掌午前１０時～１１時
■内フィリピン・レイテ島誤報が生んだ
決戦～陸軍第一師団～

歴博小劇場「継承～日本伝統芸能の心
～」
■時９月２８日掌午後２時～３時３０分
■内平安絵巻の世界～神楽・

か ぐ ら

装
しょう

束編～
ぞく

■講松本亀代子氏（きもの装束文化研究
き よ こ

所主宰）

歴史博物館の催し

シルバーアクセサリー教室
■時９月２７日松・２８日掌午前１０時～午
後３時

■内シルバーやレジン（樹脂）を使った
アクセサリー作り

■講近藤祐子氏（日本ジュエリーデザ
ゆう こ

イナー協会正会員）
■定各５０人（当日先着順）
■￥１５００円から
手作りパン教室
■時①９月２７日松・２８日掌 ②１０月４
日松・５日掌 いずれも午後１時・
２時３０分

■内①獅いちじくパイと動物あんパン
作り ②獅デニッシュパンと動物
あんパン作り

■定各１８人（先着順）
■￥①獅６００円 ②獅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

愛知県産の米粉をつかったクッキー
ファクトリー
■時９月２７日松～２９日捷、１０月４日松

～６日捷午前１０時～午後３時３０分
■内カボチャやコウモリなどの型抜き
をして、ハロウィンクッキー作り

■￥７５０円

地元の野菜を使ってつくるヘルシー
料理教室
■時１０月３日晶午前１０時～午後０時３０
分

■内さつま芋のレモン煮、豚肉の柳川
風鍋、小松菜と豆乳のジュースほ
か４品

■定１０人（先着順）
■￥１５００円
■持エプロン・手拭き用タオル・箸
■申９月２０日松午前９時３０分から、直
接か電話で同クラブハウスへ

ロザフィ教室
■時１０月４日松・５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・
小物作り

■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
はじめてのカメラ講座「花をきれい
に写してみましょう」
■時１０月１７日晶、１１月２１日晶、１２月１９
日晶、来年１月３０日晶午前１０時～
正午（全４回）

■内園内での撮影実習を通じて、カメ
ラの基本を学ぶ

■講岡田巳吉氏（フォトマスターＥＸ
み よし

（エキスパート））
■￥４０００円
■定２０人（先着順）
■申９月２０日松午前９時３０分から、直
接か電話で同クラブハウスへ

■場■問デンパーククラブハウス（緯〈９２〉７１１２）
■他入園料別途。都合により変更の場合あり。詳細は問い合わせてください

■対■時■場乳幼児親子諮１０月３日晶・１７日
晶獅高棚町公民館 ７日昇・２８日昇

獅南部公民館 ８日昌・２９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）

１０月の移動児童館
■持水筒・雨具など
■問市体育館（緯〈７５〉３５３５）
デンパーク花とグルメ・和の心丈山苑
を探る
■時■場９月２１日掌午前９時３０分～午後３
時３０分 集合・解散獅市役所西会館

■内市役所～デンパーク～丈山苑のコー
スを歩きます

■持昼食
■￥施設入園料
安祥城址を探索する古戦場めぐり
■時■場１０月４日松午前９時３０分～１１時３０
分 集合・解散獅歴史博物館

■内ガイドの案内を受けながら、安祥城
址周辺の約４灼のコースを歩きます

平平安時代の文化を紹介しま平安時代の文化を紹介しますす

親子で楽しみましょ親子で楽しみましょうう

秋の歩けランニング運動

ハハロウィンクッキハロウィンクッキーー



■時１０月７日昇午後１時３０分～４時
■場高浜市中央公民館（高浜市湯山町）
■内eco実験パフォーマーらんま先生に
よる環境パフォーマンス、水質浄化
の取り組み事例の発表、水質浄化に
関する展示など

■問環境首都推進課（緯〈７１〉２２０６）

アクション油ヶ淵in高浜

昨昨年の取り組み事例発表の様昨年の取り組み事例発表の様子子
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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。

表１：主婦の目線で減災を考える（パートⅠ）／全４回
講師内容場所日時

あいち防災リーダ
ー、城南自主防災
会ほか

講演「家族と地域を守るために」、「自
分たちの地域は自分たちで守る」、
「安城市の災害対策の現状」

文化セン
ター

１０月１６日昭午後１
時３０分～３時３０分

日赤救急救命法指
導員応急手当法と搬送法１０月２３日昭午後１

時３０分～３時３０分
安城防災ネット、
市消費生活学校持ち寄り食材・ポリ袋で作る非常食１０月３０日昭午後１

時３０分～３時３０分

飛田
とび た

潤氏（名古屋
じゅん

大学教授）
名古屋大学減災館見学、講義「南海ト
ラフ巨大地震を知り、備えを実行し
て、家族と地域を守る知識を学ぶ」

名古屋大
学減災館

１１月１０日捷午後１
時～５時

表２：主婦の目線で減災を考える（パートⅡ）／全２回
講師内容場所日時

あいち防災リーダ
ー、城南自主防災
会ほか

講演「家族と地域を守るために」、「自
分たちの地域は自分たちで守る」、
「安城市の災害対策の現状」文化セン

ター

１０月１６日昭午後１
時３０分～３時３０分

日赤救急救命法指
導員応急手当法と搬送法１１月６日昭午後１

時３０分～３時３０分

主婦の目線で減災を考える（パートⅡ）
■時■場■内■講表２のとおり
■対全日程に出席できる、中学生以下の
子を持つ主婦

主婦の目線で減災を考える（パートⅠ）
■時■場■内■講表１のとおり
■対全日程に出席できる、中高年層の主
婦

図書館のおすすめ本コーナ
ー
■場■問中央図書館（緯〈７６〉６１１１）
ワーク・ライフ・バランス
■時９月１５日抄～１０月１４日昇午前９時～
午後７時（松掌抄は午後５時まで。
捷、９月２６日晶を除く）

■内本紙に掲載した特集にちなみ、女性
の社会進出やドメ
スティック・バイ
オレンス、男性の
子育てや料理につ
いての本を展示
認知症を知ろう
■時９月１５日抄～３０日昇午前９時～午後
７時（松掌抄は午後５時まで。捷、
９月２６日晶を除く）

■内９月２１日掌の世界アルツハイマーデ
ーにちなみ、認知症の知識や予防に
ついての本を展示

■場■問堀内公園（緯〈９９〉５９４７）
Mama’smarché～ママたちの手作
り・愛情こもった市場～
■時９月２７日松午前１０時～午後３時（雨
天時は１０月４日松へ延期）

■内オーガニック食品・野菜の販売など
ビンゴ大会
■時９月２７日松・２８日掌午後１時・３時
（雨天中止）
■内有料遊具利用券が当たるビンゴ大会
■対小学生以下
■定各５０人（先着順）
■他各開始１０分前から、参加する本人に
のみビンゴカードを配布
大人向け講座「季節の小物作り」
■時１０月３日晶午前１０時～正午
■内デコクレイ粘土を使った小物作り
■対１８歳以上
■定１０人（先着順）
■￥５００円
■申９月２０日松～１０月２日昭午前９時～
午後４時３０分（休園日を除く）に、直
接か電話で同園へ
南吉スタンプラリー
■時１０月４日松・５日掌・１１日松～１３日
抄・１８日松・１９日掌・２５日松・２６日
掌

■内新美南吉作品を題材にしたクイズ形
式のスタンプラリー。参加賞あり

■対小学生以下
■定各１００人（当日先着順）
大人向け講座「フラエクササイズ」
■時１０月６日捷午前１０時～１０時５０分
■対１８歳以上
■定２０人（先着順）
■持運動ができる服装・タオル
■申９月２０日松～１０月５日掌午前９時～
午後４時３０分（休園日を除く）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１０月１１日松諮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
■定①獅４０人 ②獅２０人 いずれも先着
順

■￥器具レンタル代各５００円。両方レン
タルする人は８００円、持参する人は
無料

■持運動ができる服装・靴、飲み物
■申９月２０日松～１０月１０日晶午前９時～
午後４時３０分（休園日を除く）に、直
接か電話で同園へ

堀内公園の催し

■時１０月１１日松午前１０時～午後４時
■場市民交流センター
■内不動産鑑定士が不動産に関する相談
に応じます

■問（公社）愛知県不動産鑑定士協会（緯

０５２〈２４１〉６６３６）、市資産税課（緯〈７１〉２
２５６）

不動産に関する無料相談会

■時９月２８日掌午後２時
■内ビンゴになった人にプール利用券を
進呈

■対プール利用者
■定１００人（先着順）
■他開始１０分前から、参加する本人にの
みビンゴカードを配布

■場■問マーメイドパレス（緯〈９２〉７３５１）

BINGO（ビンゴ）大会

ママーメイドパレマーメイドパレスス

■定各２０名（先着順）
■申■問９月１９日晶～１０月９日昭午前９時～午後５時（捷を除く）に、電話で文化セン
ター（緯〈７６〉１５１５）へ

「主婦の目線で減災を考える」講座

■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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■￥１００円（中学生以下無料）
■場■問丈山苑（緯〈９２〉７７８０）
山野草展
■時１０月３日晶～
５日掌午前９
時～午後５時
（３日は午後
１時から、５
日は午後３時
まで）

■内和泉町老人クラブ連合会の作品展示
夜間開苑
竹あかりに彩られた、幻想的な庭園
をお楽しみください。
■時１０月１２日掌

■内開苑時間を午後９時まで延長（入苑
は午後８時３０分まで）

丈山苑の催し

■時１日昌～３日晶・５日掌・７日昇～
１１日松・１３日抄～１８日松・２１日昇～
２５日松・２８日昇～３１日晶午後１時～
４時（５日は午前１０時から）
※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）

１０月の土器づくり教室
市民協働によるまちづくりについて
調査・審議する委員を募集します。
■内任期獅１１月１日松～平成２８年１０月３１
日捷 選考獅書類審査、面接（１０月
２１日昇）

■対４月１日時点で１８歳以上の、市内在
住・在勤・在学または主に市内で活
動している人

■定３人程度
■申９月２２日捷～１０月３日晶午前８時３０
分～午後５時１５分（松掌抄を除く）に、
応募用紙を持参か郵送（消印有効）・
ファクス・Ｅメールで市民協働課
（〒４４６ー８５０１住所記載不要／胃〈７６〉
１１１２／kyodo@city.anjo.lg.jp／緯

〈７１〉２２１８）へ
※応募用紙は同課・市公式ウェブサ
イトで配布。

市民協働推進会議委員

デンパークのインフォメー
ションスタッフ
■内業務内容獅総合案内、園内のアナウ
ンスなど 勤務日時獅松掌抄を含む
午前９時～午後５時（季節により夜
間業務あり） 休日獅応相談 賃金
獅時給７８０円（松掌抄は１００円増）、通
勤割増１日２００円

■定１人
■他高校生は不可。面接時に顔写真付き
の履歴書を持参

■申１０月１日昌までの午前９時３０分～午
後５時（休園日を除く）に、電話でデ
ンパーク（緯〈９２〉７１１１）へ
※期限までに申し込みがない場合は、
１日以降も受け付けます。

碧海信用金庫本店前会場（御幸本町）
■時９月２７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９月２７日松午前１０時～午後２時
■内縁日コーナー、謎解きラリー、手作
り品・地元産野菜・特産物の販売。
商店街アイドル「看板娘。」ステージ、
きーぼーのお楽しみ抽選会を開催。
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
１０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

園園内の案内などをしま園内の案内などをしますす

彼岸花や半場川周辺を見て
歩こう
■時９月２７日松午前９時～１１時３０分
■場集合・解散獅マーメイドパレス臨時
駐車場（南部公民館駐車場の東側）

■内ガイドの案内を受けながら半場川周
辺を歩きます

■講都築宏行氏（安城ふるさとガイドの
ひろ ゆき

会）
■持歩きやすい服装
■他本市エコポイント制度対象事業です
■問エコネットあんじょう（緯〈５５〉１３１５）、
環境首都推進課（緯〈７１〉２２０６）

認知症の介護と予防を考える市民フォーラム認知症の介護と予防を考える市民フォーラム
■時１１月９日掌午後２時（開場は午後１時３０分）
■場文化センター
■内■講①認知症これだけは知っておきたい、知っておくべきこと／川畑信也氏

のぶ や

（八千代病院認知症疾患医療センター長） ②認知症介護のコツ／尾之内直
なお

美氏（認知症の人と家族の会愛知県支部代表） ③３つのエクササイズ！笑
み

い体操で認知症予防／河村聡枝氏（笑い体操管理士）
さ え

※講演会終了後、医師など認知症の専門家による個別相談会を開催します。
■定５００人（当日先着順）
■他手話通訳・要約筆記が必要な人は、１０月１５日昌までに直接か電話・ファク
スで介護保険課（胃〈７４〉６７８９）へ

■問介護保険課（緯〈７１〉２２２６）

弥弥生時代の作り方を体験しま弥生時代の作り方を体験しますす


