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■子どもとえほんを楽しもう
■時１１月６日昭・１３日昭・２０日昭午前
１０時～１１時３０分（全３回）

■内絵本の持つ子育てパワーと「良い
絵本」の選び方

■対全日程に参加でき、家族に乳幼児
がいる人

■定３０人（先着順）
■他託児あり（１人につき１回３００円）
■申１０月２１日昇午前９時から、電話で
中央図書館へ

１０日捷・１７日捷

中央図書館（緯〈７６〉６１１１）

１１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

※対象年齢は目安です。

ＪＲ安城駅南側ホコ天会場（御幸本町）
■時１０月２５日松午前１０時～午後５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。」・きーぼー
のステージ。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）

あんくるバス乗車無料デー
１０月２５日松は、全路線に終日無料で
乗車できます。家族や友人と一緒に、
ぜひご利用ください。
■問都市計画課（緯〈７１〉２２４３）

今月のホコ天きーぼー市

市がん検診受診率向上プロジェクトでは、啓発用のメッセージカードを作
成しました。ご記入いただいたメッセージは市が回収し、あなたの大切な人
へ送ります。
■時受け付け期間獅１０月１５日昌～
３１日晶午前８時３０分～午後５
時１５分（各休館日を除く）

■場配布・回収場所獅市保健セン
ター、中央図書館、市民課、
南部・桜井支所、北部出張所

■問市保健センター（緯〈７６〉１１３３）

■時１１月１日松諮式典獅午後１時３０分
トークコンサート獅午後２時４０分～
３時４０分

■場文化センター
■内難病を抱えながら活動を続けるＥＳＰ
ＥＲＡＮＺＡ（エスペランサ）の演奏・
経験談

■他トークコンサートのみ観覧する人は、
式典終了後の入場となります。手話
通訳・要約筆記あり

■問市社会福祉協議会（緯〈７７〉２９４１）

社会福祉大会

衣浦東部保健所のエイズ・
肝炎検査
■時毎週昇午前９時～１１時（抄承、１１月
４日昇、１２月３０日昇、来年３月２４日
昇・３１日昇を除く）
※エイズ検査は、第１・３捷午後６
時～７時も実施。

■場■問衣浦東部保健所（刈谷市／緯〈２１〉４
７７８）

■対■時■場乳幼児親子諮４日昇・１８日昇獅

南部公民館 ５日昌・１９日昌獅東部
公民館 ７日晶・２１日晶獅高棚町公
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）

１１月の移動児童館

親親子で楽しみましょ親子で楽しみましょうう

ＥＳＰＥＲＡＮＺＥＳＰＥＲＡＮＺＡＡ

たくさんの出店が並びまたくさんの出店が並びますす

メッセージカーメッセージカードド

１１月１日松午
後３時

おはなしレストラン
（小学生以上）

１１月４日昇・
１８日昇午前１０
時３０分

えほんとわらべうた
の会（０～２歳）

１１月６日昭午
前１０時３０分

おはなしゆりかご（０
～２歳）

１１月７日晶午
前１０時３０分

おはなしポッケ（０～
２歳）

１１月８日松午
前１１時

おはなしどんどん（３
歳～小学３年生）

１１月１２日昌午
前１０時３０分

おはなしたまてばこ
（１～５歳）

１１月１６日掌午
後２時

かみしばいの会（３歳
～小学３年生）

１１月２０日昭午
前１０時３０分

いないいないばあ（１
～５歳）

１１月２２日松午
前１１時

大人のための絵本朗
読会（一般）

１１月２５日昇午
前１０時３０分

絵本好き集まれ！お
すすめ絵本紹介

１１月２６日昌午
前１０時３０分

おはなしまあだ（１～
５歳）

おはなし会

■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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あおぞら歴史教室「都築弥
厚の足跡をたどる」
■時１１月２９日松午前９時～午後４時３０分
■場集合・解散獅市民ギャラリー
■内明治用水頭首工・水源神社（豊田市）

とう しゅ こう

や明治川神社・本龍寺・水のかんき
ょう学習館（市内）などをバスで巡る

■対市内在住・在勤・在学の人
■定２０人（定員を超えた場合は抽選）
■￥１３００円（昼食代を含む）
■持筆記用具、水筒、帽子、雨具、歩き
やすい服装・靴

■申１０月３１日晶までに、住所・氏名・年
齢・電話番号をはがき（必着）かファ
クス・Ｅメールで文化振興課「第３
回あおぞら歴史教室係」（〒４４６－００
２６安城町城堀３０／胃〈７７〉６６００／bun
kashinko@city.anjo.aichi.jp／緯

〈７７〉４４７７）へ
※２人分まで同時に申し込み可。

■時１１月２３日抄午前９時～午後１時
■場文化センター
■内秋野菜を収穫し、その野菜を使っ
てギョーザ・白菜スープ・蒸しパ
ンなどを調理

■講創年塾耕し人ほか
■対市内在住の小学生とその保護者
■定１２組（定員を超えた場合は抽選）

ダンボールコンポスト講習
会

■時基礎講習会獅１１月１５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１７日松午後２時～３時１５分
（全２回）

■内スターターキットを使って生ごみを
堆肥化する手順を学習

■場リサイクルプラザ
■講市消費生活学校会員
■対全日程に参加できる、市内在住で１８
歳以上の人

■定１５人（先着順）
■￥７００円
■申１０月２０日捷～３１日晶午前９時～午後
５時１５分（松掌を除く）に、電話で清
掃事業所（緯〈７６〉３０５３）へ

市内の各町内公民館で活動している
グループが、日頃の成果を発表します。
■時１１月１６日掌午前９時３０分～午後５時
■場文化センター
■内舞踊、コーラス、三河万歳、チアダ
ンスなど

■問市民協働課（緯〈７１〉２２１８）

町内公民館芸能活動発表会

■時１日松・３日抄～７日晶・１１日昇～
１５日松・１８日昇～２１日晶・２４日承～
２９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）

１１月の土器づくり教室

■￥１人３００円
■持エプロン・三角巾・マスク・ふき
ん、持ち帰り用の容器、軍手

■申１０月２０日捷～３１日晶午前８時３０分
～午後５時１５分（松掌を除く）に、
参加者全員の住所・氏名・生年月
日・電話番号を直接か電話・郵送
（必着）・ファクス・Ｅメールで農
務課（〒４４６－８５０１住所記載不要／
緯〈７１〉２２３３／胃〈７６〉１１１２／nomu
@city.anjo.aichi.jp）へ
※郵送・ファクス・Ｅメールの場
合は、「とれたて野菜で親子クッキ
ング」と明記してください。

■問創年塾耕し人天野さん（緯０９０〈４０８
０〉１２７０）

■内■時パソコン中級獅来年１月１７日松・
２４日松・３１日松、２月７日松・１４日
松（全５回） 調剤薬局事務獅来年１
月１０日松・１７日松・２４日松・３１日松、
２月７日松・１４日松・２１日松（全７
回）

■場名古屋市内
■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１０月３１日晶～１１月２１日晶午前８時３０
分～午後５時１５分（松掌抄を除く）に、
直接子育て支援課（緯〈７１〉２２２９）へ

母子家庭等就業支援講習会

昨昨年の様昨年の様子子

収穫した野菜を調理しま収穫した野菜を調理しますす

都築弥厚ゆかりの地を巡りま都築弥厚ゆかりの地を巡りますす

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
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フォトスポット撮影ツアー「秋色の
コレクション」
■時１０月２５日松午後１時３０分
■内園内を歩きながら、撮影のコツを
アドバイス

■講鶴田郁夫氏（フォトマスターＥＸ
いく お

（エキスパート））
■定２０人（先着順）
■￥１３００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

アイシングクッキー教室「ハロウィ
ンのアイシングをしよう！」
■時１０月２５日松・２６日掌午後１時～３
時

■内粉砂糖と卵
白で作った
クリームを
カラフルに
着色し、ク
ッキーを可
愛くデコレーションするアイシン
グを体験

■講神谷京
きょう

子氏（日本サロネーゼ協会
こ

アイシングクッキー認定講師）
■定各１０人（先着順）
■￥１０００円
■持エプロン・手拭きタオル・持ち帰
り用の容器

■申１０月２０日捷午前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１０月２５日松～２７日捷、１１月１日松

～３日抄午前１０時～午後３時３０分
■内カボチャの型抜きをして、ハロウ
ィンクッキー作り

■￥７５０円

押し花教室
■時１０月２６日掌午前１０時～午後３時
■内押し花を使ったキーホルダー・栞

しおり

作り
■講長谷川はる子氏（ふしぎな花倶楽
部インストラクター）

■定５０人（当日先着順）
■￥５００円から
秋のデンパークガイドツアー
■時１０月２６日掌午後１時３０分～２時３０
分

■内スタッフが季節の花を中心にデン
パークの魅力を紹介

■定１５人（当日先着順）
３Ｄカードクラフト教室
■時１１月１日松・２日掌午前１０時～午
後３時

■内季節や動物柄の立体カードを作製
■講吉田譲氏（デコグラフ工房）

ゆずる

■定各５０人（当日先着順）
■￥４００円
手作りパン教室「アップルパイ＆動
物あんパン」
■時１１月１日松・３日抄午後１時・２
時３０分

■定各１８人（先着順）
■￥６００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
ガラス細工＆とんぼ玉教室
■時１１月３日抄午前１０時～午後３時
■内バーナーを使ってガラスビーズや
とんぼ玉を作り、ストラップやネ
ックレスなどを作製

■講杉浦英津子氏（がらすあそびＫＥＲ
え つ こ

Ｙ）
■定５０人（当日先着順）
■￥１５００円から

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

昭林コンサート「奇跡の夜
みたび宴（うたげ）を」
■時１１月１５日松午後６時（開場は午後５
時３０分）

■内出演獅ichiro、thet-rag（杉本忠、
ただし

小川和幸、磯村幸平、杉崎利幸）
かず ゆき こう へい とし ゆき

■定１５９人
※１１月１日松午前９
時から、昭林公民館
で整理券を配布。

■他未就学児は入場不可
■場■問昭林公民館（緯〈７７〉６６８８）

自転車購入費補助金の申請に必要な
講習会です。
■時１１月１５日松、１２月２０日松午前１０時～
１１時３０分

■場文化センター
■内自転車の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（当日補助金の申請をする
場合は、必要書類一式・印鑑・通帳）
※必要書類は都市計画課・市公式ウ
ェブサイトで配布。

■他自転車購入補助金の詳細は、本紙４
月１日号２８ページをご覧ください

■申各講習日３日前までの午前８時３０分
～午後５時１５分（松掌抄を除く）に、
電話で都市計画課（緯〈７１〉２２４３）へ

自転車安全利用講習会

■時１２月７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）
■￥１人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９日掌～１６日掌に、参加者の氏
名・住所・電話番号をファクスで市
母子福祉会成島清美さん（胃・緯〈９９〉

なり しま きよ み

６５５４）へ
※９日午前８時～正午のみ、電話で
も申し込み可。

■問子育て支援課（緯〈７１〉２２２９）

ひとり親家庭クリスマス会

国際理解の集い「安城から
世界を見よう」
■時１１月１日松午後１時３０分～３時３０分
■場市民交流センター
■内「私たち、安城で子育てしています」
をテーマに、ブラジル・ベトナムな
どのお母さん・お父さんたちから日
本での子育て体験談を聞く

■対市内在住の小学生とその保護者
■定２５組（先着順）
■申１０月２０日捷午前８時３０分から、直接
か電話で市民協働課（緯〈７１〉２２１８）へ

補補助対象自転車の試乗などをしま補助対象自転車の試乗などをしますす

ichiroichiro氏氏

エコきちの環境学習講座

■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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さわやかマナーまちづくり
条例（案）への意見
本市議会は、市民などのモラル向上・
マナー遵守を図るため、さわやかマナ
ーまちづくり条例（案）を作成しました。
皆さんからの意見を募集します。
■問議事課（緯〈７１〉２２５２）
条例案の閲覧
■時１０月１５日昌～１１月１３日昭午前８時３０
分～午後５時１５分（閉庁・休館日を
除く）

■場議事課、市政情報コーナー、文化セ
ンター、各地区公民館、中央図書館
※市公式ウェブサイト内「市議会の
ページ」からも閲覧できます。
意見の提出
閲覧期間中に、住所・氏名（団体・

法人はその名称と代表者住所・氏名）
と意見を持参か郵送（消印有効）・ファ
クス・Ｅメールで議事課（〒４４６－８５０１
住所記載不要／胃〈７７〉８２００／giji@cit
y.anjo.aichi.jp）へ
※電話による意見提出は不可、個別に
回答はしません。提出された意見は
個人情報を除き公表します。

■内共通事項諮雇用期間獅１２月１日捷～
来年３月３１日昇（来年４月以降も更
新の場合あり） 選考獅面接（１１月１１
日昇）

■申１０月２１日昇～３１日晶午前９時～午後
５時（掌捷を除く）に、申込書と資格
証明書を持って、市社会福祉協議会
総務課（緯〈７７〉２９４１）へ
※申込書は同協議会・同ウェブサイ
トで配布。

ヘルパー
■内職務内容獅訪問介護業務 勤務日時
獅捷～松午前７時～午後９時（抄を
含む）のうち、週１回から応相談
賃金獅時給１０５０円～１４９０円、活動手
当１回２２０円

■対介護福祉士、ホームヘルパー１級・
２級、介護職員初任者研修修了者の
いずれかの資格と普通自動車運転免
許を有する人

■定３人程度
介護支援専門員
■内職務内容獅ケアプランの作成 勤務
日時獅捷～晶または昇～松午前９時
～午後５時で応相談 賃金獅時給１４
２０円、通勤割増１日２００円

■対介護支援専門員の資格と普通自動車
運転免許を有する人

■定１人

社会福祉協議会の臨時職員

南吉グルメコンクール本選
の観覧者
書類審査の通過
者が実際に料理を
作ります。また、
本市出身の料理研
究家・寺田真二郎

しん じ ろう

氏が特別審査員を
務めます。
■時１１月９日掌午後
２時～４時（開場は午後１時３０分）

■場市民交流センター
■定５０人
※１０月２０日捷午前９時から、ギャラ
リー＆カフェ南吉館（御幸本町）にて
整理券を配布。

■問叙安城スタイル（緯〈７３〉９５１１）、企画
政策課（緯〈７１〉２２０４）

ネイチャーゲーム「草を使って写真
入れをつくろう」
■時１１月３日抄午前１０時～１１時３０分
■講古居敬子氏（環境アドバイザー）

けい こ

■定２０人（先着順）
押しずしをつくろう
■時１１月４日昇午前１０時～１１時３０分
■内郷土の伝統料理を作り、地産地消
の良さを味わう

■講古居敬子氏（環境アドバイザー）
けい こ

■対１５歳以上（中学生を除く）
■定１０人（先着順）
■￥２５００円（型代を含む）
葉っぱのルールみっけ
■時１１月８日松午前１０時～１１時３０分
■内秋葉公園の中を歩き、落ち葉遊び
をしながら森について学ぶ

■定１０人（先着順）

親子で木登り体験
■時１１月９日掌午前１０時～１１時３０分
■講鬼頭茂雄氏（環境アドバイザー）

しげ お

■定１０人（先着順）
■￥５００円

■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（未就学児は保護者同伴）
■申１０月２０日捷～各講座開催日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（☎・胃〈７６〉７１４８）へ

ファミリー・サポート・セ
ンターの会員
子育てを手助けしてほしい人（依頼

会員）と、子育ての協力をする人（提供
会員）が、互いに助け合う会員組織で
す。
■対依頼会員獅市内在住・在勤・在学の
人 提供会員獅自宅で子どもを預か
ることができる人、子どもが好きで
ボランティア精神のある人

■申捷～晶午前９時～午後５時（抄承を
除く）に、直接か電話でファミリー・
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
■時■申毎月２回開催しています。事前に
直接か電話で同センターへ

提供会員希望者の講習会
■時１１月６日昭午前９時～午後３時３０分
■他保育サポーター養成講座または子育
てネットワーカー養成講座の修了者
は講習会を免除

■申事前に直接か電話で同センターへ

寺寺田寺田氏氏

木登りを楽しも木登りを楽しもうう

講習会の様講習会の様子子


