
■場■問丈山苑（緯〈９２〉７７８０）
■￥入苑料（中学生以下無料、呈茶を希
望する人は別途３００円）
週末春の宵開苑
■時５月２日松・３日抄・９日松・１０日
掌

■内開苑時間を午後７時まで延長（入苑
は午後６時３０分まで）

煎茶のおいしい飲み方体験
■時６月２０日松午前１０時～正午
■定３０人（先着順）
■申５月１３日昌午前９時から、電話で丈
山苑へ

丈山苑の催し
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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。

■内■時①パソコン初級施６月～１０月
②パソコン応用施７月～８月 ③調
剤薬局事務施７月～８月 ④介護職
員初任者研修施７月～１０月
■場①獅名古屋・豊橋市内 ②③④獅名
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（いずれも定員を超えた場合
は抽選）
■￥教材費
■申５月７日昭～２８日昭午前８時３０分～
午後５時１５分（松掌を除く）に子育て
支援課（緯〈７１〉２２２９）へ

母子家庭等就業支援講習会

■場■申５月１４日昭午前９時から電話で子
育て支援センター（あんぱ～く内／
緯〈７２〉２３１７）へ
※１人１講座まで。

育児講習会「子どもの授乳・卒乳＆産
後のお母さんのケア」
■時６月１９日晶午前１０時～１１時３０分
■講鈴木久美子氏（助産師）

く み こ

■対１歳６カ月未満の子の保護者
■定３０人（先着順）

親子遊び講習会「おしゃべりピアニス
トひらめの親子ふれあいコンサート～
歌って子育てしませんか～」
■時７月１０日晶午前１０時～１１時３０分
■講平松八江子氏（音楽学校講師）

や え こ

■対未就園児とその保護者
■定３０組（先着順）
子育て何でも相談広場「巨大地震にど
う備えるか」
■時７月１６日昭午前１０時～１１時３０分
■対乳幼児とその保護者
■定２０組（先着順）

子育て支援センター講習会

■時５月２５日捷午前１０時～正午
■場勤労福祉会館
■内タブレットＰＣの操作方法の説明
■定２０人（先着順）
■￥１０００円
■持筆記用具（操作用機器は貸し出しま
す）

■申５月１１日捷～２３日松午前９時～午後
９時（掌を除く）に、電話で勤労福祉
会館（緯〈７６〉２９０２）へ

■問市商工課（緯〈７１〉２２３５）

タブレットＰＣ取り扱い講
座 昭和３０年～５０年頃の中心市街地の写真が見られるアプリケーションソフト

「安城ＡＲナビ昔の写真帳」を使って、当時の写真と現在のまちなみを見比べ
ながら中心市街地を散策します。
■時５月３０日松午前１０時～正午
■場集合場所獅ＪＲ安城駅南口２階デッキ
■定２０人（先着順）
■持通信可能なタブレット・スマートフォン（５台まで貸出可）
■他事前に「安城ＡＲナビ」のインストールを済ませておいてく
ださい。ダウンロードの方法など詳細は、中央図書館ウェブ
サイトに掲載
■申５月９日松午前９時から、直接か電話で中央図書館（緯〈７６〉６１１１）へ

県内唯一の天然湖沼「油ヶ淵」と、そ
の周辺区域で整備が進んでいる、西三
河で初めての県営都市公園油ヶ淵水辺
公園を紹介するイベントです。
■時５月２４日掌午前９時４５分～正午
※雨天中止。

■場東端町地内（申込者に地図を送付）
■内油ヶ淵周辺の農業を知る田植え
■定５０人（先着順）
■申５月７日昭～２０日昌午前８時４５分～
午後５時３０分（松掌を除く）に、住所・
氏名・電話番号・参加人数を電話ま
たはＥメールで県知立建設事務所都
市施設整備課（緯〈８２〉６４９３／abu-pa
rk@pref.aichi.lg.jp）へ
※Ｅメールの件名は、「油ヶ淵水辺公
園イベント」としてください。

■問市公園緑地課（緯〈７１〉２２４４）

田植えを体験しよう

マーメイドパレスの講座
■場■問マーメイドパレス（緯〈９２〉７３５１）
■時５月２０日昌午前１１時～正午
■内■定①初級水泳「クロールから始めま
しょう」獅２０人 ②体験アクアビク
ス獅４０人 いずれも先着順

■対１８歳以上
■他６カ月～未就園児の託児あり（先着
５人）
■申５月８日晶午前１０時から、直接か電
話でマーメイドパレスへ

田田植えをしま田植えをしますす

地震に備えましょ地震に備えましょうう

煎茶を味わいま煎茶を味わいますす

■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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平成２８年度に小・中学校、高等学校
入学予定で、障害の可能性があると思
われるお子さんとその保護者を対象に、
特別支援学校の様子を知ってもらうた
めの体験入学を実施します。
■対下記対象に該当する子とその保護者
■他各学校では、体験入学日以外でも随
時相談を受け付けています

■申直接、各学校へ
■問学校教育課（緯〈７１〉２２５４）
安城特別支援学校（桜井町）
■時小学部

▲

見学会獅５月１３日昌 体験
入学獅９月１６日昌・２４日昭 中学部▲

見学会獅５月８日晶

■対平成２８年度、小・中学校に入学予定
で知的障害や情緒障害のある子
■申安城特別支援学校（緯〈９９〉３３４５）
岡崎特別支援学校（岡崎市）
■時７月８日昌、９月１６日昌

■対平成２８年度、小学校に入学予定で手
足に不自由のある子
■申岡崎特別支援学校（緯０５６４〈４８〉２６０１）
大府特別支援学校（大府市）
■時７月１４日昇、１０月２２日昭

■対平成２８年度、小・中学校、高等学校
に入学予定で病気療養中の子

■申大府特別支援学校（緯０５６２〈４８〉５３１１）

県立特別支援学校の体験入
学

■時６月３日昌午後２時～３時３０分
■場安城商工会議所
■内激動する世界「日本の針路を考える」
■講長谷川幸洋氏（東京新聞・中日新聞

ゆき ひろ

論説副主幹・ジャーナリスト）
■申５月２９日晶ま
でに、電話か
ファクスで安
城商工会議所
（緯〈７６〉５１７５
／胃〈７６〉４３２
２）へ
■問市商工課（緯

〈７１〉２２３５）

安城商工会議所時局講演会
■時６月７日掌

■対下表のとおり

※昨年１０月に実施している子を除く。
■持母子健康手帳
■他平成２５年５月～１０月生まれの子は１０
月２５日掌に実施予定

■場■問市保健センター（緯〈７６〉１１３３）

２歳児の歯科健診とフッ化
物（フッ素）塗布

対象受付時間
平成２４年１１・
１２月生まれ午前９時～９時４５分

平成２５年１・
２月生まれ

午前９時４５分～１０時３０
分

平成２５年３・
４月生まれ

午前１０時３０分～１１時１５
分

平成２４年５～
１０月生まれ（※）

午前１１時１５分～１１時３０
分

■時５月１０日掌午前１０時（雨天中止）
■内無

む

量
りょう

寿寺・八橋かきつばた園（知立
じゅ じ やつ はし

市）まで往復約７灼 集合場所獅北
部公民館駐車場
■持昼食・水筒・雨具・敷物など
■他乗り合わせか公共交通機関でお越し
ください。希望者は、在原寺・根上

ざい げん じ ね あが

りの松・業平塚も巡ります
なり ひら づか

■問市体育館（緯〈７５〉３５３５）

歩け運動に参加しません歩け運動に参加しませんかか

■対安城・碧南・刈谷・知立・高浜市在
住、在勤、在学の人は、どの会場で
も受講可能
■問衣浦東部広域連合消防局消防課（緯

〈６３〉０１３５）
普通救命講習Ⅲ
■時５月１６日松午前９時～正午
■場刈谷消防署
■内小児・乳児・新生児の心肺蘇生法、
ひきつけ、のどに異物が詰まった時
の処置

■定２０人（先着順）
■申５月５日抄午前９時から刈谷消防署
救急係（緯〈２３〉１２９９）へ

普通救命講習Ⅰ
■時５月１７日掌午前９時～正午
■場知立消防署
■内心肺蘇生法（気道確保、人工呼吸、
胸骨圧迫）、ＡＥＤの使用法、止血法
■定２０人（先着順）
■申５月５日抄午前９時から知立消防署
救急係（緯〈８１〉４１４４）へ

心心肺蘇生法などを学びま心肺蘇生法などを学びますす

救命講習会

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獅名古屋文理大学文化
フォーラム ④獅大府市勤労文化会館
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５月１１日捷～２７日昌（消印有効）に申
請書を（一社）愛知県危険物安全協会
連合会へ郵送または、同連合会ウェ
ブサイトから申し込み

■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２６日晶

午前
午後－－

②

３０日昇

午後－午前７月１日昌

午前午後－２日昭

午前－午後３日晶

午後－午前③７日昇

午後午前－④１０日晶

午前－午後

②

１４日昇

午後午前－１５日昌

午後－午前１６日昭

午前
午後－－１７日晶

午前－午後⑤２２日昌

午後－午前⑥２４日晶

給油＝給油取扱所 特定＝特定事業所

カキツバタ歩け運動

長長谷川長谷川氏氏


