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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。

■ツイッターをフォローしてくだ
さい
中央図書館では当館スタッフのあ
んずちゃんが
テーマ展示や
おすすめ本の
紹介、おはな
し会の案内な
どをツイッタ
ーでつぶやい
ています。

ぜひ皆さん、
フォローをして
ください。左の
ＱＲコードから
アクセスできま
す。

１日捷・８日捷・１５日捷・２２日捷・
２６日晶・２９日捷

中央図書館（緯〈７６〉６１１１）

６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。

６月２日昇・１６
日昇午前１０時３０
分

えほんとわらべうた
の会（０～２歳）

６月４日昭午前
１０時３０分

おはなしゆりかご
（０～２歳）

６月６日松午後
３時

おはなしレストラン
（小学生以上）

６月９日昇午前
１０時３０分

えほんのとびら（０
～２歳）

６月１０日昌午前
１０時３０分

おはなしたまてばこ
（１～５歳）

６月１３日松午後
２時

おはなしえがお（３
歳～小学３年生）

６月１８日昭午前
１０時３０分

いないいないばあ
（１～５歳）

６月１９日晶午前
１０時３０分

このゆびと～まれ
（０～２歳）

６月２０日松午前
１０時３０分

南吉朗読ででむし会
（小学生以上）

６月２１日掌午後
２時

かみしばいの会（３
歳～小学３年生）

６月２４日昌午前
１０時３０分

おはなしまあだ（１
～５歳）

６月２７日松午前
１１時

大人のための絵本朗
読会（一般）

６月３０日昇午前
１０時３０分

絵本好き集まれ！お
すすめ絵本紹介

おはなし会

デンパーククラブハウスの
体験教室
■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
■場■問デンパーククラブハウス（緯〈９２〉
７１１２）
愛知県産の米粉をつかった「クッキー
ファクトリー」
■時５月３０日松～６月１日捷・６日松～
８日捷午前１０時～午後３時３０分

■￥７５０円

手作りパン教室「デニッシュパン＆動
物あんパン作り」
■時６月７日掌・１３日松・１４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

地元の野菜を使ってつくるヘルシー料
理教室
■時６月１９日晶午前１０時～午後０時３０分
■内きゅうりの中華風和え物、卵とトマ
トの炒め物、鯵の中華風姿蒸し、ジ

あじ

ュース
■定１５人（先着順）
■￥１５００円
■持エプロン、手ふきタオル、箸
■申５月２０日昌午前９時３０分から、直接
か電話で同クラブハウスへ

川と人とのかかわりを学ぼ
う
■時６月１５日捷午前８時３０分～午後４時
■内■場日光川河口排水機場（海部郡飛島
村）ほかを見学し、河川に生息する
生物の生態と河川の役割について学
びます 集合・解散獅市役所西駐車
場
■対市内在住・在学・在勤の２０歳以上
■定２０人（先着順）
■￥１６００円（昼食など）
■申５月２０日昌～２９日晶に、住所・氏名・
年齢・ファクス番号・電話番号を
ファクスでエコネットあんじょう
（胃・緯〈５５〉１３１５）へ
■問環境首都推進課（緯〈７１〉２２０６）

■時５月３０日松午後１時（開演１時３０分）
■場勤労福祉会館
■内カナダ出身の外国人落語家桂三輝の

さんしゃいん

アコーディオン漫談や新作落語
■定１００人（当日先着順）
■￥１０００円
■問昭和建物管理㈱（緯〈７５〉４９３０）、市商
工課（緯〈７１〉２２３５）

桂三輝 落語会イン安城市

エコきちインターンシップ
大学生がエコきちや他の環境ボラン
ティア活動のプログラムに参加するこ
とにより環境への意識を深め、さまざ
まな人とのかかわりからの自己実現を
目指します。
■内登録後、年間３回以上プログラムへ
参加した人に修了証書を授与
※対象プログラムは、エコきち環境
学習プログラム、環境団体エコネッ
トあんじょうが実施するイベントほ
か。
■問環境学習センターエコきち（☎〈７６〉
７１４８）、環境首都推進課（緯〈７１〉２２０６）

碧海信用金庫本店前会場（御幸本町）
■時５月２３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２３日松午前１０時～午後３時
■内手作り品・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。
きーぼーショップミニではきーぼー
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
各会場で買い物をした人に、当日か
ら６月のホコ天きーぼー市開催日まで
利用できる乗車券を２枚進呈。
■問都市計画課（緯〈７１〉２２４３）

今月のホコ天きーぼー市

ああんずちゃあんずちゃんん

■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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■問市体育館（緯〈７５〉３５３５）

■時６月３０日昇、７月１日昌・３日晶・
７日昇午前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２０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１９日晶までの午前９時～午後５
時（捷を除く）に直接市体育館へ（電
話申込不可）

早朝野球大会

朝朝から一振朝から一振りり

地域で運動を中心に活動するリーダ
ーの養成とリーダーバンクへの登録を
行っています。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２５日晶、１０月４日掌・１０日松・
１８日掌・２４日松、１１月１日掌・７日
松・２７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日昇から（松掌抄を除
く）直接か電話で市保健センターへ。
■申６月２日昇～８月９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

■時２日昇～５日晶・９日昇～１３日松・
１６日昇～１９日晶・２３日昇～２７日松・
３０日昇午後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）

６月の土器づくり教室

■時６月１４日掌午後１時３０分
■場総合福祉センター
■内情報交流会、プラスチック板工作
■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

■時６月１６日昇午前１０時～１１時４５分
■場市教育センター
■内ママ落語家の子育て日記－自分が
「好き」と言える子に－
■講桂ぽんぽ娘氏（落語家）

こ

■定２００人（先着順）
■他託児あり（１人３００円、要予約）
■申５月２０日昌～２９日晶午前９時～午後
５時（松掌を除く）に、市教育センタ
ー（緯〈７５〉１０１０）へ

いじめ・不登校対策家庭教
育講演会

消費生活相談窓口において消費生活
相談を担う、消費生活専門相談員の資
格取得を目指す研修を開講します。
※募集案内は県ウェブサイトまたは市
商工課で配布。
■問県民生活課（緯０５２〈９５４〉６１６５）、市商
工課（緯〈７１〉２２３５）

消費生活相談員養成研修

■時７月１１日松午後６時～７時２０分
■場丈山苑
■内出演獅桃月庵 白

とうげつあん はく

酒
しゅ

■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日昌午前９時から電話で丈山
苑（緯〈９２〉７７８０）へ

丈山苑落語会

桃桃月庵 白桃月庵 白酒酒

■対■時■場乳幼児 ▼２日昇・２３日昇獅南部
公民館 ５日晶・１９日晶獅高棚町公
民館 １０日昌・２４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

プラネタリウム６月の生解
説
■時■内６日松・７日掌・１３日松・１４日掌

午後１時３０分・３時獅土星に行こ
う！ ２０日松・２１日掌・２７日松・２８
日掌午後１時３０分・３時獅梅雨の向
こうに、初夏のキラメキ
※２８日は午後１時３０分のみ。
■￥５０円（団体４０円、中学生以下無料）
■場■問文化センター（緯〈７６〉１５１５）

子子育てを楽しも子育てを楽しもうう

どんな形にしようかどんな形にしようかなな


