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■電子紙芝居「カラクリBOOKS」
をお楽しみください
タブレット端末で楽しめる電子紙
芝居「カラクリBOOKS」を、無料配
信しています。「童話作家 新美南吉
物語」「先覚者 都築弥厚物語」「我農
生 山崎延吉物語」の３作品で、い
ずれも本市ゆかりの偉人を題材に、
楽しみながら学べます。
■内ダウンロード方法諮iPad閣App
Store Android端末閣Google
play
※機種により利用できない場合が
あります。

■他各作品についての詳細は中央図書
館ウェブサイト内「郷土メニュー」
ページを参照

中央図書館（緯〈７６〉６１１１）

７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。

７月２日昭午前
１０時３０分

おはなしゆりかご
（０～２歳）

７月３日晶午前
１０時３０分

おはなしポッケ（０
～２歳）

７月４日松午後
３時

おはなしレストラン
（小学生以上）

７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）

７月８日昌午前
１０時３０分

おはなしたまてばこ
（１～５歳）

７月１１日松午後
２時

おはなしどんどん
（幼児～小学３年生）

７月１４日昇午前
１０時３０分

えほんのとびら（０
～２歳）

７月１６日昭午前
１０時３０分

いないいないばあ
（１～５歳）

７月１９日掌午後
２時

かみしばいの会（幼
児～小学３年生）

７月２２日昌午前
１０時３０分

おはなしまあだ（１
～５歳）

７月２５日松午前
１１時

大人のための絵本朗
読会（一般）

７月３０日昭午前
１０時３０分

おはなしの森（１～
５歳）

７月３１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

■申申し込みの必要なものは各申込開始
日の午前１０時から、電話でマーメイ
ドパレス（緯〈９２〉７３５１）へ
※燃焼系！アクアのみ受講料を持っ
て直接マーメイドパレスへ。

屋外開放記念!うなぎのつかみ取り大会
■時６月２１日掌午前１１時
■対小学生以下
■定４０人（先着順）
※当日午前９時３０分より正面玄関で
整理券を配布。代理人不可。

■￥施設利用料
■他当施設では調理しません
高齢者のためのお手軽エクササイズ～
転倒予防運動～
■時７月３日晶午前１０時３０分～１１時３０分
■内下半身を鍛えるエクササイズ
■対６０歳以上の女性
■定１０人（先着順）
■￥５００円
■持運動のできる服装・タオル・飲み物
■申申込開始日獅６月２３日昇

託児あり！トレーニングジム利用会
■時７月９日昭午前１０時３０分～正午
■対６カ月～未就園児とその保護者
■定５人（先着順）
■￥施設利用料
■持運動ができる服・室内用シューズ
■他修了証がない人は講習会にも参加可
■申申込開始日獅６月２４日昌

フィトセラピー（植物療法）体験会
■時７月１０日晶午前１０時３０分～正午
■内夏バテを予防する方法の紹介など
■対１８歳以上
■定８人（先着順）
■￥１８００円
■持バスタオル・筆記用具
■申申込開始日獅６月２４日昌

燃焼系！アクア
■時７月１４日昇～９月１日昇の毎週昇午
後７時～７時５０分（全８回）

■内アクアビクス（水中運動）教室
■対１８歳以上の女性
■定４０人（先着順）
■￥４６００円
■申申込開始日獅６月２３日昇（電話不可）
女性のためのお手軽エクササイズ
■時７月１７日晶午後１時３０分～２時３０分
■内ボールを使ったストレッチなどを健
康運動指導士が指導

■対運動を始めたい中高年の女性
■定１０人（先着順）
■￥５００円
■持運動のできる服装・タオル・飲み物
■申申込開始日獅６月２３日昇

マーメイドパレスへ行こう料理に挑戦！！子どもの料
理教室
■時７月３０日昭、８月５日昌・１８日昇い
ずれも午前１０時～午後１時３０分（受
け付けは午前９時３０分から）

■場文化センター
■内調理実習を通して料理の楽しさやバ
ランスの良い食事について学びます
献立獅いろどり野菜のチーズハンバ
ーグ、コンソメスープ、梨のコンポ
ートヨーグルト添え、ごはん

■講ヘルスメイト（市健康づくり食生活
改善協議会会員）

■対市内在住の小学生
■定各２０人（先着順）
■￥３００円
■持エプロン・三角巾・筆記用具・上履
き・飲み物（水分補給用）

■他会場まで保護者が送迎してください
■申６月２３日昇～７月６日捷午前８時３０
分～午後５時（松掌を除く）に、電話
で市保健センター（緯〈７６〉１１３３）へ

おおいしく作ろおいしく作ろうう

■時７月２５日松午前９時１５分～正午
■場市民交流センター
■内病気が治る身体を温める料理の紹介、
調理 献立獅納豆汁、白菜とツナの
煮びたし

■対４歳以上（小学３年生以下は保護者
同伴）

■定２５人（定員を超えた場合は抽選）
■￥３００円
■持エプロン・三角巾・手ふき
■他抽選の有無にかかわらず申込者に参
加の可否を７月上旬頃通知予定

■申６月３０日昇までの午前８時３０分～午
後５時１５分（松掌を除く）に、直接か
電話または「米をもっと食べよう健
康講座第２回」と明記して、参加者
全員の住所・氏名・生年月日・電話
番号を郵送（必着）・ファクス・Eメ
ールで農務課（〒４４６－８５０１住所記載
不要／胃〈７６〉１１１２／nomu@city.an
jo.aichi.jp）へ

■問グリーンそう古居敬子さん（緯０８０〈５
けい こ

２９５〉７７８２）、農務課（緯〈７１〉２２３３）

米をもっと食べよう健康講
座～第２回～

６日捷・１３日捷・２４日晶・２７日捷

■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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プラネタリウム７月の生解
説
■時■内４日松・５日掌・１１日松・１２日掌

午後１時３０分・３時獅七夕と二十四
節気 夏至・小暑・大暑 １８日松～
２０日抄・２５日松・２６日掌午後１時３０
分・３時獅夏の星空を楽しもう ２１
日昇～２４日晶・２８日昇～３１日晶午後
１時３０分・３時獅夏の星座を探そう
※２６日掌は午後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）

■時７月２８日昇午前８時３０分～午後５時
■場集合施市役所西駐車場 目的地施矢
作ダム・旭高原元気村（豊田市）

■内矢作ダム見学と旭高原元気村でのソ
ーセージ作り体験

■対市内在住の小学生とその保護者
■定４０人（定員を超えた場合は抽選）
■持昼食、飲み物
■申７月３日晶までの午前９時～午後５
時（松掌を除く）に、参加者全員の住
所・氏名・生年月日・電話番号（自
宅と携帯電話）を電話かファクス・
Ｅメールで企画政策課（緯〈７１〉２２０４
／胃〈７６〉１１１２／kikaku@city.anjo.
aichi.jp）へ
※ファクス、Ｅメールの場合は参加
者氏名にふりがなを記入。

矢作川地域交流バスツアー

■時７月１８日松・１９日掌午前９時１０分～
午後４時３０分（全２回。１９日は午後
３時４０分まで）

■場県立高浜高等技術専門校
■対第二種電気工事士の資格取得をめざ
す人

■定２０人（定員を超えた場合は抽選）
■￥２３００円（他に材料代等が必要）
■申６月２２日捷～７月１３日捷に、はがき
（必着）に講座名・郵便番号・住所・
氏名・生年月日・電話番号・勤務先
名・勤務先電話番号を記入し、県立
高浜高等技術専門校（〒４４４－１３２４高
浜市碧海町４－１－６／緯〈５３〉００３１）
へ
※Ｅメールによる申し込みも可。詳
しくは同校ウェブサイトで確認。

■問商工課（緯〈７１〉２２３５）

電気工事士技能講座

■時７月１８日松～２０日抄午前１０時～正午
（全３回）

■場中央図書館
■内都築弥厚生誕２５０年を記念し、水や
生き物をテーマに紙芝居を制作

■対小学生以下で３回とも出席できる人
（未就学児は保護者同伴）

■定２０人（先着順）
■申６月２５日昭午前９時（休館日を除く）
から、直接中央図書館（緯〈７６〉６１１１）
へ

手作りかみしばい教室

かかみしばいを作ろかみしばいを作ろうう

地産地消 安城発！アイデ
ア箱ずしコンクール
安城の魅力とおいしさを箱ずしの木
型（舟）に詰めて競います。
■時試食会兼選考会施９月２７日掌

■場コープ安城よこやま店（横山町）
■内型に酢飯と具材（なるべく安城産）を
入れ、押して成型する。アイデア・
おいしさ・デザインなどを審査。最
優秀作品には米３０手（米券）、木型（舟）
ほかを贈呈
※一次審査（書類）あり。

■対部門諮子ども部門施中学生以下（小
学校低学年までは保護者の支援可）
一般部門施高校生以上（プロも可）
※試食会兼選考会に参加できること。

■申７月２５日松～８月３１日捷午前９時３０
分～午後４時３０分（休園日を除く）に、
応募用紙と完成品の写真かイラスト
を持参か郵送（消印有効）でデンパー
ククラブハウス（〒４４６－００４６赤松町
梶１）へ
※詳細は応募要項で確認。
※応募用紙（応募要項裏面）は同クラ
ブハウスで配布。

■問デンパーククラブハウス（緯〈９２〉７１１２）

■時２日昭・３日晶・７日昇～１１日松・
１４日昇～１７日晶・２０日抄～２５日松・
２８日昇～３１日晶午後１時から（受け
付けは午後１時３０分まで）

■場埋蔵文化財センター
■対小学生以上（小学１～３年生は保護
者同伴）

■定各３０人（当日先着順）
■問埋蔵文化財センター（緯〈７７〉４４９０）

７月の土器づくり教室

埋埋蔵文化財センタ埋蔵文化財センターー

ダンボールコンポスト講習
会
■内■時基礎講習会獅７月１８日松午後１時
３０分～３時 フォローアップ講習会
獅９月２６日松午後３時１５分～４時３０
分（全２回）

■場リサイクルプラザ
■講市消費生活学校会員
■対市内在住の１８歳以上
■定１５人程度（先着順）
■￥７００円
■申６月１９日晶～３０日昇午前９時～午後
５時（松掌を除く）に、電話で清掃事
業所（緯〈７６〉３０５３）へ

■時７月１日昌～６日捷午前９時３０分～
午後５時（入園は午後４時３０分まで）

■場デンパーク
■内内藤満里子氏と生徒によるラベンダ

ま り こ

ー、ハーブ、スパイスを使用した作
品約５０点を展示

■問デンパーク（緯〈９２〉７１１１）

Mariko
マリコ

Style花教室作品展
スタイル

～ラベンダー大好き！～

■時７月２５日松午前１０時～１１時、午後２
時～３時

■場丈山苑
■対小学生以上
■定各２０人（先着順）
■￥５００円（材料費含
む、中学生以下
は４００円）

■申６月２４日昌からの午前９時～午後５
時に、電話で丈山苑（緯〈９２〉７７８０）へ

丈山苑生け花体験



芽広報あんじょう 2015.6.15

■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。

デンパーククラブハウスの
体験教室
■問同クラブハウス（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
愛知県産の米粉をつかった「クッキー
ファクトリー」
■時７月４日松～６日捷午前１０時～午後
３時３０分

■￥７５０円
■申時間内に同クラブハウスへ
手作りパン教室「デニッシュパン＆動
物あんパン」
■時７月４日松・５日掌・１１日松午後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７月１７日晶午前１０時～午後０時３０分
■内献立獅ジュース、長芋のずんだ和え、
蒸し鶏の緑酢、揚げ野菜の冷やしう
どん

■定１５人（先着順）
■￥１５００円
■持エプロン、手拭きタオル、箸
■申６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

市民ギャラリー陶芸講座
「親子でろくろ」
■時８月１日松午前９時～正午
■場市民ギャラリー
■内ろくろと手びねりによる陶芸作品を
親子で作ります

■講加藤克也氏（陶芸家）
かつ や

■対小学生とその保護者
■定２０組４０人（定員を超えた場合は抽選）
■￥１人１３００円
■申６月３０日昇までに、はがき（必着）に
代表者の住所・氏名・年齢・電話番
号・参加人数・参加者全員の氏名を
記載して市民ギャラリー（〒４４６－００
２６安城町城堀３０）へ
※はがき１枚で３人まで応募可。

■問市民ギャラリー（緯〈７７〉６８５３）

■問堀内公園（緯〈９９〉５９４７）
■他詳細は問い合わせてください
シャボン玉の中に入ろう
■時６月２７日松午前１０時・午後２時（雨
天の場合、２８日掌に順延）

■定各５０人（当日先着順、材料がなくな
り次第終了）

■他シャボン玉で遊ぶこともできます
回数券の販売
■時７月１日昌～３１日晶午前９時～午後
４時３０分（昇を除く）

■内１０００円分の回数券を購入すると、有
料遊具利用券を２枚進呈

大人向け講座「デコクレイ講座」
■時７月３日晶・８日昌・１０日晶午前１０
時～正午

■内デコクレイ粘土で小物作り
■対１８歳以上
■定各１０人（先着順）
■￥５００円
■申６月２０日松～各講座前日までの午前
９時～午後４時３０分（昇を除く）に、
直接か電話で堀内公園へ

作ってみよう！「ミサンガ作り」
■時７月４日松・５日掌午前１０時～午後
３時

■定各５０人（当日先着順）
大人向け講座「フラエクササイズ」
■時①シルバークラス施７月１日昌・１５
日昌午前９時３０分～１０時２０分 ②親
子フラエクササイズ施７月１日昌・
１５日昌午前１０時３０分～１１時２０分
③チャレンジクラス施７月６日捷・
１３日捷午前１０時～１０時５０分

■対①施６０歳以上 ②施１歳～未就学の
子とその母親 ③施１８歳以上

■定①施２０人 ②施１５組 ③施２０人 い
ずれも先着順

■持運動のできる服装・タオルなど
■申６月２０日松～各講座前日までの午前
９時～午後４時３０分（昇を除く）に、
直接か電話で堀内公園へ

ノルディックウォーキング＆棒ビクス
体験会
■時７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

■対①獅小学生以上 ②獅１８歳以上
■￥器具使用料各５００円。２種類使用す
る場合は８００円、持参する人は無料
※料金は当日支払い。

■持運動しやすい服装・靴・飲み物
■申６月２０日松～７月１０日晶午前９時～
午後４時３０分（昇を除く）に、直接か
電話で堀内公園へ

堀内公園へ行こう
■対■時■場乳幼児諮３日晶・３１日晶獅高棚
町公民館 ７日昇・２８日昇獅南部公
民館 ８日昌・２２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）

７月の移動児童館

■問青少年の家（緯〈７６〉３４３２）
■他会場へは乗り合わせか徒歩・自転車
でお越しください
盆踊り講習会
■時６月１９日晶・２６日晶、７月３日晶い
ずれも午後７時３０分～９時

■場安城北中学校
■持体育館シューズ
太鼓講習会
■時７月９日昭・２３日昭いずれも午後７
時３０分～９時

■場青少年の家
■定各２０人（先着順）
■申６月２７日松午前９時から、直接か電
話で青少年の家へ
南吉音頭＆ヤコウｄｅサンバ講習会
■時７月１７日晶午後７時３０分～９時
■場青少年の家
■持体育館シューズ

青少年の家の講座

青青少年の青少年の家家

親子自然観察会～豊田市自
然観察の森を歩く～
■時７月１２日掌午前８時３０分～午後４時
３０分

■場集合施市役所西駐車場 目的地施

「自然観察の森」、鞍ヶ池公園内植物
園（豊田市）

■内観察指導員による解説つきの観察会
※集合場所から現地まではバスで移
動。

■対市内在住の小学生とその保護者
■定１３組程度（先着順）
■￥１組５００円
■持昼食、飲み物
■申６月２２日捷～３０日昇に、参加者の住
所・氏名・生年月日・電話番号・フ
ァクス番号をファクスでエコネット
あんじょう事務局へ

■問エコネットあんじょう事務局（緯・
胃〈５５〉１３１５）、環境首都推進課（緯〈７１〉
２２０６）

■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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女子男子部門

５０ｍ自・平・背５年
小学生 ６年

２００ｍリレー５・６年
１００ｍ自・平・背・
４００ｍリレー中学生

５０ｍバタ１００ｍバタ
１００ｍ自・平・背・バ
タ・４００ｍリレー１６歳以上

５０ｍ自・平・背・
２００ｍリレー２０歳以上

５０ｍ自・平・背３０歳以上

５０ｍ自・平４０歳以上
５０歳以上

２５ｍ自・平６０歳以上

安城選手権大会夏季水泳競
技会

■時８月２日掌午前９時１０分～午後３時
■場市スポーツセンター
■対■内小学５年生以上で市内在住・在勤・
在学のアマチュア競技者 種目獅下
表のとおり

■￥１００円（市内小・中学校在学者は無料）
■他公共交通機関または乗り合わせで来
場ください

■申６月２３日昇～７月９日昭午前９時～
午後５時（捷を除く）に、申込書を持
って市体育協会（市体育館内／（緯〈７
５〉５１８２）へ
※申込書は同協会・同協会ウェブサ
イト・スポーツセンター・マーメイ
ドパレスで配布。

■問市体育館（緯〈７５〉３５３５）

７月１日昌から、し尿くみ取り手数料を改定します。今回は昨年の消費税
増などによるものです。みなさまのご理解、ご協力をよろしくお願いします。
■料金前後表

定額制（２カ月に１回のくみ取り）定額制（１カ月に１回のくみ取り）
新（円）旧（円）人数新（円）旧（円）人数

８３０８００１人５４０５２０１人
１，４１０１，３５０２人８３０８００２人
１，９９０１，９００３人１，１２０１，０７０３人
２，５７０２，４５０４人１，４１０１，３５０４人
３，１５０３，０００５人１，７００１，６２０５人
３，７３０３，５５０６人１，９９０１，９００６人
４，３１０４，１００７人２，２８０２，１７０７人
４，８９０４，６５０８人２，５７０２，４５０８人
５，４７０５，２００９人２，８６０２，７２０９人
６，０５０５，７５０１０人３，１５０３，０００１０人

※１カ月に２回以上くみ取りを行う場合は、２回目以降１回当たり６３０円。
※収集する便槽が２槽以上ある場合は、２槽目から１便槽ごとに２５０円を加算。
従量制（くみ取りの量に応じて手数料を支払っている人）

新旧
３６狩までごとに３５０円３６狩までごとに３４０円

■問環境クリーンセンター（緯〈９２〉０１７８）

※工事等に伴い設置さ
れた仮設便所の便槽
は、従量制の料金に
１，０３０円を加算。

全国一斉「子どもの人権１１０
番」強化週間
■時６月２２日捷～２６日晶午前８時３０分～
午後７時、６月２７日松・２８日掌午前
１０時～午後５時

■内いじめ・虐待など、子どもの人権に
関する悩みごと、心配ごとなどの相
談に応じます 子どもの人権１１０番
相談専用電話獅緯０１２０〈００７〉１１０

■問名古屋法務局人権擁護部（緯０５２〈９５２〉
８１１１）、市市民課（緯〈７１〉２２２１）

道路の損傷等をお知らせく
ださい
安全に通行できるよう、道路の穴ぼ
こ、陥没、ガードレール・カーブミラ
ーの損傷、側溝等の破損、照明灯の球
切れ・異常点灯を見つけたら、連絡し
てください。
■問維持管理課（緯〈７１〉２２３７）

市民活動のための保険を学
ぼう！
■時７月９日昭午後７時～８時３０分
■場市民交流センター
■内安心して市民活動を行うために、な
ぜ保険加入が必要なのかを理解し、
今後の活動に生かせる保険について
も学ぶ

■対市民活動をしている人、市民活動を
始めようとしている人

■定４０人（先着順）
■申６月２０日松～７月３日晶午前９時～
午後８時（捷を除く）に、直接か電話
で市民交流センターへ

■問市民交流センター（緯〈７１〉０６０１）、市
民協働課（緯〈７１〉２２１８）

碧海信用金庫本店前会場（御幸本町）
■時６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６月２７日松午前１０時～午後３時
■内地元産野菜等物販ブース、七夕まつ
り市民飾りを一緒に作ろう、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、きーぼーグ
ッズの販売

■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
ら次回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


