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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。

新美南吉生誕記念朗読会
■時７月２６日掌午前９時３０分～１１時３０
分

■定５０人（当日先着順）
手品をつくろう
■時７月２８日昇午前１０時～正午
■内簡単な材料で手品をつくります。
みんなに披露して驚かせよう！

■定１０人（当日先着順）
おはなし「怪談の夕べ」
■時７月２８日昇午後１時～２時３０分
■内お話と音楽で、絵本や昔話をお話
します

■定５０人（当日先着順）
こわ～い！おはなし会
■時７月３１日晶午後３時～４時
■内会場を暗くして、日本や外国の怪
談話をします。大人も楽しめます

■対小学生以上
■定５０人（当日先着順）

８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

図書館の催し

※対象年齢は目安です。

８月１日松午後
３時

おはなしレストラン
（小学生以上）

８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）

８月６日昭午前
１０時３０分

おはなしゆりかご
（０～２歳）

８月８日松午後
２時

おはなしえがお（幼
児～小学３年生）

８月１２日昌午前
１０時３０分

おはなしたまてばこ
（１～５歳）

８月１６日掌午後
２時

かみしばいの会（幼
児～小学３年生）

８月２０日昭午前
１０時３０分

いないいないばあ
（１～５歳）

８月２１日晶午前
１０時３０分

このゆびと～まれ
（０～２歳）

８月２２日松午前
１１時

大人のための絵本朗
読会（一般）

８月２６日昌午前
１０時３０分

おはなしまあだ（１
～５歳）

８月２７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

■問マーメイドパレス（緯〈９２〉７３５１）
プール利用時間延長
■時７月２１日昇～８月３１日捷

■内期間中はプール・トレーニングルー
ムとも利用時間を午前１０時～午後９
時（入場は午後８時３０分まで）に延長
※期間中は無休。

開館１６周年記念イベント「水中宝探し」
■時７月２４日晶午前１０時
■内プール内に隠されたカプセルを見つ
け出して、景品をゲットしよう

■対プールを利用する小学生以下
■定５０人（当日先着順）
■￥施設利用料
開館１６周年記念品プレゼント
■時７月２４日晶

■内プール・トレーニングルーム利用者
へオリジナルグッズをプレゼント。
子どもにはお菓子をプレゼント

■定各１００人（当日先着順）
■￥施設利用料
かき氷早食い競争
■時７月２５日松午後２時
■内５人１組でカキ氷を食べる早さを競
います。上位入賞者には景品を進呈

■対■定小学生未満の部獅２０人 小学１～
３年の部獅２０人 小学４～６年の部
獅２０人 一般の部（中学生以上）獅男
女各１０人 いずれも先着順
※当日午後１時５０分より屋外プール
サイドで受け付け。

■￥施設利用料
土日限定「トレーニングルーム利用料
還元フェア」
■時８月１日松～３０日掌の松掌

■内くじをひいて、当たりが出たらマー
メイドパレス無料券をプレゼント

■対トレーニングルーム利用者
早得！お菓子のつかみ取り
■時８月３日捷～７日晶午前９時３０分か
ら参加券を配布

■内プール利用後、お菓子のつかみ取り
に参加できます

■対プールを利用する小学生以下
■定各５０人（先着順）
■￥施設利用料
夕方チャンス！お楽しみイベント
■時８月７日晶・２１日晶・２８日晶午後５
時

■内プールに浮かべたカプセルから当た
りが出た人に、お菓子詰め合わせを
進呈

■対プールを利用する小学生以下
■定各３０人（当日先着順）
■￥施設利用料

マーメイドパレスへ行こう

３日捷・１０日捷・１７日捷・２４日捷・
２８日晶・３１日捷

中央図書館（緯〈７６〉６１１１）
絵絵本を作ろ絵本を作ろうう

■時８月２０日昭午後１時３０分～４時３０分
■場衣浦東部浄化センター（碧南市港南
町）

■内下水道の仕組みを説明、施設見学
■対小学生とその保護者
■定３０組（先着順）
■申７月２７日捷～８月１９日昌午前９時～
午後５時（松掌を除く）に、衣浦東部
浄化センター（緯〈４８〉８２１０）へ

■問市下水道管理課（緯〈７１〉２２４７）

夏休み親子下水道教室

親子秋ジャガ植付・収穫体
験
■時植付け獅８月２９日松 収穫獅１１月２１
日松午前９時３０分～１１時（全２回）

■場アグリライフ支援センター
■対市内在住の小学生以下の子とその保
護者で両日ともに参加できる人

■定２０組（定員を超えた場合は抽選）
■￥１組１０００円
■申７月１６日昭～２４日晶午前８時３０分～
午後５時１５分（捷を除く）に、郵送
（必着）か電話・ファクス・Ｅメール
で、参加者の住所・氏名・連絡先・
参加者数（代表者含め、大人・子ど
もそれぞれの人数）を、アグリライ
フ支援センター（緯〈９２〉６２００／胃〈９２〉
６１２２／agrilife@city.anjo.aichi.jp
／〒４４４－１２０１石井町辻原１３１－２）へ
※右のQRコード（応募
フォームが開きます）
からも申し込みできま
す。

■時８月２５日昇午前９時３０分～正午
■内自分だけの手づくり仕掛け絵本を制
作

■講ちとりの会
■定２０人（先着順）
■￥６００円
■他未就学児は保護者同伴
■申８月１日松午前９時から、直接中央
図書館へ

■場■問中央図書館（緯〈７６〉６１１１）

手づくり絵本教室

■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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ソーセージ作り体験＆ラン
チ交流会！
■時８月１５日松午前９時３０分～午後２時
■場デンパーク
■内若手農業者とソーセージ作り体験の
後、デンパーク内レストランでラン
チ交流会を開催します。作ったソー
セージは持ち帰りできます

■対２０～４０歳の独身女性
■定１０人（先着順）
■￥１０００円
■申７月２６日掌までに、氏名・年齢・当
日連絡の取れる電話番号・参加人数
をEメールでA・S4Hクラブ（as4h
club@yahoo.co.jp）へ

■問県農業改良普及課（緯〈７６〉２４００）、市
農務課（緯〈７１〉２２３３）

費用定員対象とき講座名

６，９００円
（傷害保
険料含
む）

２０人４歳以上９月９日昌～１２月１６日昌の毎週昌（抄・除外
日※を除く）午後４時～４時５０分（全１２回）

幼児スイミ
ング

各３０人

小学１～
３年生

９月１１日晶～１２月１８日晶の毎週晶（除外日※
を除く）午後４時～４時５０分（全１２回）

児童スイミ
ング

１８歳以上
の女性

９月８日昇～１２月２２日昇の毎週昇（抄承・除
外日※を除く）午後１時～１時５０分（全１２回）昇

ゆったり
スイム ９月１０日昭～１２月１７日昭の毎週昭（除外日※

を除く）午後１時～１時５０分（全１２回）昭

各４０人

９月８日昇～１２月２２日昇の毎週昇（抄承・除
外日※を除く）午後１時～１時５０分（全１２回）昇

アクアビ
クス ９月１１日晶～１２月１８日晶の毎週晶（除外日※

を除く）午後４時～４時５０分（全１２回）晶

■内■時■対■定■￥下表のとおり
■他８月１８日昇～３１日捷に受講料を納めてください。期間中に入金がない場合は、
参加できません

■申７月２１日昇～８月１４日晶午前１０時～午後７時３０分に、直接マーメイドパレスへ
※定員を超えた場合は、８月１７日捷に公開代理抽選（未受講者優先）。定員に満
たない講座は追加募集あり。
※キャンセル待ちは抽選順で各５人。

■問マーメイドパレス（緯〈９２〉７３５１）

マーメイドパレスの教室

※除外日施１０月１日昭～１６日晶

ユースカレッジのお兄さん、お姉さ
んと工作やレクリエーションで遊ぼう。
夏休みの自由工作にもオススメです！
■時８月２日掌午前１０時～正午
■場青少年の家
■対市内在住の小学４年生以下（未就学
児は保護者同伴）

■定２０人（先着順）
■￥５００円
■申７月１７日晶～３１日晶午前９時～午後
5時（捷を除く）に、直接か電話で青
少年の家（緯〈７６〉３４３２）へ

夏休みわくわく子ども教室
２０１５！ 特別審査員に名古屋おもてなし武将

隊の織田信長と七夕親善大使が登場。
浴衣の着付け、髪型を含めたトータル
コーディネート、姿勢（立ち姿、歩き
姿）、全体の雰囲気等のバランスを総合
的に審査します。老若男女問いません
ので、気軽に参加してください。
■時８月１６日掌午後６時
■場デンパーク
■内部門・定員諮キッズ（小学生以下）獅
２０人 グループ（２人以上の家族・
カップル・友達等）獅３０組 賞諮各
部門グランプ
リのほか特別
賞

■申７月２２日昌午
前９時３０分か
ら参加部門・
参加者全員の
氏名・年齢・
性別・代表者の電話番号・住所を電
話でデンパーク（緯〈９２〉７１１１）へ

ゆかたコンテスト

■時■内１日松・２日掌・８日松・９日掌・
１５日松午後１時３０分・３時獅銀河鉄
道に乗って… １６日掌・２２日松・２３
日掌・２９日松・３０日掌午後１時３０分・
３時獅夏の夜空を探索しよう！ ４
日昇～７日晶・１１日昇～１４日晶・１８
日昇～２１日晶・２５日昇～２８日晶午後
１時３０分・３時獅夏の星座を探そう
※９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）

演者はたった一人。本を片手に、全
編広島ことばで繰り広げられる平和へ
のメッセージ。笑って泣ける感動のひ
と時です。
■時８月９日掌午後２時～３時３０分
■内出演獅天のたつし（松風の会）

まつ かぜ

■定５０人（当日先着順）
■場■問中央図書館（緯〈７６〉６１１１）

アルミホイルを使って人や動物を楽
しく作ります。
■時８月１日松午前
１０時３０分～正午

■場中央図書館
■講箔屋スフィカ氏

はく や

（ホイルモデラー）
■対小学生（低学年
は保護者同伴）

■定１５人（先着順）
■￥１００円
■申７月１９日掌午前９時から、電話で中
央図書館（緯〈７６〉６１１１）へ

アルミホイルで遊ぼう

戦後７０年記念ひとり読み語
りしばい『父と暮せば』

プラネタリウム８月の生解
説
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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。

■時１０月からの松掌に開講（介護職員初
任者研修は一部昇）

■内■場下表のとおり
■対県内のひとり親家庭の父・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７月３１日晶～８月２１日晶午前８時３０
分～午後５時１５分（松掌を除く）に、
申込書を持って子育て支援課（緯〈７１〉
２２２９）へ
※申込書は同課・市役所西会館職業
相談室・総合福祉センターで配布。

父子家庭の
受講可否ところ内容

否名古屋市経理事務
調剤薬局事務

可岡崎市パソコン初級
否名古屋市パソコン中級

可豊橋市パソコンお仕
事応用

一部可名古屋市・
知立市

介護職員初任
者研修

可名古屋市登録販売者

母子家庭等就業支援講習会

流しそうめん体験
■時７月１８日松～８月３０日掌の松掌抄

午前１０時～午後３時
■内安城名産「和泉そうめん」を使った
流しそうめん体験

■定各２００人（当日先着順）
■￥５００円

手作りアイスクリーム教室
■時７月２３日昭～８月３１日捷（８月２
日掌は除く） 捷～晶獅午前１１時
３０分、午後１時・２時 松掌抄獅

午前１０時３０分・１１時３０分、午後１
時・２時・３時

■内アイスクリームにいちごジャムや
チョコレートなど好きな味のソー
スをかけて食べましょう

■定各１５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

手作りパン教室「かぶとむしパンを
作ろう！」
■時８月１日松・８日松～１６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８月７日晶午前１０時～午後０時３０
分

■内献立獅マンゴーとアーモンドのジ
ュース、アボカドのカプレーゼ、
ナスとピーマンのプロヴァンス風
炒め、玄米リゾット

■講入山竜彦氏（健康料理アドバイザー）
たつ ひこ

■定２０人（先着順）
■￥１５００円
■持エプロン、手拭きタオル、箸
■申７月２０日抄午前９時３０分から、直
接か電話で同クラブハウスへ
親子で作ろう！手作りトマトケチャ
ップに挑戦！
■時８月１２日昌午前１０時～正午
■講村尾孝俊氏（コーミ株式会社ケチ

たか とし

ャップマイスター）
■定３０人（先着順）
■￥１０００円（小学生以上）
■他作ったトマトケチャップは瓶に入
れて持ち帰ることができます

■申７月２０日抄午前９時３０分から直接
か電話で同クラブハウスへ
親子でネイチャーヨガ体験
■時８月２０日昭午前１０時～正午
■講上田愛佳氏（キッズヨガインスト

あい か

ラクター）
■定３０人（先着順）
■￥５００円（３歳未満無料）
■申７月２０日抄午前９時３０分から、直
接か電話
で同クラ
ブハウス
へ

ガーデニング講座
■時①８月９日掌 ②８月２３日掌 いず
れも午後１時３０分～４時

■場文化センター
■内①獅花木の剪定・繁殖 ②獅花苗の

せん てい

栽培管理
■講①獅稲垣治之氏（安城農林高等学校

はる ゆき

生物工学科教諭） ②獅水野恭彦氏
たか ひこ

（同）
■対市内在住・在勤・在学の人
■定各１００人（当日先着順）
■問エコネットあんじょう事務局（緯〈５５〉
１３１５）、環境首都推進課（緯〈７１〉２２０６）

夏休み絵画教室
■時８月４日昇午前１０時～正午
■場勤労福祉会館
■講桑原民江氏（虹の会・桑原絵画教室

くわ はら たみ え

主宰）
■対小学生以上
■定２５人（先着順）
■￥９００円
■持クレヨン・水彩絵の具
■申７月２１日昇午前９時から電話で勤労
福祉会館（緯〈７６〉２９０２）へ

■問商工課（緯〈７１〉２２３５）

弥弥生時代と同じ作り方で土器を制弥生時代と同じ作り方で土器を制作作

■時１日松・４日昇～７日晶・１８日昇～
２１日晶・２５日昇～２９日松午後１時か
ら（受け付けは午後１時３０分まで）

■対小学生以上（小学３年生以下は保護
者同伴）

■定各３０人（当日先着順）
■場■問埋蔵文化財センター（緯〈７７〉４４９０）

８月の土器づくり教室

カラフルゴムでオリジナルブレスレ
ットを作ろう！
■時８月１日松～
３０日掌午前９
時～午後５時
（捷は休苑。
入苑は午後４
時３０分まで）

■￥ 入苑料獅１００
円（中学生以
下無料） 呈茶料獅３００円

■問丈山苑（緯〈９２〉７７８０）へ

丈山苑の催し

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

■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■時■場乳幼児諮４日昇・１８日昇獅南部
公民館 １９日昌獅東部公民館 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）

８月の移動児童館

点検していますか？住宅用
火災警報器
全ての住宅に住宅用火災警報器の設
置が義務づけられて１０年が経過しよう
としています。
取り付け後も、いざというとき故障
や電池切れのないよう、定期的に作動
確認（垂れているひもを引くかボタン
を押せばＯＫ）
をしましょう。
また、１０年を経
過した住宅用火
災警報器は、電
子部品の寿命や
電池切れなどで、
火災を感知しなくなることがあるため、
交換をおすすめします。
まだ付いていない家庭は、大切な命
を守るために１日も早く住宅用火災警
報器を設置しましょう。
■問衣浦東部広域連合消防局予防課（緯

〈６３〉０１３６）

（仮称）子ども発達支援セン
ター整備に係る説明会
■時①７月２５日松 ②９月２６日松 ③１０
月３１日松 いずれも午前１０時～１１時
３０分

■場①獅昭林公民館 ②③獅市民会館
■内（仮称）子ども発達支援センターの整
備にあたり、事業概要等の説明と意
見の聴取を行います

■問子育て支援課（緯〈７１〉２２２７）

国民健康保険「高齢受給者
証」を送付
現在の高齢受給者証（白色）の有効期

限は７月３１日晶です。対象者には、７
月下旬に新しい高齢受給者証（薄だい
だい色）を世帯主あてに送付します。
８月以降に医療機関で診療を受ける
場合には、保険証とともに新しい高齢
受給者証を提示してください。
高齢受給者証は、医療費の自己負担
割合を示すものです。割合は、平成２６
年中の収入・所得により判定します。
■対７０歳以上の国民健康保険加入者
■他７０歳の誕生日の翌月１日（１日生ま
れの人は誕生月）
から該当となり
ます。新たに対
象となる人には、
該当月の前月下
旬に送付します

■問国保年金課（緯

〈７１〉２２３０） 消費者ホットラインは、契約・悪質
商法等の相談を受け付ける消費生活相
談窓口閉所時に、近くの相談窓口を案
内し、相談の手伝いをするものです。
松掌抄含め（年末年始を除く)原則毎
日利用できます。一人で悩まずに消費
者ホットラインに電話してください。
※従来の緯０５７０〈０６４〉３７０も使用可。
■問消費者庁（緯０３〈３５０７〉９１７４）、市商工
課（緯〈７１〉２２３５）

消費者ホットラインの電話
番号が１８８（イヤヤ！）に

自転車盗は、市内で最も多く発生し
ている犯罪で、特に夏はドロボウが暗
躍するシーズンです。被害にあわない
よう注意しましょう。
暫駅や店舗の駐輪場で多く発生してい
ます

暫鍵を二つ（ツーロック）かけましょう
暫見通しが良く、明るい、管理された
駐輪場に停めましょう

暫防犯登録をしましょう
■問安城警察署生活安全課（緯〈７６〉０１１０）、
市市民安全課（緯〈７１〉２２１９）

自転車ドロボウ、増殖中

■問堀内公園（緯〈９９〉５９４７）
■他詳細は問い合わせてください
夏休み特別営業
■時７月１８日松～８月３０日掌

■内晶松掌抄は午後６時まで営業
スタンプDEGET
■時８月１日松・２日掌・８日松・９日
掌午前９時～午後４時

■内各有料遊具（サイクルモノレール、
メリーゴーランド、観覧車、汽車）
を利用し、スタンプを集めた人の中
から抽選で景品を進呈

■対３歳～小学生（未就学児は１８歳以上
の保護者同伴）

■￥各有料遊具利用料
夏休みちびっ子企画「月曜日と木曜日
は、じゃんけん大会の日」
■時８月の捷昭午後３時・４時
■内じゃんけんに勝ったら、有料遊具無
料券をプレゼント

■対小学生以下
■定各５０人（当日先着順）
水遊び企画「水曜日・金曜日うち水大
作戦」
■時８月の昌晶午後３時・４時
■内バケツ・ジョロ・水鉄砲を使ってう
ち水しよう

■対小学生以下
■持濡れても良い服装・着替え・タオル
※バケツ・ジョロ・水鉄砲の持参可。

堀内公園へ行こう

１２７人の参加があり、入賞者を６月
２１日に中部公民館で表彰しました。特
別賞の受賞者は次の皆さん。〈敬称略〉
市長賞獅築山真衣 市議会議長賞獅米

ま い

津妃菜 教育長
ひ な

賞獅杉浦壮
そう

一郎
いち ろう

中日新聞社賞獅

太田聖愛 三河
きよ み

安城駅長賞獅金
子陽斗 安城駅

はる と

長賞獅佐藤玖瑠
く る

美 ＳＬ保存会
み

長賞獅築山結衣、
ゆ い

伊藤結愛、堀之
ゆ め

内蒼杜
あお と

■問公園緑地課（緯〈７１〉２２４４）

蒸気機関車写生大会の入賞
者を決定

築築山真衣さんの作築山真衣さんの作品品


