
オカリナライブラリーコンサート
エントランスホールからオカリナ
の音色が館内を包む、心やすらぐひ
と時です。
■時８月２２日松午後３時から
■内演奏獅黒野ヒロミチ
図書館友の会「みんなのひろば」
■時■内９月１３日掌諮午前１０時～１１時３０
分獅おりがみ・ぬりえ 午前１１時
３０分・午後１時３０分獅マジックシ
ョー 午後２時獅おはなし会

俄広報あんじょう 2015.8.15

■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。

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

中央図書館（緯〈７６〉６１１１）

■場環境学習センターエコきち
■申８月２０日昭から各開催日の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（緯・
胃〈７６〉７１４８）へ

ネーチャーゲームカラーメガネで自然
発見
■時９月５日松午前１０時～１１時３０分
■内廃品でカラーメガネをつくり、いつ
もと違う秋葉公園の自然を見つけま
しょう

■講古居敬子氏（環境アドバイザー）
けい こ

■対４歳以上（未就学児は保護者同伴）
■定１５人（先着順）
■持帽子・水筒
キャンドルホルダーづくり
■時９月６日掌・１３日掌午前１０時～１１時
３０分

■内ペットボトルを使
ってキャンドルホ
ルダーを作りま
しょう

■対４歳以上（未就学
児は保護者同伴）

■定各１０人（先着順）
■￥１００円
■持５００朱ペットボトル
環境サロン
■時９月１２日松午前１０時～１１時３０分
■内食物とアレルギーについて講師の話
を聞き自由に話し合いましょう
※おやつの試食あり。

■講太田油脂株式会社のアレルギー専門
の社員

■対１８歳以上
■定１２人（先着順）
■￥２００円（コーヒー付）
間伐材でプランターづくり
■時９月１２日松午後１時３０分～３時
■内間伐材を使ってガーデニング用のプ
ランターを作ります

■講神谷輝幸氏（環境カウンセラー）
てる ゆき

■対１８歳以上
■定５人（先着順）
■￥５００円

エコきちの講座

■時９月２６日松午後１時３０分～３時３０分
■場文化センター
■内安城の特産品であるイチジクのコン
ポート作りとジャムの試食を行いま
す

■講米太郎（女性農業委員４人で構成す
こめ た ろう

るグループ）
■対４歳以上の子とその保護者
■定１５組（定員を超えた場合は抽選）
■￥１組５００円
■持エプロン・三角巾・持ち帰り用容器
■申８月３１日捷までの午前８時３０分～午
後５時１５分（松掌を除く）に、直接か
電話または「イチジクコンポートを
作ろう」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.anjo.ai
chi.jp）へ

■問米太郎・榊原さん（緯０９０〈１５６４〉２２４
８）、農務課（緯〈７１〉２２３３）

イチジクコンポートを作ろ
う！

楽楽しく作ろ楽しく作ろうう

プランターに何を植えようプランターに何を植えよう??

９月の休館日
７日捷・１４日捷・２５日晶・２８日捷

１日昇・１５日昇
午前１０時３０分

えほんとわらべうた
の会（０～２歳）

３日昭午前１０時
３０分

おはなしゆりかご
（０～２歳）

４日晶午前１０時
３０分

おはなしポッケ
（０～２歳）

５日松午後３時おはなしレストラン
（小学生以上）

８日昇午前１０時
３０分

えほんのとびら
（１～５歳）

９日昌午前１０時
３０分

おはなしたまてばこ
（１～５歳）

１２日松午後２時おはなしどんどん
（幼児～小学３年生）

１７日昭午前１０時
３０分

いないいないばあ
（１～５歳）

１９日松午前１０時
３０分

南吉朗読ででむし会
（小学生以上）

２０日掌午後２時かみしばいの会
（幼児～小学３年生）

２３日抄午前１０時
３０分

おはなしまあだ
（１～５歳）

２６日松午前１１時大人のための絵本朗
読会（一般）

３０日昌午前１０時
３０分

絵本好き集まれ！お
すすめ絵本紹介
※対象年齢は目安です。

９月のおはなし会

女性作家の作品を取り上げ、奥深さ
や味わいを、朗読を交えながら分かり
やすく解説します。
■時■内９月１３日掌獅与謝野晶子 ２７日掌

獅瀬戸内寂聴
１０月１１日掌獅樋
口一葉 ２５日掌

獅金子みすゞ
１１月１５日掌獅向
田邦子 いずれ
も午後２時～４
時（全５回）

■場中央図書館
■講河原徳子氏（朗読文学サークル パ

とく こ

ティオ主宰、日本文学研究家）
■定６０人（先着順）
■申８月２０日昭～９月４日晶午前９時～
午後７時（捷と８月２８日晶を除く、
松掌は午後５時まで）に、電話で中
央図書館（緯〈７６〉６１１１）へ

女性作家、その作品と生き
方を語る～朗読を交えて～

河河原河原氏氏

■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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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）
■他特に記載のあるもの以外は入園料別
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
手作りパン教室「デニッシュパン＆動
物あんパン」
■時９月５日松・６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
愛知県産の米粉をつかった「クッキー
ファクトリー」
■時９月５日松～
７日捷・１２日
松～１４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
地元の野菜を使って作るヘルシー料理
教室
■時９月１８日晶午前１０時～午後０時３０分
■内献立獅モロヘイヤとバナナと豆乳の
ジュース、椎茸の香り漬け、もやし
とメンマの肉炒め、麻婆茄子

■定２０人（先着順）
■￥１５００円
■持エプロン、手拭きタオル、箸
■申８月２０日昭午前９時３０分から、直接
か電話で同クラブハウスへ

マイ写真集を作っちゃおう（秋季）
■時１０月１４日昌・２８日昌、１１月１１日昌・
２５日昌、１２月２日昌・１６日昌午後１
時３０分（全６回）

■内園内で３回撮影実習、写真集の編集
レイアウト２回、最後は作品を見せ
合います。素敵、かわいい、綺麗、
楽しいをいっぱい撮りましょう

■講鶴田郁夫氏（フォトマスターEX（エ
いく お

キスパート））
■定２０人（先着順）
■￥６０００円（期間中の入園パスポート付）
■申８月２０日昭午前９時３０分から、直接
か電話で同クラブハウスへ

■問堀内公園（緯〈９９〉５９４７）
■他詳細は問い合わせてください
夏休み企画「夏休みポスター製作ワ
ンポイント講座」
■時８月２４日捷午前１０時～正午（雨天
決行）

■内ポスターの書き方、簡単な絵の指
導

■定１０人（当日先着順）
■持絵の具・筆記具
■他ポスターは参加者が作成します
回数券限定販売
■時９月２日昌～３０日昌午前９時～午
後４時３０分（休園日を除く）

■内１０００円分の回数券を購入した人に、
有料遊具利用券を２枚進呈
ノルディックウォーキング＆棒ビク
ス体験会
■時９月５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

■内①獅ポールの使い方、歩き方
②獅肩こり腰痛予防体操

■対小学生以上
■定①施４０人 ②施２０人 いずれも先
着順

■￥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

■持運動しやすい服装・靴、飲み物
■申８月２０日昭～９月４日晶午前９時
～午後４時３０分（休園日を除く）に、
直接か電話で堀内公園へ
クイズラリー
■時９月５日松・６日掌午前９時～午
後４時

■内４つの有料遊具を利用し、クイズ
に答えた人に景品を進呈

■対３歳～小学生（未就学児は１８歳以
上の保護者同伴）

■定各２００人
■￥有料遊具使用料

水の舞台開放延長
■時９月５日松・６日掌・１２日松・１３
日掌午前１０時～午後４時
※雨天・悪天候の場合は中止。

■対おむつが外れた子～小学生
※未就学児は、１８歳以上の保護者
同伴。水遊び用おむつの上に水着
着用の子は利用可。

大人向け講座「フラエクササイズ」プ
ログラム
■時①チャレンジクラス施９月７日捷・
２８日捷午前１０時～１０時５０分 ②シ
ルバークラス施９月９日昌・３０日
昌午前９時３０分～１０時２０分 ③親
子フラエクササイズ施９月９日昌・
３０日昌午前１０時３０分～１１時２０分

■対①施１８歳以上 ②施６０歳以上
③施１歳～未就学の子とその母親

■定①施各２０人 ②施各２０人 ③施各
１５組 いずれも先着順

■持運動のできる服装・タオル等
■申８月２０日昭～各講座開催前日まで
の午前９時～午後４時３０分（休園
日を除く）に、直接か電話で堀内
公園へ

大人向け講座「デコクレイ講座」
■時９月１１日晶・１６日昌・１８日晶午前
１０時～正午

■内デコクレイ粘土を用いて小物作り
１１日施花の小物作り １６日・１８日
施デコスイーツの小物作り

■講飯田恵美氏（デコクレイアカデミ
めぐ み

ー講師）
■対１８歳以上
■定各１０人（先着順）
■￥各５００円
■申８月２０日昭～各講座開催前日まで
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

おおいしくヘルシーおいしくヘルシーにに

■対■時■場乳幼児諮８日昇・２９日昇獅南部
公民館 ９日昌・３０日昌獅東部公民
館 １１日晶・２５
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〉２３
１７）

９月の移動児童館
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■問マーメイドパレス（緯〈９２〉７３５１）
ちびっこ抽選会
■時８月３０日掌午前１０時
■内抽選でお菓子の詰め合わせ等を進呈
■対プールを利用した小学生以下
■定５０人（当日先着順）
■￥施設利用料
マーメイドちゃん・マーメイド王子を
探せ
■時８月３１日捷午前１０時
■内プール内に隠されたマーメイドちゃ
ん・マーメイド王子を見つけ出して、
無料券を手に入れよう

■対プールを利用する小学生以下
■定１００人（当日先着順）
■￥施設利用料
高齢者のためのお手軽エクササイズ～
転倒予防運動～
■時９月４日晶午前１０時３０分～１１時３０分
■内下半身の筋力アップにつながる、自
宅でもできる簡単なエクササイズを
健康運動指導士が指導

■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
（ペットボトル）
■申８月２５日昇午前１０時から、電話でマ
ーメイドパレスへ

平日限定「利用料還元フェア」
■時９月８日昇～１１日晶・１５日昇～１８日
晶

■内くじをひいて当たりが出た人に、マ
ーメイドパレス無料券を進呈

■対プール・トレーニングルーム利用者
ハーブ講座体験会

■時９月１１日晶午前１０時３０分～正午
■内メタボ、生活習慣病予防に効果のあ
るハーブの紹介と凝縮液を作ります。
ハーブ手浴体験もあり

■講近藤恵理氏（日本フィトセラピー協
え り

会認定フィトセラピスト）
■対１８歳以上
■定８人（先着順）
■￥１８００円
■持バスタオル
■申８月２５日昇午前１０時から、電話でマ
ーメイドパレスへ

マーメイドパレスへ行こう
■場■問デンパーク（緯〈９２〉７１１１）
ハワイアンサンセットフェス
■時８月２２日松・２３日掌午後１時～８時
■内フラダンスのステージやハワイアン
ミュージックの演奏、ハワイアング
ッズやフードの販売等
染花・手作り盆栽「四季の花々」展
■時８月２６日昌～９月７日捷午前９時３０
分～午後５時

■内本物の花にはないニュアンスを加え
て、表情豊かに創作したアートフラ
ワー作品を約７０点展示

パラグアイオニバスの葉に乗ろう
■時８月２８日晶～３０日掌午前９時３０分
（雨天中止、葉の生育状況により変
更・中止の場合あり）

■対体重２０手以下の子
■定各１００人（先着順）
■他整理券を午前９時３０分から配布

デンパークの催し

池池に浮かぶ葉っぱの上でニッコ池に浮かぶ葉っぱの上でニッコリリ

男女共同参画月間イベント
シネマ＆トーク「救いたい」
■時１０月１２日抄午後１時３０分～４時（開
場午後１時）

■場文化センター
■内映画「救いたい」を上映後、男女共同
参画等に関するトークを行います

■定５００人（定員を超えた場合は抽選）
■他託児及び車いす席あり。 託児獅６
カ月～未就学児対象１人３００円

■申９月４日晶までに 郵送獅住所・氏
名・電話番号・参加人数を往復はが
き（消印有効）で市民協働課へ（下記
記入方法参照） 電子申請獅市公式
ウェブサイト「男女共同参画月間イ
ベント」ページから必要事項を申請
※１通で２人分まで申し込み可。
※託児及び車いす席が必要な場合は、
その人数も記載。

■問市民協働課（緯〈７１〉２２１８）へ

４４６－８５０１
安
城
市
役
所

市
民
協
働
課
行

何も記入しな
いでください

返信裏面

往往復はがきの記入方往復はがきの記入方法法

５２
往信

■ポイ捨てと自治基本条例①
きくぞう君：この前、通学路の清掃活動をしたら、思った
よりもごみが落ちていてびっくりしたよ。市役所が税金
で掃除やパトロールをすれば、まちはきれいになるよね。

サルビー：ポイ捨てはマナー違反だけど、税金を使うのは
もったいないと思わない？ボランティア団体や企業等の
ごみ拾いや環境美化活動に参加したりして、きれいなま
ちづくりに参加している人もたくさんいるんだよ（※）。

きくぞう君：そういえば、おじいちゃんが駅前の美化活動
に参加していたな。ごみ拾いをしてくれる人たちがいれ
ば、まちがきれいになるからいいよね。

サルビー：きくぞう君は、まちづくりをだれかに任せてお
けばいいと思う？

きくぞう君：まちづくりは市役所の仕事で、ぼく自身がや
るとは思ったことがなかったんだ。（次号へつづく）

※環境美化ボランティア（アダプトプログラム。本号７ページ参照）。
安城市自治基本条例のウェブ検索キーワード獅「安城市 自治 条例」
■問企画政策課（緯〈７１〉２２０４）

往信裏面
申
込
代
表
者
の

住
所
・
氏
名

郵便番号５２
返信

きくぞう君

サルビー

暫郵便番号、住所
暫氏名
暫電話番号
暫参加人数
暫託児・車いす
希望者の人数
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屋外広告物適正化旬間が９
月１日から始まります
はり紙、立看板、広告板等の屋外広
告物を、無秩序・無制限に出すと、街
の美観や自然環境を損ないます。また、
通行の支障にもなりますので、道路や
歩道に置かないようにしましょう。県
条例で、表示方法・設置場所等にルー
ルがあります。設置する場合は、事前
に相談し、必要な手続きをしてくださ
い。
なお、違法な広告物の除却に協力す
るボランティアも募集しています。
■問維持管理課（緯〈７１〉２２３７）

■時８月２３日掌、９月１３日掌午前８時～
１０時（予備日８月３０日掌、９月２０日
掌）

■場市内の市街化調整区域の農地
■内農作物を食べ荒らすドバト、ムクド
リ、カラス等を鉄砲を使い駆除しま
す。事故防止のため、子どもたちが
近づかないように、また、飼いバト
等は放さないよう注意してください。

■他天候により延期または中止すること
があります

■問農務課（緯〈７１〉２２３３）

ダンボールコンポスト講習
会

■内■時基礎講習会獅９月２６日松午後１時
３０分～３時 フォローアップ講習会
獅１１月１４日松午後３時１５分～４時１５
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（先着順）
■￥７００円
■申８月２０日昭～３１日捷午前９時～午後
５時（松掌を除く）に、電話で清掃事
業所（緯〈７６〉３０５３）へ

自転車購入費補助金の申請に必要な講習会です。
■時９月１２日松、１０月１７日松午前１０時～１１時３０分
■場市民会館
■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。

■他自転車購入費補助金の詳細は、本紙４月１日号２８ページ又は市公式ウェブ
サイトで確認できます

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

県内全域で、大規模地震を想定した
「あいちシェイクアウト訓練」を実施し
ます。
■時９月１日昇正午から１分間
※都合の良い日時に行うことも可。

■内時報等を合図に、その場で「しせい
をひくく あたまをまもり じっと
する」の基本行動をします

■他参加表明をする場合は、８月３１日捷

までに、あいちシェイクアウトウェ
ブサイト（http://aichi０９０１.pref.ai
chi.jp/）から必要事項を入力してく
ださい

■問危機管理課（緯〈７１〉２２２０）

あいちシェイクアウト訓練

地地震から身を守る訓練をしま地震から身を守る訓練をしますす

■時■内５日松・６日掌・１２日松・１３日掌・
１９日松午後１時３０分・３時獅天の川
の中で輝く宝石 ２１日抄～２３日抄・
２６日松・２７日掌午後１時３０分・３時
獅やぎ座のひみつ
※１９日松・２１日抄・２２日承は午後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）

プラネタリウム９月の生解
説

エエコ生活を始めましょエコ生活を始めましょうう

農作物に有害な鳥の駆除を
実施

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日昇～４日晶・８日昇～１２日松・
１５日昇～１９日松・２１日抄～２６日松・
２９日昇・３０日昌午後１時から（受け
付けは午後２時まで）

■対小学生以上（小学３年生以下は保護
者同伴）

■場■問埋蔵文化財センター（緯〈７７〉４４９０）

９月の土器づくり教室

■時８月２９日松午前９時３０分から
■場三河安城ツインパーク
■内にっぽんど真ん中祭りイベント、地
元小学校・保育園の催し、キャンド
ルナイトや１万個の積み木、１０円ゲ
ームなど楽しい企
画がたくさん

■問三河安城商店街振
興組合・内藤さん
（緯０９０〈３５５２〉５２６
４）、市商工課（緯〈７
１〉２２３５）

三河安城フェスタ２０１５


