
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、講座及びイベントが延期または中止となる可能性があります。感染対策等により
講座を中止する場合、受講料は返金しますが教材費は準備の都合上返金できませんので、ご了承ください。

日日時　対対象　定定員　参参加費
申申し込み
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新型コロナウイルス感染の拡大防止のため、講座及びイベントが延期または中止となる可能性があります。 この印刷物は古紙を配合した再生紙使用しています。

明祥公民館
TEL 92-3521
FAX 92-5774

覚えておきたい！スマホ写真のコツ
日9/22､10/20(木)

10:00〜11:30
対 18歳以上女性
定10名　参 400円

普段着着物はじめよう！
日10/4､18(火)

10:00〜12:00
対 18歳以上
定6名　参 400円

体の動きをよくするためのピラティス
日10/5､19､11/2､16､30(水)

11:00〜12:00
対 18歳以上
定12名　参 1,000円

二本木公民館
TEL 77-8611
FAX 77-8974

姿勢改善〜体幹トレーニング〜
日10/5､19､11/2､16､30(水)

10:00〜11:30
対 18歳以上
定15名　参 1,000円

親子ふれあいベビーマッサージ
日10/15､29､11/12､26(土)

10:00〜11:00
対 令和４年1月1日〜８月31日生まれの子と親
定 8組　参 400円

和の香り お香講座
日10/21､11/4､18(金)

10:00〜11:30
対 18歳以上
定10名　参 3,600円

作野公民館
TEL 74-3977
FAX 77-6061

夜泣きゼロ！寝かしつけ講座
日9/29(木)

10:00〜11:30
対乳幼児親子
定6組　参 500円

萌え断サンドイッチ
日10/7､28､ 11/25、12/2(金)

10:00〜12:00
対 18歳以上
定8名　参 6,800円

心と体を癒すヨガセラピー
日10/18､11/15､12/20､1/17

2/21(火)10:00〜11:30
対 18歳以上女性
定15名　参 1,000円

西部公民館
TEL 76-9393
FAX 77-6063

はじめてさんの刺しゅうレッスン
日9/27､10/11､25､11/8､15

22(火) 9:30〜11:30
対 18歳以上
定6名　参 3,800円

美と健康のためのツボ・お灸教室
日10/4､18(火)

10:00〜11:30
対 18歳以上女性
定8名　参 400円

フラメンコ・オレ！
日10/8､22､29､11/5､19(土)

10:00〜11:30
対 18歳以上女性
定10名　参 1,000円

AR
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ものづくり講座(10月～3月)
日 10/22､11/26､12/24､1/28､2/25

3/25(土) 13:30～15:30
定 20名　参 材料費１回500円程度
申 9/15(木) 9:00～社会福祉会館2F

(電話受付14:00～)
パソコン講座(11月)
日 11/5､12､19(土) 13:30～15:00
定 15名
申 10/5(水) 9:00～総合福祉センター

（電話受付14:00～)

〜高齢者講座〜
以下共通
会 総合福祉センター
対 市内在住の60歳以上の高齢者
問 総合福祉センター　77-7888

陶芸講座(10月～12月)
日 10/5､19､11/2､16､12/7､21(水)

10:00～12:00
定 10名　参  材料費￥3000
申 9/7(水) 9:00～社会福祉会館2F

(電話受付14:00～)
ちぎり絵講座(10月～3月)
日 10/26､11/30､12/21､1/25(水)､2/21

(火)､3/22(水) 13:30～15:30
定 10名　参 材料費￥3000
申 9/27(火) 9:00～社会福祉会館

(電話受付14:00～)
習字講座(10月～3月)
日 10/28､11/18､12/23､1/27､2/24

3/24(金) 10:00～11:30
定 20名　
申 9/30(金) 9:00～社会福祉会館

(電話受付14:00～)
和裁講座(11月～1月）
日 11/4､18､12/2､16､1/6､20(金)

10:00～12:00
定 20名　参 材料費￥3,000
申 10/14(金) 9:00～総合福祉センター

(電話受付14:00)

〜シニアの介護予防講座〜

以下共通
会 総合福祉センター
対 市内在住の概ね65歳以上の方
問 総合福祉センター介護予防係　 77-7896

遊書
日 10/5(水) 10:00～11:00   定 15名
参 100円
貼り絵カレンダー
日 10/14､11/25(金) 10:00～11:00 定 15名
万福体そう
日 10/19､11/16(水) 13:15～14:45 定 10名
花と器のマリアージュ
日 10/26(水) 10:00～11:00　 定 15名
参 300円　
申 10/4(火) 9:00～窓口にて先着順に受付
季節の折り紙教室
日 11/5(土) 13:30～15:00      定 10名

公民館・その他

9月の講座・イベント

昭林パソコンひろば
日 9/24(土) 10:00～11:30
会 昭林公民館　対  市内在住・在勤でパソコンを

持参できる方　定 15名
問 昭林公民館　77-6688
多文化共生サロン Anjoy English Café
日 9/25(日) 16:00～18:00
会 市民交流センター　 定 30名程度
参 500円
申 anjoy.tomodachi@gmail.comへ直接

メール(電話申し込み不可)
問 市民交流センター　71-0601

10月の講座・イベント

市民ギャラリー企画展「あつまれ！いきものたち」
日 10/7(金)～16(日) 9:00～17:00(16日は16:00まで)
会 市民ギャラリー
問 文化振興課芸術文化係　77-6853
昭林パソコンひろば
日 10/22(土) 10:00～11:30
会 昭林公民館　対  市内在住・在勤でパソコンを

持参できる方　定 15名
問 昭林公民館　77-6688
多文化共生サロン Anjoy English Café
日 10/23(日) 16:00～18:00
会 市民交流センター　定30名程度
参 500円
申 anjoy.tomodachi@gmail.comへ直接

メール(電話申し込み不可)
問 市民交流センター　71-0601
第63回 市民芸術祭 文芸・技芸・趣味の集い
日 10/14(金)～16(日)、21(金)～23(日)

9:00～17:00(最終日は16:00まで)
菊花展は11/2(水)～7(月)
デンパーク開園時間(最終日は16:00まで)

会 市民会館・へきしんギャラクシープラザ・デンパークほか
問 安城文化協会 74-6066　文化振興課芸術文化係 77-6853
第55回 市民芸能まつり
日 10/15(土)・10/16(日) 10:00～17:00

(出演団体数により変更する可能性あり)
会 市民会館
問 安城文化協会 74-6066　文化振興課芸術文化係 77-6853
第79回 安美展
日 前期10/28(金)～11/6(日)

後期11/11(金)～20(日) 9:00～17:00
(前・後期とも最終日は16:00まで)

会 市民ギャラリー
問 文化振興課芸術文化係　77-6853

秋の講座・イベントガイド

安祥公民館
TEL 77-5070
FAX 77-6062

かぎ針編みでルームシューズ
日10/1､15､11/19､12/3(土)

10:00〜12:00
対 18歳以上
定10名　参 2,800円

安祥歴史めぐり〜安祥城編〜
日10/23(日)

9:30〜11:30
対中学生以上
定16名

安祥歴史めぐり〜安城村絵図編〜
日10/30(日)

9:30〜11:30
対中学生以上
定16名

親子でふれあい3B体操
日 10/28､11/11､25､ 12/16､ 1/13

27､2/10(金) 9:45〜11:30
対幼児と保護者

備考：平成31年4月2日生まれ
〜令和2年4月1日生まれの子

定15組　参 800円
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はじめてのiDeCoとNISA
日10/29､11/5(土)

10:00〜11:30
対 18歳以上
定20名　参 400円

日／日時　会／会場　対／対象
定／定員　参／参加費　申／申し込み　
問／問い合わせ
※対象・定員に制限がない、参加費・申し込みの必要が
ない場合は記載を省略しています。　※定員のある講座・
イベントについてはすべて先着順です。　
※申し込み・問い合わせは休館日にはできません。

11月の講座・イベント

わくわくサロン　江戸時代の数学、和算でわくわく！
日 11/23(水祝) 13:30～15:30
会 市民交流センター　 定 20名
申 9/6(火) 10:00～電話か窓口で先着順に受付
問 市民交流センター　71-0601
昭林パソコンひろば
日 11/26(土) 10:00～11:30
会 昭林公民館　対 市内在住・在勤でパソコンを

持参できる方　定 15名
問 昭林公民館　77-6688
多文化共生サロン Anjoy English Café
日 11/27(日) 16:00～18:00
会 市民交流センター　　　定 30名程度
参 500円
問 anjoy.tomodachi@gmail.comへ直接

メール(電話申し込み不可)
問 市民交流センター　71-0601
第63回 市民芸術祭第34回 市民文芸まつり発表大会
日 11/27(日) 13:30～15:00
会 市民会館
問 安城文化協会 74-6066

文化振興課芸術文化係 77-6853

福祉センター
〜身体障がい者講座〜

以下共通
会 総合福祉センター
対 市内在住の18歳以上の身体・知的・精神障がい者
問 総合福祉センター　77-7888

絵画講座(10月～3月)
日 10/4､11/1､12/6(火)､1/12(木)､2/7

3/7(火) 10:00～11:30
定 15名
申 9/6(火)9:00～社会福祉会館2F

(電話受付14:00～)
音楽講座(10月～3月)
日 10/5､11/2､12/7(水)､1/5(木)､2/1

3/1(水) 13:00～14:30
定 20名
申 9/2(金) 9:00～社会福祉会館2F

(電話受付14:00～)
料理講座(10月～3月)
日 10/15､11/19､12/17､1/21､2/18

3/18(土) 9:30～13:00
定 20名　参 材料費１回500円程度
申 9/8(木) 9:00～社会福祉会館2F

(電話受付14:00～)
陶芸講座(10月～12月)
日 10/15､29､11/5､19､12/3､17(土)

14:00～15:00
定 10名　参 材料費3,000円程度
申 9/7(水) 9:00～社会福祉会館2F

(電話受付14:00～）
手編講座(10月～3月)
日 10/18､11/15､12/20､1/17､2/21

3/21(火) 13:30～15:30
定 20名　参必要な方は材料費500円程度　
申 9/13(火)9:00～社会福祉会館2F

(電話受付14:00～)

発行：安城市教育委員会生涯学習課
〒 446-0041 安城市桜町 17番 11号（へきしんギャラクシープラザ内）
TEL.0566-76-1515　FAX.0566-77-6065

印刷：安城印刷株式会社
〒 446-0039 安城市花ノ木町 5-2
TEL.0566-75-1188　FAX.0566-75-3346

あんてなは概要版・冊子版
の２種類あります！

生涯学習情報誌あんてなは概要版と冊子版の発行になりました。概要版は全戸配布、冊子版は市内公共施設で配布
します。なお、冊子版は概要版より詳しい内容となっています。あんてなアプリまたは以下からご覧ください。
 望遠郷  →  総合メニューから探す  →  学ぶ  →  生涯学習事業  →  生涯学習情報誌「あんてな｣ 

申込方法
9/2(金)9:00～9/8(木)17:00に事前申込書を各講座主催施設
へご提出ください。事前申込書は各講座主催施設にあります。
インターネットでの事前申し込みも可能です。QRコードからお申
し込みください。お申し込みにはEメールアドレスの入力が必要となります。
抽選日
9/9(金)11:00から公開抽選を各講座主催施設の事務室で行います。
抽選結果発表
①9/9(金)14:00以降に各講座主催施設で抽選結果を公表します。また、

9/9(金)16:00に市公式ウェブサイトでも公表します。右上のQRコード
からご確認ください。

②当選者は、9/16(金)17:00までに受講申込書に記入し、参加費をお支払
いください。受講申込書は各講座主催施設にあります。

※記載の参加費は受講料、教材費の総額となります。
※期日までに手続きがなされない場合、落選された方へ抽選のうえご案

内をします。当選した方は必ず手続きをしてください。
③定員に達しなかった講座は随時募集します。
受講資格
・市内に在住、在勤又は在学の人で、講座ごとに定める対象者。
託児
・託児アイコンが表示された講座では有料(子ども１人１回300円)

にてお子さん(生後６ヶ月～未就園児)をお預かりします。
・ご希望の方は、受講申込時に託児申込書に記入の上、参加費と

あわせて利用回数分を一括でお支払いください。

託 児
アイコン

あんてなアプリダウンロード
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日日時　対対象　定定員　参参加費
申申し込み　会会場　受受付　観観覧料
問 問い合わせ 　

日日時　対対象　定定員　参参加費
申申し込み　会会場

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、講座及びイベントが延期または中止となる可能性があります。感染対策等により
講座を中止する場合、受講料は返金しますが教材費は準備の都合上返金できませんので、ご了承ください。

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、講座及びイベントが延期または中止となる可能性があります。感染対策等により
講座を中止する場合、受講料は返金しますが教材費は準備の都合上返金できませんので、ご了承ください。

Fab ものづくり講座
申込方法
9/2(金)9:00〜9/8(木)17:00にQRコードから申し込みく
ださい。抽選結果は9/9(金)16:00以降にウェブサイトに
掲載します。QRコードからご確認ください。当選者は
9/16(金)17:00までに参加費をお支払いください。

自主グループ主催講座

申込方法／受付日
9/11(日)12:45〜13:00に開催場
所の公民館にお集まりください。
参加費を添えて申し込みくださ
い。
対象
市内に在住・在勤の人で講座ごと
に定める対象者

市民企画講座
申込方法
9/2(金)〜9/8(木)　生涯学習課に電話申し込み　76-1515
受付時間／9:00〜17:00（月曜休館）
QRコードからも申し込みできます。
受講資格
市内在住、在勤、又は在学の人で、講座ごとに定める対象
問 生涯学習課（へきしんギャラクシープラザ内）76-1515

歴史散歩クラブ安城 「太平記の世界〜南北朝の激動を駆け抜けた⼈達〜」
日10/22､29､11/5､12､19､26(土)13:30〜15:30
会へきしんギャラクシープラザ
対⾼校生以上　定 22名　参 800円
ウィメンズネット安城 「我が子に伝えたい性教育を学ぼう」
日11/4､11､18(金)10:00〜11:45
会へきしんギャラクシープラザ､Zoom(⾃宅受講）
対０歳〜⾼校生の子どもを持つ保護者
定会場:22名(託児7名）Zoom:50名　参 600円
安城SDGsパートナーズ 「家庭からはじめるSDGs」
日1/21､2/4､18(土）10:00〜11:30
会へきしんギャラクシープラザ
対⾼校生以上　定 50名　参 1,000円
暮らしのお金を学ぶ会みかわ
 「セカンドライフが始まる前に！お金の心配解消法」
日10/23､11/6､11/20(日）10:00〜11:00
会Zoom(⾃宅受講）
対Zoomで受講できる方　定 20名　参 300円

親子・子育て関連講座

子育て中のお母さんのための講座を開講します。
｢ほのぼのクラブ｣「ほのぼのする会｣｢ベビーマッサージ」
詳しくは、あんてなアプリまたは市内公共施設に配布して
います冊子版をご覧ください。
 

・投映開始後は入場できません。
・各投映は事前予約制です。受

付開始日より電話または事務
室窓口にて受付します。 受付
時間は9:00～17:00までです
(月曜休館)。

・3歳以下のお子さまで、保護者
の膝の上でご覧の場合は、保
護者1名につきお子さま1名に
限り無料でご覧いただけます。

・障害者手帳をお持ちの方及び
その介護者1名は、全額免除と
なります。ただし、特別投映
時には、一般投映との差額分
の料金のお支払いが必要とな
ります。

・通常番組の投映ス
　ケジュールは、市
　公式ウェブサイト
　またはQRコードか
　らご覧いただけます。
問 生涯学習課(へきしんギャラクシー
　　プラザ内) 76-1515

桜井公民館
TEL 99-3313
FAX 99-5463

ソフトエアロ＆コンディショニング
日10/7､21､11/4､18､12/2､16(金)

13:30〜15:00
対 18歳以上
定15名　参 1,200円

初めての手話講座〜手話べりしてみよう〜
日10/8､22､11/5､19､12/3(土)

13:30〜15:30
対⾼校生以上
定10名　参 500円

ハワイアンフラでリトミック♪
日10/12､19､26､11/2(水)

10:00〜11:00
対 幼児(受講時２歳以上の子)と保護者
定10組　参 400円

ドライ＆プリザーブドフラワーでアレンジメント作り
日10/12､11/9､12/14､1/11(水)

10:00〜12:00
対 18歳以上
定10名　参 6,800円

プラネタリウムニュース

ウクレレ♪ハナホウ
ウクレレ♪を楽しもう
日9/27､10/11(火）

10:00〜11:30  
会西部公民館　対18歳以上
定5名　　参 400円

オアシス14
イキイキ体操(棒）
日10/13､27､11/10､24

10:00〜11:30  
会中部公民館　対18歳以上
定5名　　参 1,000円

スポーツウエルネス吹矢安城翼
スポーツウエルネス吹矢体験会
日10/11､25､11/8､22(火）

13:30〜15:30  
会明祥公民館　対18歳以上
定10名　参 1,000円

アロハナニ安城マーネレ
はじめてさんのフラダンス
日10/14､28､11/11､25(金)

10:00〜11:00  
会桜井公民館　対18歳以上
定15名　　参 800円

エル・アモール東部
40才からのフラメンコ
日10/16､23､30､11/6､13(日)

13:30〜15:00
会 東部公民館　対40歳前後から60歳女性
定 10名　参 1,000円

生命の貯蓄体操
丹田呼吸法 体操で元気な身体づくり
日11/3､10､17､24(木)

10:00〜12:00
会昭林公民館　対18歳以上
定6名　　参 1,200円

プラネタリウムスペシャル
巨大ガス惑星の謎
日9/25(日)15:00〜

(約120分間)
対どなたでも
観大人500円　小中学生300円　

幼児250円
受9/11(日)〜9/24(土)
お星さまとあそぼ
ハロー☆ハロウィン
日10/6(木)①10:00〜

②11:00〜　(約30分間）
対未就園児と保護者
観大人300円　小中学生100円　

幼児50円
受9/22(木)〜10/5(水)
音楽の星空
星と月とアコーディオン
日10/23(日)15:00〜

(約90分)
対どなたでも
観大人500円　小中学生300円　

幼児250円
受10/9(日)〜10/22(土)
お星さまとあそぼ
土星へGo！
日11/17(木)①10:00〜

②11:00〜（約30分間）
対未就園児と保護者
観大人300円　小中学生100円

幼児50円
受11/3(木)〜11/16(水)

あんプラスペシャル
火星接近〜火星生命の謎〜
日11/27(日)15:00〜

(約90分)
対どなたでも
観大人400円　小中学生200円　

幼児150円
受11/13(日)〜11/26(土)

親子で体験!!レーザー加工機
日10/2､16(日) 全２日 14:00〜16:00
対市内在住の小学４年生〜中学生とその保護者(⾼校生以上)２人１組
定3組　参 300円

親子で体験!!３Ｄプリンター
日11/６､20(日)全２日 14:00〜16:00
対市内在住の小学４年生〜中学生とその保護者(⾼校生以上)２人１組
定3組　参 200円

昭林公民館
TEL 77-6688
FAX 72-0120

初めての韓国語講座
日10/5､12､19､26､11/2､9(水)

10:00〜11:30
対 18歳以上　定 10名
参1,200円　※テキスト代別途

ゆったり心身を癒す安心ヨガ
日10/6､13､20､27(木)

10:00〜11:30
対 50歳以上女性　定 8名
参800円　※ヨガマット持参

北部公民館
TEL 98-3751
FAX 98-8751

プロから学ぶセルフリンパケア
日10/6､20､11/24(木)

10:00〜11:30
対 18歳以上女性
定8名　参 900円

Tシャツリメイク
日10/15､11/19(土)

10:00〜12:00
対小学生と保護者
定7組　参 200円

青少年の家〜青年講座〜
TEL 76-3432
FAX 76-1131

スパイスカレーを作ろう
日10/5､19､11/2､16(水)

19:00〜21:00
対 18歳以上　参 6,800円
定8名　※定員に達した場合は39歳以下の方優先
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東部公民館
TEL 77-7881
FAX 77-7883

はじめてのチェインメイル
日9/25､10/9､23､11/13(日)

13:00〜15:00
対 18歳以上
定10名　参 3,800円

クラフトバンドdeお正月飾り
日9/27､10/11､25､11/8､22(火)

9:30〜11:30
対 18歳以上
定10名　参 3,500円

気持ちが伝わる話し方講座
日10/29､11/12､19(土)

10:00〜11:30
対 18歳以上女性
定10名　参 600円

さあ､書道をはじめよう
日11/19､12/3､17(土)

13:30〜15:00
対 18歳以上
定8名　参 1,200円

AR
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中部公民館
TEL 74-8570
FAX 74-8567

開運！手相入門(初心者向け)
日9/29､10/13､11/10(木)

13:30〜15:00
対 18歳以上女性
定12名　参 600円

ランニングをはじめよう
日10/9､23､11/13､27(日)

12/3(土) 9:30〜11:00
対 18歳以上
定15名　参 1,000円

月イチ己書
日10/14､11/11､12/9､1/13(金)

13:30〜15:00
対 18歳以上
定10名　参 1,800円

AR
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コラム紹介
市公式ウェブサイトまたはあんてな(アプリ・冊子版)で
お楽しみください。
文化財ジャーナル 城郭伽藍の所以　本證寺伽藍絵図(2)
芸術見どころコラム 令和4年度アートマネジメント講座開催

AR
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令和5年度前期
市民企画講座の募集

市民団体のみなさん⾃らが企画・運営
する講座を募集しています。

詳細はこちらから▶
申  問  生涯学習課 76-1515

K-POPでダンス！ダンス！
日9/24､10/1､15､22､11/5､19

26､12/3(土) 15:00〜16:30
会安祥公民館
定15名　　参 800円

プロに学ぶジュニアバスケットボール講座
日10/15､22(土) 10:00〜12:00
会北部公民館
定30名　　参 無料

ポップなoriginalソックモンキー
日10/15､29(土) 13:00〜15:30
会中部公民館
定8名　　参 2,000円
※一般参加可(2,200円）

ドラム体験〜本物に触れよう〜
日10/15(土) 13:30〜15:00
会昭林公民館
定4名　　参 100円

ハロウィンアイシングクッキー
日10/23(日) 10:00〜12:00
会東部公民館
定8名　　参 1,800円

公民館でレッツボッチャ！
日 10/23､30(日) 10:00〜12:00
会明祥公民館
定12名　　参 200円

元全日本ランカーが伝える卓球の基本と応用
日11/20(日）10:00〜11:30
会西部公民館
定12名　　参 無料

初めてのパン作り体験
日11/23(水祝) 10:00〜12:00
会作野公民館
定8名　　参 1,600円

静物画を描こう！
日11/27(日) 13:00〜15:00
会二本木公民館
定15名 　参 無料

動物画を描こう！
日12/4(日) 13:00〜15:00
会二本木公民館
定15名　　参 無料

クラフトコーラを作ってみよう！
日12/4(日) 10:00〜12:00
会桜井公民館
定10名　　参 1,600円

中学生のためのドローンプログラミング講座
日9/19(月祝) 14:00〜15:30
会へきしんギャラクシープラザ
定
申

5名　　参 100円
P3 Fabものづくり講座と同様
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NPO法人おやこでのびっこ安城 

生涯学習課　TEL 76-1515（祝日を除く月曜休館）
TEL・FAX 77-7085（火曜日～金曜日10：00～15：30）

問申

こどものまち ドリームタウン2022
開催日

12/10 土

青少年の家
高校生以上
20名程度

会
対
定

12/4 日）
12/9 金）
12/10 土）

9:00～17:00
13:00～16:00
8:30～17:00日

加
参

こどものまち」の
大人スタッフ募集
こどものまち」の
大人スタッフ募集

（祝日を除く月曜休館）

開催日

1023
日

10:00～11:30
12:00～15:00

映 画 会
イベント

中学生まで(小学生未満は保護者同伴）
無料（一部有料イベント有）
桜井公民館　99-3313

対
参
問

桜井こどもハッピーハロウィン祭
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