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■場 ■問 市スポーツセンター（�〈７５〉３５４５）
■申 ５月６日�～開催日前日の午前９時
～午後８時（�を除く）に同センター
へ

夏の水中アクアビクス体験会　　　　
■時 ６月６日�・１３日�午前１０時～１１時
（全２回）
■対 １８歳以上（初心者向け）
■定 １５人（先着順）
■￥ 施設利用料
チャレンジれくすぽ♪「タスポニー編」
■時 ６月１３日�午前１０時～１１時
■対 ７～１２歳の子とその保護者
■定 １０組２０人（先着順）
チャレンジれくすぽ♪「キンボール編」
■時 ６月２１日�午前１０時～１１時
■対 ７～１２歳の子とその保護者
■定 １０組２０人（先着順）

■時 ６月２０日�・２７日�、７月４日�・
１１日�午前１０時～１１時（全４回）
■場 ■問 市スポーツセンター（�〈７５〉３５４５）
■対 ５歳～小学２年生の子とその保護者
■定 ２０組４０人（定員を超えた場合は抽せん）
■￥ 施設利用料
■持 水着・水泳帽（保護者も必要）
■申 ５月６日�～２７日�午前９時～午後
８時（�を除く）に直接同センターへ
　※電話申し込み不可。

■内 パソコン講習初級（７月～１０月の�）・
医療事務・経理事務（７月～９月）

■場 パソコン講習初級�名古屋・豊橋市内
医療事務・経理事務�名古屋市内
■対 県内の母子家庭の母および寡婦の人
で全日程に出席できる人
■定 各２０人（医療事務のみ４０人、定員を
超えた場合は抽せん）
■他 医療事務・経理事務は託児あり
■申 ５月８日�～２９日�午前８時３０分～
午後５時１５分（��を除く）に直接社
会福祉課窓口（�〈７１〉２２２４）へ

■時 ５月２１日�午前１０時～正午
■場 文化センター
■内 再就職の準備に役立つ説明会
■対 育児・介護などで退職した人
■他 託児あり（１歳～就学前）
■申 �２１世紀職業財団愛知事務所（�０５２
〈５８６〉７２２２）へ
■問 商工課（�〈７１〉２２３５）

スポーツセンターの
催し・教室

▼
▼

夏休み前「親子水泳教室」 ▼

■時 ５月２３日�午前９時
■内 紙・割りばしを使った簡単な工作
■対 小学生以下
■定 １００人（先着順）
■場 ■問 堀内公園（�〈９９〉５９４７）

■時 ５月１３日�～１８日�午前９時３０分～
午後５時
■内 エコと平和の大切さを体感。「超小型
ビオトープ」や「木工立体オブジェ」
などの展示会
■￥ 入園料が必要
■場 ■問 デンパーク（�〈９２〉７１１１）
ＥＣＯ＆ピースコンサート　　　　　
■時 ５月１６日�午後２時
子どもクワガタの森製作教室　　　　
■時 ５月１７日�午後２時
■対 園児～小学生
■定 ２０人（当日先着順）

小学３～６年生の外国人児童向け　　
■時 ６月２８日�～７月１９日�の毎週�
　（全４回）
国語クラス�午前９時３０分～１０時３０分
算数クラス�午前１０時４５分～１１時４５分
■場 市民会館
■定 各１５人（先着順）
■￥ １クラス２００円
■他 ６月２１日�に内容説明と簡単な面接
をします（保護者同伴のこと）。
■申 ５月７日�～６月１８日�午前８時３０
分～午後５時１５分（��を除く）に市
民活動課（�〈７１〉２２１８）へ
日本語を覚えたい外国人向け　　　　
■時 毎週�午前１０時～１１時３０分
■場 秋葉いこいの広場レストハウス
■内 日本語の会話、読み方、書き方
■￥ １回１００円
■申 随時市民活動課（�〈７１〉２２１８）へ

■時 ６月４日�・５日�午前９時３０分～
午後４時３０分（全２日）
■場 市民会館
■定 １８０人（先着順）
■￥ ４０００円
■申 ５月１８日�～２２日�午前８時３０分～
午後５時に申込書を持って衣浦東部
広域連合消防局（�〈６３〉０１３６）または
安城消防署（�〈７５〉２４５８）へ
　※申込書は申込場所、同消防局ホー
ムページで配布。申し込み時に証明
写真が必要。

作って遊ぼう ▼

再チャレンジサポート
プログラム

▼
▼

■時 ５月１０日�午前９時～正午
■場 リサイクルプラザ
■問 清掃事業所（�〈７６〉３０５３）、当日の問
い合わせ（�０９０〈９８９２〉２９３３）

■時 ５月１６日�午後２時
■場 名鉄西尾線堀内公園駅集合
■内 学習会と現地見学を組み合わせた講座。
　堀内貝塚を歩きます。
■問 歴史博物館（�〈７７〉６６５５）

■時 ６月１０日�午前９時３０分～午後１時
■場 市保健センター
■内 貧血予防や栄養バランスのとれた食事
■対 妊娠中（出生予定月８～１２月）の人
（家族の参加も可）
■定 ２４人（先着順）
■￥ ４００円
■申 ５月７日�～６月３日�午前８時３０
分～午後５時１５分（��を除く）に市
保健センター（�〈７６〉１１３３）へ

　安城・碧南・刈谷・知立・高浜市在
住・在勤の人はどの会場でも受講可能
■問 衣浦東部広域連合消防局消防課（�
〈６３〉０１３５）
普通救命講習会Ⅰ　　　　　　　　　
■時 ■場 ５月１７日�午前９時～正午／知立
消防署（�〈８１〉４１４４）、５月２４日�午
前９時～正午／安城消防署（�〈７５〉
２４９４）
■内 心肺蘇生法（気道確保、人工呼吸、胸
骨圧迫）、ＡＥＤの使用法、止血法など

■定 各２０人（先着順）
■申 ５月５日�午前９時から各署救急係へ
小児・乳児応急手当講習会　　　　　
■時 ５月２０日�午前９時～１１時
■場 刈谷消防署
■内 小児・乳児の心肺 蘇  生 法、ひきつけ、

そ せい

のどに異物が詰まった時の処置
■定 １５人（先着順）
■申 ５月５日�午前９時から同署救急係
　（�〈２３〉１２９９）へ
上級救命講習会　　　　　　　　　　
■時 ５月２３日�午前９時～午後３時・２４
日�午前９時～正午（全２日）

■場 高浜消防署
■内 心肺蘇生法（気道確保、人工呼吸、
胸骨圧迫）、ＡＥＤの使用法、止血法、
外傷の手当てなど
■定 ２０人（先着順）
■申 ５月５日�午前９時から同署救急係
（�〈５２〉１１９０）へ

今月の再生家具等入札販売 ▼

日本語教室 ▼

パンゲア・ライフ・
サミット２００９

▼
▼

歴博講座「安城の歴史を歩く」▼

母子家庭就業支援講習会 ▼

甲種防火管理新規講習会 ▼

マタニティクッキング ▼

救命講習会 ▼
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■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
■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。

体育室の無料貸し出し�

　茶臼山高原（長野県根羽村）、作手高
原（新城市）野外センターの利用受け付
けを開始します。
■内 利用可能日�下表のとおり

■￥ 当日利用�大人１００円、小・中学生
５０円、１泊利用�大人２００円、小・
中学生１００円

■申 ５月８日�～利用日の１週間前の午
前９時～午後５時（�を除く）に、所
定の申請書・参加者名簿・利用料金
を持って市
体育館（�
〈７５〉３５３５）
へ
※申請書は
同館で配布。

市野外センターの一般開放
利用受け付け

▼
▼

作手高原茶臼山高原月

１６日�～１８日�、
２３日�～２５日�、
３０日�・３１日�

１６日�・１７日�、
２３日�・２４日�、
３０日�・３１日�

５

１日�
６日�～８日�、
１３日�～１５日�、
２０日�～２２日�、
２７日�～２９日�

６日�・７日�、
１３日�・１４日�、
２０日�・２１日�、
２７日�・２８日�

６

４日�～１２日�、
１７日�～２０日�、
２５日�・２６日�

４日�～３１日�７

１日�～３日�、
８日�～１７日�、
２２日�～３１日�

１日�～３１日�８

１日�～７日�、
１２日�～１４日�、
１９日�～２８日�

１日�～３０日�９

　毎月第３�の「家庭の日」に、家族で卓球・ニュースポーツなどをする場合、
無料で体育室を貸し出します。
■時 毎月第３�午前９時～午後４時３０分（ニュースポーツは午前１０時～正午）
■問 青少年の家（�〈７６〉３４３２）

■場 ■問 同クラブハウス（�〈９２〉７１１２）
■他 別途入園料が必要。都合により変更
する場合があります。
パン教室（動物あんぱんとデニッシュ）
■時 ５月１６日�・１７日�・２３日�・２４日
�・３０日�・３１日�午後１時・２時
３０分（１６日は午後３時のみ）
■定 各４８人（先着順）
■￥ ５００円
■申 当日午前９時３０
分から同クラブ
ハウスへ

いちご大福教室　　　　　　　　　　
■時 ５月１６日�・１７日�・２３日�・２４日
� 午 前１１時・午 後１時・２時３０分
（２３日は午後のみ）
■定 各１５人（先着順）
■￥ ５００円
■申 当日午前９時３０
分から同クラブ
ハウスへ

フォトスポットツアー　　　　　　　
■時 ５月２３日�午後１時３０分
■定 ２５人（当日先着順）
■￥ １３００円
アロマテラピー講座「英国の製油で防
カビ＆消臭スプレーを作りましょう」
■時 ５月２５日�午後１時３０分
■定 ２０人（先着順）
■￥ ２５００円
■講 内藤 満  里  子 氏

ま り こ

■申 ５月５日�午前９時３０分より同クラ
ブハウスへ
フラワーアレンジメント講座「モダン
にアジサイを挿す」
■時 ６月１日�午後１時３０分
■定 ２０人（先着順）
■￥ ３０００円
■講 山口 秋  子 氏

あき こ

■申 ５月５日�午前９時３０分より同クラ
ブハウスへ

アートフラワー手作り花盆栽「あじさい」
■時 ６月３日�・１７日�午前１０時（全２回）
■定 ２０人（先着順）
■￥ ４０００円（２回分）
■講 青木 元  子 氏

もと こ

■申 ５月５日�午前９時３０分より同クラ
ブハウスへ

デンパーククラブハウスの
教室・講座

▼
▼

■内 ■時 おおぐま座�３日�・１０日�午後
１時３０分・午後３時
おとめ座�１７日�・２４日�・３１日�
午後１時３０分・午後３時（２４日は午
後１時３０分のみ）
５月の安プラスペシャル�２４日�午
後３時

　※毎週�午後１時３０分・３時からの
投映でも生解説あり。

■場 ■問 文化センター（�〈７６〉１５１５）

■時 ５月２８日�午前１０時～１１時３０分（雨
天の場合５月２９日�）

■場 デンパーク
■対 乳幼児とその保護者
■定 ２００組（先着順、要予約）
■￥ 入園料
■申 ５月７日�午前９時から電話で市
（�〈７３〉６３３６）、二本木（�〈７７〉２７７４）
あけぼの（�〈９７〉２２７６）、根崎（�〈９２〉
００８９）、さくら（�〈９９〉２１００））の各子
育て支援センターへ

■問 市子育て支援センター（�〈７３〉６３３６）

■時 ６月１３日�午後６時３０分～８時
■場 丈山苑
■内 演奏�トランペット牧原 正  洋 ・ギタ

まさ ひろ

ー西村 俊  哉 ・ベース菅原 正  宣 
とし や まさ のぶ

■定 １３０人（先着順）
■￥ １０００円（中学生以下９００円。入苑料・
呈茶料含む）

■申 ５月８日�午前９時から電話で同苑
（�〈９２〉７７８０）へ

プラネタリウム
５月の生解説

▼
▼

親子で遊ぼう会
「ウオークラリー」

▼
▼

あじさいコンサート ▼
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■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
■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。
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■時 ５月３０日�～６月２５日�
■場 油ヶ渕遊園地・
応仁寺境内一帯
（碧南市油渕町）
■問 碧南市商工課
（�〈４１〉３３１１）
銘木工芸展・草木染・藍染展　　　　
■時 ６月６日�・７日�・１３日�・１４日�
油ヶ淵写生大会・ミニＳＬ乗車会　　
■時 ６月７日� ( 雨天の場合１４日�に順延 )
にしばた哲学の小径俳句ing 　　　　
■時 ６月７日�
観光写真撮影会・西端商店街主催ミニ
ステージ
■時 ６月１３日�
お茶会　　　　　　　　　　　　　　
■時 ６月１４日�

■内 訪れる多くの人を
魅了してきた歴史
と伝説の地「八橋」。
美しいかきつばた
の花をご堪能ください。まつり期間
中は、観光ガイドボランティアが、
かきつばた園をご案内します。
■時 ５月２６日�まで
■場 八橋かきつばた園（知立市八橋町）
■他 ５月２日�～６日�・９日�・１０日
�、１６日�・１７日�は駐車場有料　
大型自動車�１５００円／回、普通自動
車�３００円／回
■問 知立市経済課（�〈８３〉１１１１）

■内 木の実や貝殻などを使い、人形や動
物を作り飾り付ける、県無形文化財
指定の「吉浜細工人形」。約８００ｍの散
策コース内に展示しています。
■時 ５月８日�～１０日
�

■場 名鉄三河線吉浜駅
前人形小路、柳池
院、宝満寺
人形小路花まつり　　　　　　　　　
■内 ＪＡあいち中央産直市、人形小路じ
まん市、スタンプラリーなどのイベ
ントを行います。
■時 ５月９日�・１０日�
■問 高浜市文化スポーツグループ（�〈５２〉
１１１１）

史跡八橋かきつばたまつり 知
立

吉浜細工人形展 高
浜

へきなん花しょうぶまつり 碧
南

■内 勤務内容�休日急病診療所における
歯科医療事務　勤務日時���、年
末年始の午前８時３０分～午後５時　
賃金�時給１２００円、通勤割増１日
２００円　募集人数�３人程度　採用
日�６月（事前研修あり）

■対 昭和２５年４月２日以降生まれで、各
認定団体の行う医療事務講座を終了
し、歯科医院での実務経験が１年以
上ある人
■申 ５月１２日�～２２日�午前８時３０分～
午後５時１５分（��を除く）に履歴書
を持って市保健センター（�〈７６〉
１１３３）へ

■時 ６月７日�

■持 母子手帳
■他 平成１９年５月生まれ以降の子につい
ては、１０月２５日�に行います。
■場 ■問 市保健センター（�〈７６〉１１３３）

　ごみの分け方・出し方の相談窓口を
開設します。
■時 ５月１１日�から毎週�午前９時～正
午、午後１時～４時
■場 市役所北庁舎１階ロビー
■問 清掃事業所（�〈７６〉３０５３）

市保健センター臨時職員募集 ▼

２歳児の歯科検診・
フッ化物（フッ素）塗布

▼
▼

対　　象受付時間

平成１８年１１・１２月生ま
れの子

午前９時
～９時４５分

平成１９年１・２月生ま
れの子

午前９時４５分
～１０時３０分

平成１９年３・４月生ま
れの子

午前１０時３０分
～１１時１５分

平成１８年５～１０月生ま
れで昨秋のフッ化物塗
布が未実施の子

午前１１時１５分
～１１時３０分

ごみ相談窓口を開設 ▼
■時 ７月２４日�まで
■内 大規模小売店舗において小売業を行
う者の氏名・名称／店舗名称�アピ
タ安城南店、大規模小売店舗の所在
地・名称／店舗名称�ピアゴ　ラ　
フーズコア三河安城店
■場 ■問 県商業流通課（�０５２〈９５４〉６３３８）、
市商工課（�〈７１〉２２３５）

大規模小売店舗立地法に
係る届出書の縦覧

▼
▼

家賃（月額）間取り建設年度部屋番号住宅名

２万４８００円～４万８８００円３ＤＫ
平成５年

Ａ－３０４
 大  山  田  上 （池浦町）
おお やま だ かみ

２万４８００円～４万８８００円３ＤＫＢ－３０２

２万６０００円～５万１１００円３ＤＫ平成６年４０３ 前  山 （堀内町）
まえ やま

２万６４００円～５万１９００円３ＤＫ平成７年４０３ 吹  付 （上条町）
ふき つけ

２万８８００円～５万６５００円３ＤＫ
平成１４年

Ｃ－２０３
 池 浦   （池浦町）
いけ うら

２万３１００円～４万５４００円２ＤＫ※Ｃ－２０８

２万９５００円～５万７９００円３ＤＫ平成１５年Ａ－２０１ 東 
ひがし

 大 道   （里町）
だい どう

※単身での申し込み可。単身入居の要件は同課で確認してください。

■申 ５月１１日�～１５日�午前９時～午後５時に建築課（�〈７１〉２２４０）へ
■他 申込案内書は同課で配布。入居資格に該当することを確認し、申し込みく
ださい。

広報あんじょう　2009.5.1�
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外国語の
情報ボックス

※申し込みや問い合わせは、日本語
でお願いします。
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