
■場 ■問 同クラブ
ハウス（緯

〈９２〉７１１２）
■定 各２０人（先
着順）

■申 ９月５日掌

午前９時３０分から同クラブハウスへ
■他 入園料別途。都合により変更する場
合があります。詳細は問い合わせて
ください
シルバーアクセサリー講座　　　　　
■時 １０月１日晶午前１０
時

■講 近藤 祐  子 氏
ゆう こ

■￥ ３０００円
リボン刺しゅう講座「秋色リボンコサ
ージュ」
■時 １０月４日捷午後１時
■講 中丸 奈  美 氏

な み

■￥ ２５００円
パスポート付き写真講座「マイ写真集
を作っちゃおう！」
■時 １０月６日昌・２０日昌、１１月１０日昌・
１７日昌、１２月１日昌・１５日昌午後１
時３０分（全６回）

■講 鶴田 郁  夫 氏
いく お

■￥ ６０００円（期間中のデンパーク入園パ
スポート付き、別途写真集代）
パスポート付き写真講座「秋季やさし
い写真講座」
■時 １０月８日晶・２２日晶、１１月１２日晶・
２６日晶、１２月１０日晶・１７日晶午前１０
時（全６回）

■講 石原 博  之 氏
ひろ ゆき

■￥ ６０００円（期間中のデンパーク入園パ
スポート付き、別途テキスト代）
寄せ植え講座「カラーリーフを秋らし
く」
■時 １０月８日晶午前１０時
■講 野正 美  保  子 氏

み ほ こ

■￥ ３５００円
七宝アクセサリー講座「ミルフィオリ
のペンダントヘッド」
■時 １０月８日晶午後１時３０分
■講 鈴木 由  美  子 氏

ゆ み こ

■￥ ２８００円
皮工芸講座　　　　　　　　　　　　
■時 １０月１３日昌午後２時
■講 天野 均 氏

ひとし

■￥ ３５００円
アロマセラピー講座「心の悩みに効く
アロマ」
■時 １０月１８日捷午後１時３０分
■講 内藤 満  里  子 氏

ま り こ

■￥ ２５００円

■時 １０月２０日昌午前９時３０分～午後１時
■場 市保健センター
■内 栄養バランスのとれた食事、貧血予
防食を学ぶ講義と調理実習

■対 妊娠中（出産予定月１２月～来年４月）
の人　※家族の参加も可。

■定 ２４人（先着順）
■￥ ４００円
■申 ９月６日捷～１０月１３日昌午前８時３０
分～午後５時１５分（松掌抄を除く）に
市保健センター（緯〈７６〉１１３３）へ

■他 １人１講習まで
■申 ９月１０日晶午前９時から電話で市子
育て支援センター（緯〈７３〉６３３６）へ

親子遊び講習会　　　　　　　　　　
■時 １０月２１日昭午前１０時～１１時３０分
■場 桜井福祉センター
■内 らくらく子育て親子でヨーガ
■講 小嶋 夕  佳 氏（ライトウェーブ）

ゆ か

■対 乳幼児とその保護者
■定 ４０組（先着順）
育児講習会　　　　　　　　　　　　
■時 １０月２８日昭午前１０時～１１時３０分
■場 昭林公民館
■内 子どもの心を受け止める
■講 山田 博  子 氏

ひろ こ

■対 乳幼児の保護者
■定 ３０人（先着順）
■他 託児あり
子育て何でも相談広場　　　　　　　
■時 １１月４日昭午前１０時～１１時３０分
■場 市子育て支援センター（錦保育園内）
■内 絵本が結ぶ親と子のつながり
■対 乳幼児とその保護者
■定 １５組（先着順）
■他 同室託児となります
親子遊び講習会　　　　　　　　　　
■時 １１月１１日昭午前１０時～１１時３０分
■場 南部公民館
■内 親子ふれあい体操
■講 国松 貴  美  子 氏（けんこうのわ碧の木）

き み こ

■対 乳幼児とその保護者
■定 ４０組（先着順）

マタニティクッキング デンパーククラブハウスの
講座

■場 ■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
合があります。詳細は問い合わせて
ください
皮細工教室　　　　　　　　　　　　
■時 ９月４日松・５日掌午前１０時から
■定 各５０人（当日先着順）
■￥ ５００円から
かんたん七宝アクセサリー教室　　　
■時 ９月１１日松・１２日掌午前１０時から
■定 各１００人（当日先着順）
■￥ ８００円から
ジェルキャンドル作り教室　　　　　
■時 ９月１８日松～２０日抄午前１０時から
■定 各５０人（当日先着順）
■￥ １２００円から
じゃがぽたもち教室　　　　　　　　
■時 ９月１８日松～２０日抄・２３日抄・２５日
松・２６日掌午前１１時、午後１時・２
時３０分

■定 各１６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
手作りパン教室　　　　　　　　　　
■時 ９月１８日松～２０日抄・２３日抄・２５日
松・２６日掌

■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

デンパーククラブハウスの
教室子育て支援センター講習会
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■時 ９月１８日松～２０日抄午前１０時３０分～
午後３時３０分

■内 ペットボトルのキャップを使った巨
大アート作品の制作

■￥ 入園料
■他 ペットボトルのキャップ（洗浄した
もの）を持参した人には参加賞あり

■場 ■問 デンパーク（緯〈９２〉７１１１）

みんなでつくろう！巨大エ
コキャップアート

■時 １０月１４日昭午前１０時～１１時３０分
■場 桜井福祉センター
■内 歌って踊ってみんなで遊ぼう
■講 フルーツキッズ、 西  埜  仲  津  子 氏

にし の な つ こ

■対 乳幼児とその保護者
■定 ５０組（先着順）
■申 ９月７日昇午前９時から電話で市子
育て支援センター（緯〈７３〉６３３６）へ

親子で遊ぼう会

■時 １０月８日晶～来年２月２５日晶の毎月
第２・４晶（１２月２４日・１月２８日を
除く）午前１０時～１１時３０分（全８回）

■講 美竹 幸  信 氏
こう しん

■対 市内在住の６０歳以上の人
■定 １０人（定員を超えた場合は抽せん）
■￥ 三味線がない人のみ１回５００円
■申 ９月１日昌～１５日昌午前９時～午
後５時（捷を除く）に直接市総合福祉
センターへ

■場 ■問 市総合福祉センター（緯〈７７〉７８８８）

高齢者三味線入門講座

広報あんじょう　2010.9.1会

■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。

■時 １０月１９日昇午前９時３０分～午後１時
■場 市保健センター
■内 親子で調理実習　献立獅三色おにぎ
り、きのこのみそ汁、ほうれん草の
ごま和え、かつおの香味焼き

■対 ３歳児健診済みで就学前の子とその
保護者

■定 １２組程度（先着順）
■￥ １人４００円
■持 エプロン・手ふきタオル・筆記用具・
子ども用の上履き

■申 ９月７日昇～１０月１２日昇午前８時３０
分～午後５時１５分（松掌抄を除く）に
市保健センター（緯〈７６〉１１３３）へ

親子栄養スクール

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

屋外ウオーキング体験会　　　　　　
■内 ■時 にこにこ♪笑顔deウオーキング
☆（ウオーキングの基本姿勢とお腹
に効く歩き方）獅１０月２日松午前１１
時～正午　脂肪燃焼!!ウオーキング
de体質改善♪（ウオーキングの基本
姿勢と歩きながらできる筋トレ）獅
１０月１７日掌午前１１時～正午

■対 １８歳以上の人
■定 各１０人程度（先着順）
■￥ 雨天時は施設使用料が必要
■持 運動に適した服装、屋外運動靴、タ
オル、飲み物、室内運動靴（雨天時）
スポレク・Walking体験会　　　　
■時 １０月８日晶・２２日晶午後１時～２時
（全２回）
■内 水中ウオーキングの基礎的な歩き方
■対 おおむね６０歳以上の人
■定 １５人程度（先着順）
■￥ 施設使用料
■持 水着、水泳帽子
にゅーすぽーつ体験☆　　　　　　　
■内 ■時 ミニテニス編（室内テニス）獅１０月
１１日抄午前１０時～正午　ポートボー
ル編（バスケットボールに似た球技）
獅１０月１５日晶午後７時～９時

■対 １８歳以上の人
■定 各２０人程度（先着順）
■持 運動に適した服装、タオル、室内シ
ューズ、飲み物

スポーツセンターの教室

■時 １０月６日昌～１２月２２日昌の毎週昌午
後７時～８時（全１２回）

■場 市スポーツセンター
■内 水泳の基本
■対 １８歳以上の人
■定 １５人程度（先着順）
■￥ ６０００円
■持 水着、水泳帽子
■申 ９月５日掌～３０日昭午前９時～午後
８時（休館日を除く）に同センター
（緯〈７５〉３５４５）へ

大人水泳スクール

■時 ９月１９日掌午前１０時
■場 榎前町宮下地内（えのき保育園と長
田川の間のひまわり畑）

■内 安城七夕親善大使とひまわり畑を写
す会、産直市、金魚すくい、不要品
バザーなど

■問 清掃事業所（緯〈７６〉３０５３）

せせらぎひまわりまつり

　３０００本の竹あかりによる幻想的な雰
囲気を楽しめます。
■場 ■問 デンパーク（緯〈９２〉７１１１）
開園時間延長　　　　　　　　　　　
■時 ９月１８日松～２０日抄

■内 開園時間を午後９時まで延長
環境イベント　　　　　　　　　　　
■内 ■時 あかりアート展獅９月１５日昌～２０
日抄　あいちいきものキャラバン隊
獅９月１８日松～２０日抄午前１０時３０分
～午後３時　環境戦隊サルビアンシ
ョー獅９月１９日掌午前１１時、午後２
時　環境保護影絵「天狗の森のニジ」
獅９月２０日抄午後３時３０分・６時３０
分

環境ワークショップ　　　　　　　　
■内 ■時 ダンボールコンポストを作ろう獅

９月１８日松　エコ石けんづくり獅９
月１９日掌　エコキャンドルづくり獅

９月２０日抄

コンサート「月夜のしらべ」　　　　　
■内 ■時 「和太鼓」 打  雅  奴 獅９月１８日松　

だ が や

「和太鼓」 梵  迦 獅９月１９日掌　「アカ
ぼん が

ペラ」 聴 し 音 獅９月２０日抄
ゆる ね

観月会　　　　　　　　　　　　　　
■時 ９月１９日掌午後７時

デンパーク仲秋のあかり祭

＊＊デンパーク＊＊ 
敬老無料入園券

有効期間 ▼平成２２年９月１日昌～３０日昭

（９月７日昇・１４日昇・２１日昇・２８日昇を除く）
本券１枚につき、市内在住の６５歳以上１人と同行
の家族１人が入園できます。
安城市社会福祉課・除安城都市農業振興協会
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＊＊デンパーク＊＊ 
敬老無料入園券

有効期間 ▼平成２２年９月１日昌～３０日昭

（９月７日昇・１４日昇・２１日昇・２８日昇を除く）
本券１枚につき、市内在住の６５歳以上１人と同行
の家族１人が入園できます。
安城市社会福祉課・除安城都市農業振興協会

〈キリトリセン〉



　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（緯

〈６３〉０１３５）
小児・乳児応急手当講習会　　　　　
■時 ９月１８日松午前９時～１１時
■場 安城消防署
■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 ２０人（先着順）
■申 ９月５日掌午前９時から同署救急係
　（緯〈７５〉２４９４）へ
普通救命講習会Ⅰ　　　　　　　　　
■時 ９月１９日掌午前９時～正午
■場 知立消防署
■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
など

■定 ２０人（先着順）
■申 ９月５日掌午前９時から同署救急係
　（緯〈８１〉４１４４）へ
上級救命講習会　　　　　　　　　　
■時 ９月２５日松午前９時～午後６時
■場 碧南消防署
■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 ９月５日掌午前９時から同署救急係
　（緯〈４１〉２６２５）へ

救命講習会

■場 ■問 堀内公園（緯〈９９〉５９４７）
じゃんけん大会　　　　　　　　　　
■時 ９月１１日松・１２日掌・２３日抄午前１１
時、午後２時

■内 スタッフとじゃんけんで勝負して、
勝った人には粗品を進呈

■対 小学生以下
■定 各５０人（先着順）
紙芝居などのお話会　　　　　　　　
■時 ９月１２日掌午前１０時３０分、午後１時
３０分

■対 未就学児（１８歳以上の保護者同伴）
■定 各２０人
敬老の日遊具無料イベント　　　　　
■時 ■内 ９月１８日松獅サイクルモノレール
　９月１９日掌獅汽車　９月２０日抄獅

観覧車
■対 ６０歳以上の人
ミニ模擬店　　　　　　　　　　　　
■時 ９月１８日松～２０日抄午前１０時～午後
３時

■対 小学生以下
■定 各５０人（先着順）
■￥ 各１００円

堀内公園の催し
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■問 安城商工会議所（緯〈７６〉５１７５）、市商
工課（緯〈７１〉２２３５）

逆境に打ち勝つ！既存商品のブラン
ディングと販路拡大経営術！
■時 ９月２２日昌午後３時～４時３０分
■場 安城商工会議所
■講 安藤竜二氏（サムライ日本プロジェ
クト総合プロデューサー）

■定 １００人（先着順）
■申 ９月６日捷午前９時からファクスで
商工会議所（胃〈７６〉４３２２）へ
空を見よう　　　　　　　　　　　　
■時 １０月１５日晶午後２時～３時３０分
■場 文化センター
■講 石原良純氏（俳優・気
象予報士）

■定 ５００人（先着順）
■申 ９月６日捷午前９時
から商工会議所で整理券を配布

文化講演会

■時 １０月１７日掌午前１０時～午後３時（雨
天の場合１０月２４日掌）

■場 安城公園西グラウンド
■内 ５０杓競争、車椅子競争、さかなつり
競争、ミニボーリング、玉入れ、輪
投げなど

■対 身体・知的・精神に障害のある人
■他 １人で午前、午後各１種目参加可
■申 ９月８日昌までの午前８時３０分～午
後３時（掌捷を除く）に、持参か郵送
で身体障害者福祉協会事務局（〒４４６
－００４６赤松町大北７８－１／緯〈７６〉
７６２５）へ
　※申込書は同協会、市障害福祉課で
配布。

障害者福祉体育祭

　５月に植えた苗が、見事なアートに
なりました。
■時 ９月２５日松午前９時４５分（小雨決行）
■場 和泉町七ツ田（デンパーク正面ゲー
トより西へ４００ｍ、北梶橋南）

■内 手作業による稲刈り、はざかけなど
■定 ５００人（先着順）
■持 田んぼで作業のできる服装・軍手・
タオルなど
　※稲刈り用の鎌は主催者で用意。
■他 昼食は各自で用意してください
■申 ９月１５日昌までに、所定の申込用紙
を、郵送かファクスで次の①～③の
いずれかへ　①市農務課（〒４４６－８５
０１住所記載不要／胃〈７６〉１１１２）　②
ＪＡあいち中央農業振興部（〒４４６－
００４６赤松町浄善５０／胃〈７３〉４４１５）　
③水土里ネット明治用水地域活動室
（〒４４６－００６５大東町２２－１６／胃〈７５〉
７９４４）
※申込用紙は市農務課、中央・各地
区公民館、ＪＡあいち中央各支店、
水土里ネット明治用水、ふれあい田
んぼアート実行委員会ウェブサイト
などで配布。

■問 農務課（緯〈７１〉２２３３）

ふれあい田んぼアート２０１０
稲刈り
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＊＊デンパーク＊＊ 
敬老無料入園券

有効期間 ▼平成２２年９月１日昌～３０日昭

（９月７日昇・１４日昇・２１日昇・２８日昇を除く）
★本券の払い戻し、再発行はできません
★入園後にいったん退園した場合は再入園できません

利用人数　□１人　□２人

＊＊デンパーク＊＊ 
敬老無料入園券

有効期間 ▼平成２２年９月１日昌～３０日昭

（９月７日昇・１４日昇・２１日昇・２８日昇を除く）
★本券の払い戻し、再発行はできません
★入園後にいったん退園した場合は再入園できません

利用人数　□１人　□２人

広報あんじょう　2010.9.1回

　９月２０日抄の「敬老の日」にあわせて、
さまざまな敬老行事をします。
■問 社会福祉課（緯〈７１〉２２２３）
敬老訪問　　　　　　　　　　　　　
■時 ９月６日捷～１０日晶

■内 ９５歳・１００歳以上の高齢者を市長ら
が訪問し、長寿をお祝い

９５歳の肖像写真展　　　　　　　　　
■時 ９月２日昭～７日昇午前９時～午後
９時（６日捷を除く、７日は正午まで）

■場 市総合福祉センター
■内 ９５歳の肖像写真を展示し、展示終了
後、本人に贈呈

おじいさん・おばあさんの似顔絵展　
■時 ９月１４日昇～２２日昌午前９時～午後
９時

■場 市内各福祉センター・農村センター・
安祥公民館

■内 市内小学２年生が描いた、高齢者の
似顔絵約３２０点を展示
敬老の日浴場開放　　　　　　　　　
■時 ９月２０日抄午前１０時～午後４時
■場 市内各福祉センター・農村センター
■対 ６０歳以上の人
敬老祝い品・敬老金の贈呈　　　　　
■内 満８０歳以上の高齢者に敬老祝い品を、
満８５歳・９０歳・９５歳・１００歳以上の
高齢者に直接または各町内会を通じ
て敬老金（サルビアギフト券）を贈呈

■時 ９月２６日掌午前１０時、午後２時
■内 非行少年若者の砦　監督獅藤田敏八
出演獅地井武男ほか

■場 ■問 歴史博物館（緯〈７７〉６６５５）

映画会
「懐かしの日活映画特集」

敬老行事
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利用可能日獅平成２２年９月４日松～
１１月２８日掌の松掌

【安城市都市計画課緯〈７１〉２２４３】

利用可能日獅平成２２年９月４日松～
１１月２８日掌の松掌

【安城市都市計画課緯〈７１〉２２４３】

利用可能日獅平成２２年９月４日松～
１１月２８日掌の松掌

【安城市都市計画課緯〈７１〉２２４３】

利用可能日獅平成２２年９月４日松～
１１月２８日掌の松掌

【安城市都市計画課緯〈７１〉２２４３】

　９～１１月の松

掌に利用できる
あんくるバス無
料乗車券を掲載
します。切り取
って、バス降車時に運転手に渡すと、
無料で利用できます。
■あんくるバスロケーションシステ
ムを導入
　パソコンや携帯電話で、バスの現
在の運行状況（バス停通過情報）など
を確認できます。
　確認方法は本紙２４ページをご覧く
ださい。
■問 都市計画課（緯〈７１〉２２４３）

土日限定あんくるバスお試
し無料キャンペーン

■時 １０月１０日掌午後３時１０分
■場 文化センター
■内 みんなに大人気の「ブラック星博士」
がまた安城にやってくる錘宇宙の時
間を狂わそうとする博士は、つまら
ないダジャレが大好き。今年はどん
なダジャレで攻撃してくるのか随

■講 ブラック星博士（井上 毅 氏／明石市
たけし

天文科学館学芸員）、浅田 英  夫 氏（天
ひで お

文研究家）
■定 １５０人（先着順）
■￥ ５０円（中学生以下は無料）
■申 ９月１１日松午前９時から文化センタ
ー（緯〈７６〉１５１５）で整理券を配布

プラネタリウム「ブラック
星博士東海征服計画２０１０」

■時 ９月１１日松午後１時３０分～４時
■場 豊田市福祉センター
■内 東海（恵南）豪雨から１０年～洪水の教
訓を次世代に伝える～

■問 豊橋河川事務所調査課（緯０５３２〈４８〉
８１０７）、市土木課（緯〈７１〉２２３９）

「矢作川・東海（恵南）豪雨
１０年」シンポジウム

■時 ９月１２日掌午前９時～正午
■場 リサイクルプラザ
■問 清掃事業 所（緯〈７６〉
３０５３）、当日の問い合わ
せ（緯０９０〈９８９２〉２９３３）

■問 マーメイドパレス（緯〈９２〉７３５１）
造波プールでＢＩＮＧＯ大会　　　　
■時 ９月１２日掌午後２時
　※カードは午後１時４５分から配布。
■対 当日のプール利用者
■定 １００人（先着順）
日本舞踊フィットネス「ＮＯＳＳ」　　
■時 ９月１７日晶午前１０時３０分～１１時３０分
■対 １８歳以上の人
■定 ２０人（先着順）
■￥ ５００円
■持 運動のできる服装、足袋または靴下、
タオル

■他 託児あり（生後６か月～未就園児、
先着１０人）

■申 ９月７日昇午前１０時からマーメイド
パレスへ
高齢者無料開放　　　　　　　　　　
■時 ９月１８日松～２０日抄

■対 ６５歳以上の人
■他 トレーニングジムを利用するには、
講習修了証が必要

マーメイドパレスの催し

■時 １０月３日掌午前９時～午後４時
■場 市総合福祉センター、社会福祉会館
■内 各種福祉体験、展示、バザー、フリ
ーマーケットなど

■問 市社会福祉協議会（緯〈７７〉２９４１）

安城市福祉まつり

今月の再生家具等入札販売



■内 サービス種類・整備か所数諮認知症
対応型共同生活介護獅１か所、小規
模多機能型居宅介護獅５か所　日常
生活圏域諮認知症対応型共同生活介
護獅東山・安城北中学校区、小規模
多機能型居宅介護獅東山・篠目・安
城北・安城西・桜井中学校区

■対 平成２３年度中に整備ができる介護保
険地域密着型サービス事業者

■申 １０月１２日昇～２９日晶（松掌を除く）に
介護保険課（緯〈７１〉２２２６）へ
　※募集要項・応募申請書は同課・市
公式ウェブサイトで配布。

介護保険地域密着型サービ
ス事業者

　減量プログラムを作成し、３か月程
度減量に取り組みます
■内 自身の生活を数値化する機械を１週
間程度装着し、データに基づき、相
談員と減量計画を立てる
　※相談は、９～１１月午前９時～午後
８時のうち１時間程度で、３～８回
程度。

■対 市内在住または在勤のおおむね１８～
３９歳で、ＢＭＩ判定（※）２３以上でや
せたいと思っている人
　※ＢＭＩ＝体重（手）÷身長（杓）÷身
長（杓）

■定 １０人程度（先着順）
■他 プランの相談日・相談場所は相談し
てください

■申 ９月６日捷～１３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

「わたしの減る脂い（へるし
い）プラン」参加者

塊広報あんじょう　2010.9.1

パソコン獅http://ankuru.bus-lo
cation.com/bloc/PcMenu
携帯電話獅http://ankuru.bus-lo
cation.com/bloc/tmまたは下の
ＱＲコード

※パソコン・携帯電話からの通信料
がかかります。

■問 都市計画課（緯〈７１〉２２４３）

あんくるバスロケーション
システム確認方法

■時 １０月１７日掌午前９時～午後４時
■場 椎の木屋敷・刈谷城址・ 楞 

りょう

 厳  寺 （刈
ごん じ

谷市)、石ヶ瀬古戦場・緒川城址・於
大公園（東浦町）、坂部城跡・ 洞  雲  院 

とう うん いん

（阿久比町)
■内 徳川家康の生母於大が生まれ育った
ゆかりの地を訪ねます

■対 市内在住の人
■定 ２０人（定員を超えた場合は抽せん）
■￥ １５５０円（昼食代を含む）
■持 筆記用具、かさ、水筒
■申 ９月１４日昇（当日消印有効）までに、
はがきに住所・氏名・年齢・電話番
号を記入し、歴史博物館「あおぞら
歴史教室」係（〒４４６－００２６安城町城
堀３０／緯〈７７〉４４７７）へ

あおぞら歴史教室

■場 ■問 丈山苑（緯〈９２〉７７８０）
観月コンサート　　　　　　　　　　
■時 ９月２５日松午後６時～７時３０分
■内 箏、尺八の音色を交えて演奏
■￥ １００円（中学生以下は無料）
秋の夜間開苑　　　　　　　　　　　
■時 ９月２５日松・２６日掌

■内 開苑時間を午後９時まで延長（入苑
は午後８時３０分まで）

■￥ １００円（中学生以下は無料）
秋月コンサート　　　　　　　　　　
■時 １０月２３日松午後６時～７時
■内 二胡の演奏　出演獅チャン・ビン
■定 ３５０人（先着順）
※雨天の場合は１３０人。
■￥ １０００円（中学生以下は９００円。入苑料・
呈茶料含む）

■申 ９月７日昇午前９時から電話で同苑へ

丈山苑の催し

■時 ９月２５日松午前９時（商品がなくな
り次第終了）
碧海信用金庫本店前会場（御幸本町）
■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）
クリエーションプラザ会場（御幸本町）
■内 一色漁港で水揚げされた新鮮な魚介
類や海産物の販売

■問 商工課（緯〈７１〉２２３５）、クリエーショ
ンプラザ（緯〈７２〉５００２）

交流広場会場（御幸本町）　　　　　　
■内 地元産野菜や米粉パンなどの販売
■問 商工課（緯〈７１〉２２３５）、クリエーショ
ンプラザ（緯〈７２〉５００２）

今月のまちなか産直市
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・路線乗り継ぎには２枚必要
・本券の払い戻し・再発行はで
きません
・コピーやウェブサイトで印刷
したものは利用できません
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■時 １０月１日晶・２日松午前１０時～正午
■場 秋葉いこいの広場
■定 各１０人（先着順）
■￥ ３０００円
■他 作品展も開催
■問 ９月５日掌午前９時か
ら秋葉いこいの広場（緯〈７６〉７１４８）へ

シャドウボックス体験会

広報あんじょう　2010.9.1壊

　せん定枝リ
サイクルプラ
ントで製造し
た「安城いき
いきたい肥」
総量１５０トン（受け取り数量獅たい肥施
用対象面積に応じて１世帯３００㎏以下）
を限度に募集します。
※応募者多数の場合は、選考し決定。
■時 受け取り期間獅９月３０日昭～１０月９
日松

■場 せん定枝リサイクルプラント
■内 受け取り決定獅通知をもって発表と
します。決定者には支給決定通知と
受け取り票を送付します。選外者に
は通知しません。
　受け取り方法獅たい肥を直接積み込
める４トン以下のトラックまたは袋
を持参して受け取ってください。

■申 ９月１３日捷までに、申込書に住所・
氏名・電話番号・希望数量・たい肥
施用対象面積またはプランターの個
数を記入し、持参か郵送、ファクス、
Ｅメールで清掃事業所（〒４４４－１１５５
堀内町西新田２／胃〈７７〉１３１８／ikii
ki@city.anjo.aichi.jp）へ
　※申込書は同所で配布。必要事項が
すべて記載してあれば任意の紙でも
可。すべての項目が記載されていな
い場合は失格。

■問 清掃事業所（緯〈７６〉３０５３）
　小型ポンプの部に安城市消防団代表
の志貴分団が出場し、７位入賞を果た
しました。
■問 防災危機管理課（緯〈７１〉２２２０）

　虐待など、高齢者・障害者の人権に
かかわる悩みごと、心配ごとなどの相
談に電話で応じます。
■時 ９月６日捷～１２日掌午前８時３０分～
午後７時（松掌は午前１０時～午後５
時）

■内 相談専用電話獅緯０５２〈９５２〉８２００
■他 人権相談は、毎月第２・４昇午前９
時～午後３時に市役所相談室でも実
施しています

■問 名古屋法務局人権擁護部（緯０５２〈９５２〉
８１１１）、市民課（緯〈７１〉２２２２）

　保管期限が過ぎた
放置自転車の中から、
再利用できる自転車
を整備点検し、「安城
市放置自転車リサイ

クル事業取扱店」で販売します。
■時 ９月２０日抄から
　※各店２・３台の販売です。
■問 維持管理課（緯〈７１〉２２３７）

所在地電話取り扱い店
別郷町〈７６〉８７０３山本自転車店
明治本町〈７６〉３３８７ソウリンサイクル商会
御幸本町〈７６〉２０２４サイクルショップ二藤
安城町〈７２〉１７７６サイクルアシストオオバ
高棚町〈９２〉０９３１神谷自転車モータース
古井町〈７５〉２３７５稲垣サイクル
和泉町〈９２〉００６６神本商会
和泉町〈９２〉０２７０兵藤モータース

　日本人の三大死因の一つ「脳卒中（脳
血管障害）」の予防には、脳の異常の早
期発見が必要です。この機会に脳ドッ
クを受けましょう。
■時 検診期間獅１１月～来年３月
　※検診日と結果説明日の２日間が必
要になる場合あり。

■場 安城更生病院、八千代病院、三河安
城クリニック

■内 頭部ＭＲＩ・頭部ＭＲＡ・問診など
■対 市内在住の４０歳以上で、会社などで
受診する機会のない人
　※現在、脳血管疾患で治療中の人、
体内に金属器具、ペースメーカー、
人工内耳などが入っている人を除く。
また、歯科インプラントが入ってい
る人は、検査を受けることができな
い場合があります。事前に主治医に
確認してください。

■定 安城更生病院１２５人、八千代病院１２５
人、三河安城クリニック５０人

　※定員を超えた場合は、過去に８回
以上申し込み、まだ当選していない
人を優先したうえで抽せん。

■￥ １万円
■他 当せんした人は、当せんした年度を
含めた４年間、申し込み不可

■申 ９月７日昇～１４日昇午前８時３０分～
午後５時１５分（松掌を除く）に市保健
センター（緯〈７６〉１１３３）へ

脳ドック後期受け付け

県消防操法大会結果

　大切な農地を守り、遊休農地と違反
転用農地の解消のため、農業委員会が
農地パトロールをしています。現地立
ち入りへのご理解をお願いします。
■時 １１月３０日昇まで
■問 農務課（緯〈７１〉２２３４）

　「１に運動　２に食事　しっかり禁
煙最後にクスリ～健康寿命をのばしま
しょう～」を合言葉に、生活習慣を振
り返ってみましょう。市公式ウェブサ
イトで健康情報を提供しています。
■問 市保健センター（緯〈７６〉１１３３）

農地パトロール

　解雇、配置転換、賃下げ、いじめな
ど労使間のトラブルで悩んでいる人は、
気軽に相談してください。専門の相談
員が対応します。
■問 刈谷総合労働相談コーナー（緯〈２１〉
４８８５）、市商工課（緯〈７１〉２２３５）

９月は健康増進普及月間

職場のトラブル
解決サポート

「高齢者・障害者の人権あ
んしん相談」強化週間

「安城いきいきたい肥」
受け取り希望者

　市内一部地域を対象に、浄化槽の維
持管理に関する調査をします。県が委
託した日本上下水道設計㈱の調査員が
訪問し、浄化槽の状況などを伺います。
調査員は県の調査であることが分かる
腕章などを着けていますので、ご協力
をお願いします。
■時 ９月～来年２月
■問 県水地盤環境課（緯０５２〈９５４〉６２１８）、
日本上下水道設計㈱（緯０５２〈２１７〉
８６１２）、市清掃事業所（緯〈７６〉３０５３）

浄化槽に関するアンケート
調査



■時 ９月１１日松～１１月７日掌午前１０時～
午後５時（捷、９月２１日昇、１０月１２
日昇を除く。ただし、９月２０日抄、
１０月１１日抄は開館。９月は午前１０時
～午後６時）
　※入館は閉館３０
分前まで。

■内 三河国奥殿藩主
松平乗友の子と
して生まれ、幕
末から明治にか
け、茶道を通じ
て日本文化の復
興に尽力した、
裏千家１１代玄々
斎精中宗室。生誕２００年を記念し、
京都・裏千家の資料を中心に、事跡
と幕末･明治の茶を通観し、奥殿藩
松平家の歴史についても紹介します

■￥ 一般８００円、小・中学生４００円
　※障害者手帳所有者とその介助者は
無料。

■場 ■問 岡崎市美術博物館（緯０５６４〈２８〉
５０００）

■時 ９月１９日掌　手筒花火獅午後７時～
９時

■場 知立神社ほか
■内 昼間は、市内
６町の若衆が
玉箱をかつぎ、
長持 唄 をうた

うた

いながら、調
子を合わせ右
へ、左へと飛
び歩き、威勢
よく町内を練
り歩きます。
夕方に知立神社へ宮入りし、勇壮な
手筒花火を披露します

■問 知立神社（緯〈８１〉００５５）

■時 １０月２日松・３日掌午前１０時～午後
４時

■場 豊田スタジアム、名鉄豊田市駅周辺
市街地

■内 環境・観光・健康づくり・ものづく
り・まちづくりをテーマとした、豊
田市の産業ＰＲストリート、農産物
特産品の展示販売、リユース（再利
用）バザー、各種ものづくり体験など

■他 豊田スタジアムへは、名鉄豊田市駅
東側コモ・スクエアからの無料シャ
トルバスを利用してください

■問 とよた産業フェスタ２０１０実行委員会
事務局（緯０５６５〈３２〉４５９６）

■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。

■他 会場へは公共交通機関を利用してく
ださい

■問 高浜市役所文化スポーツグループ
（緯〈５２〉１１１１）
おまんと　　　　　　　　　　　　　
■時 １０月２日松・３日掌午前８時～午後
５時

■場 春日神社、 八  劔 社
はっ けん

■内  法  被 に
はっ ぴ

 地  下 
じ か

 足  袋 姿の若
た び

者が、円形
に組んだ馬
場で、鈴飾
りや造花を
背負い疾走する馬に向かって飛びつ
き、人馬一体となって駆け回る勇壮
な祭りです。

射放弓　　　　　　　　　　　　　　
■時 ■場 １０月９日松獅八幡社、１０月１０日掌

獅神明社いずれも日の出～午後１時
３０分

■内 八幡社と神明社に「お弓 奉  納 の
ほう のう

 儀 」と
ぎ

して約３５０年の歴史を誇る祭り。か
みしもに大小の刀を差した武者姿の
若者が、厳しい作法にのっとり、東
西へ白羽の矢を放ちます。放たれた
矢は、見学者が争うように拾い、 破 

は

 魔  矢 として家に飾る風習があります
ま や

■時 ９月１７日晶～１０月１日晶午前８時３０
分～午後５時１５分（松掌抄を除く）

■他 この案に意見のある人は、縦覧期間
満了日までに市へ意見書を提出でき
ます

■場 ■問 都市計画課（緯〈７１〉２２４３）

秋葉まつり 知
立

とよた産業フェスタ２０１０ 豊
田

高浜のまつり 高
浜

裏千家１１代玄々斎宗室
生誕２００年記念展

岡
崎

西三河都市計画生産緑地地
区変更案の縦覧

廻広報あんじょう　2010.9.1

曙棗（あけぼのなつ
め）　玄々斎好　八
代宗哲作／嘉永６
年／個人蔵

　平成２１年の衣浦東部広域連合消防局
の救急出動は１万７２７７件、搬送人員は
１万６４５４人でした。これは、管内の２９
人に１人が利用したことになります。
本当に必要としている人への救急車到
着が遅れないよう、救急車の適正利用
にご協力をお願いします。また、救急
車が到着するまでの間に、適切な応急
手当をできるかが人の生死に大きな影
響を与えます。救命講習会に参加し、
応急手当の知識や技術を身につけま
しょう。
※救命講習会は本紙２２ページ参照。
■問 衣浦東部広域連合消防局消防課（緯

〈６３〉０１３５）

９月９日昭は救急の日、９月５
日掌～１１日松は救急医療週間
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※申し込みや問い合わせは、日本語
でお願いします。

※ Inscrições e informações somente 
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