
■時 ７月３日掌・１７日掌・２９日晶午後２
時～４時

■場 刈谷市総合文化センター
■内 自衛隊の紹介、自衛官採用制度
■問 自衛隊愛知地方協力本部安城地域事
務所（緯〈７４〉６８９４）、市行政課（緯〈７１〉
２２０８）

自衛隊安城地域
事務所制度説明会
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■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
レザー小物教室　　　　　　　　　　
■時 ６月２５日松・２６日掌午前１０時から
■内 レザー（革）にイニシャルを印字。花
のブローチ・携帯ストラップを作成

■講 天野 均 氏
ひとし

■定 各５０人（先着順）
■￥ ５００円から
クッキーファクトリー　　　　　　　
■時 ６月２５日松・２６日掌、７月２日松・
３日掌・９日松・１０日掌午前１０時～
午後３時３０分

■内 花型のクッキー作り。バニラ・チョ
コレート・バラ・きなこ味あり

■￥ ７００円
手作りパン教室　　　　　　　　　　
■時 ６月２５日松・
２６日掌、７月
２日松・３日
掌・９日松・
１０日掌午後１
時・２時３０分

■内 動物あんパンとデニッシュパン作り
■定 各１８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
粘土で作るスイーツ教室　　　　　　
■時 ７月２日松・３日
掌午前１０時から

■定 各５０人（当日先着
順）

■￥ ５００円
テーブルフォトふわふわ写真講座　　
■時 ７月１３日昌・２７日昌午前１０時（全２
回）

■内 テーブルに置いた小物を、ポストカ
ードのようにおしゃれに撮影

■講 岡本 由  樹  子 氏
ゆ き こ

■定 ２０人（先着順）
■￥ ２３００円
■申 ６月２０日捷午前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
体験教室

■場 ■問 デンパーク（緯〈９２〉７１１１）
■￥ 入園料
加古川利彦ボタニカルアート展「旅先
で出会った花々たち」
■時 ６月２２日昌～２７日捷

■内 旅先で見かけた草花の細密画約３０点
を展示

Ｍａｒｉｋｏ　Ｓｔｙｌｅ花教室作品展
■時 ６月２９日昌～７月１１日捷（７月５日
昇を除く）

■内 「心ひとつに、ガンバレ東日本」をテ
ーマに、被災地へのメッセージカー
ドを添えたプリザーブドフラワー、
フェイクフラワーなど約５０点を展示

■他 展示終了後に、メッセージカードを
被災地へ届ける予定です

デンパークの展示会

■場 ■問 堀内公園（緯〈９９〉５９４７）
お得な回数券の販売　　　　　　　　
■時 ７月１日晶～３１日掌午前９時～午後
４時（捷・１９日昇を除く。１８日抄は
販売）

■場 同園管理事務所
■内 回数券１冊の購入につき、有料遊具
無料券を２枚進呈
水の舞台を水遊び場に開放　　　　　
■時 ７月２日松・３日掌・９日松・１０日
掌・１６日松～１８日抄・２１日昭～８月
３１日昌午前１０時～正午、午後１時～
４時（捷を除く。松掌は正午～午後
１時もあり）
　※天候・気温などにより中止するこ
とがあります。

■対 小学生以下の子（未就学児は、１８歳
以上の保護者の付き添いが必要）

■他 紙おむつの子は利用不可（水遊び用
パンツの上に水着着用で利用可）

堀内公園の催し

■時 ８月９日昇午前８時３０分～午後５時
１０分

■場 集合施市役所西会館駐車場　目的地
施矢作ダム・旭高原元気村（豊田市）

■内 ダムの見学、五平餅教室
■対 市内在住の小学生とその保護者
■定 ４０人（定員を超えた場合は抽せん）
■持 昼食・飲み物
■申 ７月８日晶までに、参加希望者全員
の住所・氏名・生年月日・電話番号
（自宅と携帯電話）を、電話かファク
ス、Ｅメールで企画政策課（緯〈７１〉
２２０４／胃〈７６〉１１１２／kikaku@city.
anjo.aichi.jp）へ

矢作川地域交流バスツアー

■時 ８月１日捷午前１０時～午後３時
■場 県西三河総合庁舎（岡崎市）
■内 障害があると思われる子の就学相談
（予約制）

■対 ３歳～小学校入学前の子とその保護者
■申 ７月１日晶までに学校教育課（緯〈７１〉
２２５４）へ

早期教育相談

■時 ８月７日掌午前９時１５分～午後３時
■場 市スポーツセンター
■内 種目獅下表のとおり

■対 市内在住・在勤・在学のアマチュア
競技者

■￥ １００円（市内在学の小・中学生は無料）
■他 公共交通機関、乗り合わせでお越し
ください

■申 ７月１日晶～１５日晶午前９時～午後
５時（捷を除く）に所定の申込書を持
って市体育協会（市体育館内／緯〈７５〉
５１８２）へ
　※申込書は、同館、市体育協会、同
協会ウェブサイト、市スポーツセン
ター、マーメイドパレスで配布。

■問 市体育館（緯〈７５〉３５３５）

女　子男　子部
５０ｍ自・平・背５・６年

小学生
２００ｍリレー
１００ｍ自・平・背
４００ｍリレー中学生

５０ｍバタ１００ｍバタ
１００ｍ自・平・背

・バタ
４００ｍリレー

１６歳以上
（高校生・
大学生含む）

５０ｍ自・平・背
２００ｍリレー

２０歳以上
（大学生含む）

５０ｍ自・平・背３０歳以上

５０ｍ自・平
４０歳以上
５０歳以上

２５ｍ自・平６０歳以上

安城選手権大会
夏季水泳競技会

■時 ６月１９日掌午前１０時～午後４時（予
備日７月３日掌）

■場 中心市街地交流広場（御幸本町）
■内 東日本大震災義援金募金、応援メッ
セージ作成、よさこい鳴子踊りなど

■問 社会福祉課（緯〈７１〉２２２４）

チャリティーよさこい

■時 ７月１日晶・８日晶午前１０時～１１時
３０分（全２回）

■場 中央図書館
■対 学校で読み聞かせをしている人
■定 ３０人（先着順）
■申 ６月２１日昇午前９時から直接か電話
で中央図書館（緯〈７６〉６１１１）へ

読み聞かせのしかた教室

■場 ■問 マーメイドパレス（緯〈９２〉７３５１）
屋外流水プール開放　　　　　　　　
■時 ６月２５日松～９月１９日抄午前１０時～
午後６時（７月２１日昭～８月３１日昌

以外は、毎週松掌抄のみ開放）
■￥ 施設使用料
オリジナル風船プレゼント　　　　　
■時 ６月２５日松午前１０時
■対 プールを利用した小学生以下
■定 １００人（先着順）
■￥ 施設使用料
うなぎのつかみ取り大会　　　　　　
■時 ６月２６日掌

午前１１時
■対 小学生以下
■定 ７０人（先着
順）

■￥ 施設使用料
■他 うなぎの調
理はしませ
ん

■申 当日午前１０時３０分から屋外プールサ
イドで整理券を配布

マーメイドパレスの催し
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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。

■対 ■時 ■場 乳幼児 ▼５日昇・２６日昇獅南部
公民館、６日昌・２０日昌獅東部公民
館、７日昭・２１日昭獅安祥公民館、
８日晶・２２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）

７月の移動児童館

■時 ７月１日晶・５日昇～８日晶・１２日
昇～１５日晶・１８日抄・２０日昌～２２日
晶・２６日昇～２９日晶いずれも午後１
時～４時（受け付けは午後２時まで）

■場 ■問 埋蔵文化財センター（緯〈７７〉４４９０）

土器づくり教室

　中・高校生や外国人も歓迎します。
■時 ７月２日松・９日松・１６日松・２３日
松・３０日松午前１０時～１１時３０分

■対 女性
■￥ １回５００円
■持 浴衣・帯など
■場 ■問 安祥閣（緯〈７４〉３３３３）

浴衣着付け教室

■時 ６月２６日掌午後３時１０分
■場 文化センター
■内 ウクレレの生演奏とフラダンスの競
演を交え、星空を解説

■講 浅田 英 
ひで

 夫 氏（天文研究家）
お

■定 １５０人（先着順）
■￥ ５０円（中学生以下は無料）
■申 ６月１８日松午前９時から、入場券を
同センター（緯〈７６〉１５１５）で配布

プラネタリウムスペシャル夏

■時 ７月９日松午前９時～１０時３０分
■場 環境学習センター「エコきち」
■講 古川 智  美 氏（全米ヨガアライアンス

さと み

認定インストラクター）
■対 小学４年生以上の人
■定 １６人（定員を超えた場合は抽せん）
■持 動きやすい服装・ヨガマット（バス
タオルでも可）

■申 ６月２１日昇～７月１日晶午前９時～
午後９時（２７日捷を除く）に、住所・
氏名・電話番号・参加人数を環境学
習センター「エコきち」（緯〈７６〉７１４８）
へ

■問 環境首都推進課（緯〈７１〉２２０６）

自然を感じるヨガ体験

■時 ７月２日松午後２時
■内 歴博講座「安城駅誘致合戦」
■場 ■問 歴史博物館（緯〈７７〉６６５５）

歴史博物館の催し

■時 ７月５日昇～１０日掌午前９時～午後
５時

■場 市民ギャラリー
■内 同ギャラリーでの受講生による、銅
版画やリトグ
ラフ７４点を展
示

■問 市民会館（緯

〈７５〉１１５１）

版画講座受講者展

環境学習センター「エコきち」の講座

森のしんけいすいじゃく　　　　　　
■時 ７月２日松・１６日松・２４日掌・３１日
掌午前１０時～１１時３０分

■内 秋葉公園の自然でトランプゲーム
■対 未就学児とその保護者
■定 各４組（先着順）
太陽の熱でクッキング！ソーラークッ
カーづくり
■時 ７月２日松・１６日松・２４日掌・３１日
掌午後１時３０
分～３時

■対 小学生以上
■定 各８人（先着
順）

■￥ ５００円
自転車でさがそ！まちのかたち　　　
■時 ７月３日掌・１７日掌・３０日松午前１０
時～１１時３０分

■内 自然や空気で、自転車の良さを体感
■対 小学４年生以上
■定 各５人（先着順）
■￥ ３００円
■持 自転車・ヘルメット

安城産のお買いもの　　　　　　　　
■時 ７月３日掌・１７日掌・３０日松午後１
時３０分～３時

■内 ゲームを通し、安城の農産物を学ぶ
■対 未就学児とその保護者
■定 各４組（先着順）
ストップ温暖化トレーニング　　　　
■時 ７月１０日掌・２３日松午前１０時～１１時
３０分

■内 トレーニングシートを活用し、地球
温暖化について考える

■対 小学４年生以上（大人も可）
■定 各８人（先着順）
残りページで、お気に入りのノートづ
くり
■時 ７月１０日掌・２３日松午後１時３０分～
３時

■内 余ったノートや裏
紙で、オリジナル
ノートを作成

■対 小学生以上
■定 各５人（先着順）
■持 包装紙・紙袋・雑誌など

■申 ６月２１日昇午前９時から環境学習センター「エコきち」（緯〈７６〉７１４８）へ
※予約に応じて、昇～晶も以下の講座を開講します。
※８月以降の日程は、直接問い合わせるか、同センターウェブサイト（http://
www.ecokichi.com/）で確認してください。

■問 環境首都推進課（緯〈７１〉２２０６）
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　ワクチン不足による延長です。
■内 延長対象施平成６年４月２日～平成
７年４月１日生まれの子の初回接種
延長後の期限施９月３０日晶まで

■他 配布済みの接種券は引き続き利用可
■問 市保健センター（緯〈７６〉１１３３）

子宮頸がん予防ワクチン
接種期限を延長

　安城桜井駅周辺地区・安城大東地区
の事後評価について、フォローアップ
結果を公表しました。
※市公式ウェブサイトからも見ること
ができます。

■場 ■問 都市計画課（緯〈７１〉２２４３）

まちづくり交付金事業
事後評価フォローアップ結果

■内 予約可能期間施１０月１日松～来年３
月３１日松のうち、上半期と合わせて
３日間

■対 多目的ホールを１００人以上で使う、
講演などの団体利用

■申 ６月１５日昌～２６日掌午前９時～午後
９時（２０日捷を除く）に、直接市民交
流センター（緯〈７１〉０６０１）へ
　※電話での申請は不可。なお、予約
は調整し、結果を後日連絡します。

■問 市民協働課（緯〈７１〉２２１８）

安城市民交流センター
下半期分の予約を受け付け

　子どものいじめ・虐待などの相談
■時 ６月２７日捷～７月１日晶午前８時３０
分～午後７時、７月２日松・３日掌

午前１０時～午後５時
■内 専用電話施緯０１２０〈００７〉１１０
■問 名古屋法務局人権擁護部（緯０５２〈９５２〉
８１１１）、市市民課（緯〈７１〉２２２１）

「子ども人権１１０番」強化週間

　先の大戦において、外地など（事変
地・戦地の区域）に派遣され、戦時衛
生勤務に従事した、旧日本赤十字社救
護看護婦および旧陸海軍従軍看護婦
（慰労給付金受給者は除く）に、内閣総
理大臣名の書状を贈呈します。
■問 総務省大臣官房総務課（緯０３〈５２５３〉
５１８２）、市社会福祉課（緯〈７１〉２２２４）

戦時衛生勤務従事者へ
内閣総理大臣名書状を贈呈

　対象のはかりは定期検査が必要です。
平成２１年度の検査で未検査のはかりを
使用している人は、７月８日晶までに
連絡してください。
■対 商店・露店などの商品売買用、病院・
薬局などの調剤用、運送業者などの
運賃算出用、農業生産者の売買・出
荷用、工場での材料購入用など

■問 商工課（緯〈７１〉２２３５）

はかりの検査の事前調査

　市民と事業者のみなさんが一体とな
って、地域ぐるみで暴走族のいない、
安全・平穏な生活を守り、青少年の健
全育成に努めましょう。
■内 スローガン施暴走を「しない」「させ
ない」「見に行かない」～暴走族なく
して住みよいまちづくり～

■問 青少年の家（緯〈７６〉３４３２）

６月は暴走族追放強調月間 ■時 ６月１５日昌～３０日昭午前８時３０分～
午後５時１５分（松掌を除く）

■内 農地の「貸し手」と「借り手」の賃貸借
の申し出をとりまとめたもの　利用
権設定面積獅１０７ヘクタール

■場 ■問 農務課（緯〈７１〉２２３４）

農用地利用集積計画の縦覧

　任期満了による改選に伴い、選挙人
名簿を縦覧できます。
■時 縦覧施６月２０日捷～７月３日掌午前
８時３０分～午後５時１５分　選挙施８
月１４日掌

■場 ■問 区画整理課（緯〈７１〉２２４６）

安城北部土地区画整理事業
審議会委員の改選

■時 ９月１３日昇まで
■内 店舗名称施ホームエキスポ安城（赤
松町）　縦覧内容施大規模小売店舗
で小売業をする者の氏名・名称（法
人は代表者の氏名）・住所

■場 ■問 県商業流通課（緯０５２〈９５４〉６３３８）、
市商工課（緯〈７１〉２２３５）

大規模小売店舗立地法に係
る届出書の縦覧

■手作りかみしばい教室
■時 ７月１６日松～１８日抄午前１０時～正
午（全３回）

■内 ３日間で創作紙芝居を作ります
■対 ３回とも出席できる小学生
　※未就園児は保護者同伴。
■定 ２０人（先着順）
■申 ６月２８日昇午前９時から電話で同
館へ

■赤ちゃん読み聞かせ　このゆびと
～まれの「にこにこ会」
■時 ７月８日晶・１５日晶・２９日晶、８
月５日晶午前１０時３０分～１１時（全
４回）

■対 未受講で、４回とも参加できる、
１０カ月までの子とその保護者

■定 １５組（先着順）
■申 ６月２３日昭午前９時から電話で同
館へ

４日捷・１１日捷・１９日昇・２２日晶・
２５日捷

講座

中央図書館（緯〈７６〉６１１１）

７月の休館日

おはなし会
７月１日晶

午前１０時３０分
おはなしポッケ
（０～２歳）

７月２日松

午後３時
おはなしレストラン
（小学生以上）

７月５日昇・
２６日昇

午前１０時３０分

えほんとわらべうたの
会（０～２歳）

７月７日昭

午前１０時３０分
おはなしゆりかご
（０～２歳）

７月９日松

午後２時
おはなしどんどん
（１歳～小学校低学年）

７月１０日掌

午後２時
かみしばいの会
（幼児～小学校低学年）

７月１３日昌

午前１０時３０分
おはなしたまてばこ
（１～５歳）

７月２１日昭

午前１０時３０分
いないいないばあ
（１～５歳）

７月２３日松

午前１１時
大人のための絵本朗読
会（一般）

７月２７日昌

午前１０時３０分
おはなしまあだ
（１～５歳）

７月２８日昭

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。

図書館へ行こう
Let's go to library!

中央図書館の携帯電話用
ウェブサイトへ葛葛

　パソコンや携帯電話から、最新の災
害情報をみることができます。災害時
に備え、お手持ちのパソコン、携帯電
話に登録してください。
■内 ＵＲＬ施http://www.katch-i.jp
■￥ 通信料（利用料は無料）
■問 叙キャッチネットワーク（緯０１２０〈２〉
３９３９１）、防災危機管理課（緯〈７１〉２２２０）

ＫＡＴＣＨ災害情報サイト

パパソコン画パソコン画面面 ＱＲコード

４月分／受け付け順／敬称略
市社会福祉協議会　善意銀行　　　　
　二本木公民館利用者、国際ソロプチ
ミスト安城、ほほえみダンス、日本モ
ウルド工業㈱、㈱平松木型製作所、西
部福祉センター利用者、榎前町内会、
前畑純夫、太田勉、安城商工会議所青
年部、ＪＡあいち経済連西三河店舗情
報センター、ふれあいダンス、橋本重
夫、チャイルド文化、北部福祉センタ
ー利用者、北部公民館利用者、野村君
江、さわやかダンス、安城市赤十字奉
仕団、桜井公民館利用者、作野福祉セ
ンター利用者、匿名

福祉への善意
ありがとうございます

■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。

広報あんじょう　2011.6.15蛾

■時 ７月５日昇・６日昌・８日晶・１２日
昇午前６時～７時３０分

■場 市総合運動公園野球場
■対 市内の商店・企業・クラブ単位で編
成された軟式野球チーム

■￥ １チーム１０００円（保険料）
■申 ６月２５日松午後７時に、保険料とメ
ンバーの名簿を持参し、市体育館で
開催する監督者会議に出席

■問 市体育館（緯〈７５〉３５３５）

早朝野球大会参加チーム

■場 ■問 衣浦東部保健所（刈谷市／緯〈２１〉
４７７８）
こころの健康相談　　　　　　　　　
■内 ■時 精神保健福祉相談員・保健師との
相談施捷～晶午前９時～正午、午後
１時～４時３０分（抄を除く）　精神科
医師との相談施７月１２日昇午後２時
～４時（予約制）
エイズ即日検査・肝炎検査　　　　　
■時 ７月５日昇・１２日昇・１９日昇・２６日
昇午前９時～１１時
　※５日昇・１９日昇は、エイズ検査の
み午後６時～７時もあり。

衣浦東部保健所のお知らせ

■内 地区公民館での、事業の企画運営や窓口業務全般、コーディネート業務　
採用日施８月１日捷　勤務日時獅昇～掌午前８時３０分～午後４時３０分のう
ち週５日（捷勤務、時差・時間外勤務あり）　賃金獅時給１１６０円、通勤割増
２００円（採用後半年は時給９２０円、社会保険適用あり）

■対 昭和３７年４月２日～平成元年４月１日に生まれ、普通自動車免許を所有し、
パソコンの基本操作ができ、生涯学習活動経験・意欲のある人

■定 １人
■申 ６月２２日昌・２５日松午前１１時、午後２時・６時に文化センター（緯〈７６〉
１５１５）で実施する説明会のいずれかに参加

■内 テーマ施盆踊り・夏
祭り　サイズ・画材
施自由

■対 中学生以下
■他 入賞者に記念品、応
募者に参加賞あり。
入賞作品はＰＲポスターに使用

■申 ７月８日晶まで（捷を除く）に、作品
を持って青少年の家（緯〈７６〉３４３２）へ

市民盆踊りの集いポスター

　農業委員は、農地などの利用調整や
農地問題に対する総合的な解決に向け
た活動をしています。任期は３年です。
■時 ７月１０日掌

■内 選挙による委員施２６人　議会選任な
どの委員施７人
　選挙区と定数諮第１（北部・志貴・
中部）施６人　第２（東部・南明治・
西尾）施５人　第３（西部・二本木・
高棚）施５人　第４（和泉・南部）施
５人　第５（桜井北・桜井南）施５人

■申 立候補の届け出施７月３日掌午前８
時３０分～午後５時に市選挙管理委員
会（行政課内／緯〈７１〉２２０８）へ

農業委員会委員一般選挙

■時 願書配布期間獅６月２４日晶～７月２９
日晶　試験日獅１０月２３日掌

■申 ７月１日晶～２９日晶に、願書を郵送
で県社会福祉協議会へ
　※願書は市介護保険課、市社会福祉
協議会、県高齢福祉課、西三河福祉
相談センター、西三河県民生活プラ
ザ、県社会福祉協議会で配布。

■問 県社会福祉協議会（緯０５２〈２２９〉１５９０）、
市介護保険課（緯〈７１〉２２２６）

県介護支援専門員
実務研修受講試験

　希望する事業所・サークルなどへ出
向き、子育て出前講座をします。
■時 ７月１日晶～来年２月２９日昌のうち
１回１時間程度（掌抄・１２月２８日昌

～来年１月３日昇を除く）
■内 講座内容施遊びで育つもの、子ども
の食育、心を育てるほめ方・叱り方、
生活リズム、手遊び、簡単にできる
おもちゃの紹介

■対 子育て中の保護者５人以上が参加で
きる市内の団体

■申 希望日の１４日前までの午前８時３０分
～午後５時１５分（松掌抄・年末年始
を除く）に、電話で子ども課（緯〈７１〉
２２２８）へ

子育て出前講座をします

■内 健康教育・相談などの成人保健業務
採用日施９月１日昭　勤務時間施午
前８時３０分～午後５時　賃金施時給
１４００円、通勤割増１日２００円　選考
日施７月１１日捷（面接）

■定 ２人
■申 ６月２０日捷～３０日昭午前８時３０分～
午後５時１５分（松掌を除く）に、写真
付きの履歴書と保健師・看護師免許
証を持って市保健センター（緯〈７６〉
１１３３）へ

臨時保健師・看護師


