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■￥ 施設使用料
■場 ■問 マーメイドパレス（緯〈９２〉７３５１）

夏祭り　　　　　　　　　　　　　　
■時 ８月２８日掌午後１時～４時
■内 スーパーボールすくいなど（有料）
マーメイドちゃん・マーメイド王子を
探せ
■時 ８月３１日昌午前１０時～午後９時
■内 「マーメイドちゃん・マーメイド王
子」を見つけたら招待券を進呈

■対 小学生までの子（おむつ・トレーニ
ングパンツが必要な子は不可）

■定 １００人（先着順）
■他 小学３年生以下の子は保護者の付き
添いが必要（保護者１人に２人まで）
平日限定、利用料還元フェア　　　　
■時 ９月６日昇～９日晶・１３日昇～１６日
晶

■内 期間中、くじ引きで当たりが出たら、
施設利用券を進呈

■対 プール・トレーニングジム利用者
９月からの営業時間・休館日　　　　
■内 開館時間諮プール施昇～掌午後１時
～８時（松掌抄は午前１０時から、入
場は午後７時３０分まで）　トレーニ
ングジム施昇～掌午前１０時～午後９
時（入場は午後８時３０分まで）
　休館日施毎週捷、祝日の翌日

マーメイドパレスの催し

■図書館友の会「みんなのひろば」
■時 ８月２８日掌

お楽しみコーナー（ぬりえ・折り紙）
■時 午前１０時～１１時３０分
マジックショー　　　　　　　　　
■時 午前１１時３０分～正午、午後１時３０
分～２時
アニメ映画会　　　　　　　　　　
■時 午後２時～３時
■内 日本昔ばなし「さるかにがっせん、
かさじぞう、ぶんぶくちゃがま」、
きかんしゃトーマスほか

■学校読み聞かせボランティアのた
めの絵本講座「読み聞かせの実技」
■時 ９月９日晶・１６日晶午前１０時～１１
時３０分（全２回）

■定 ３０人（先着順）
■申 ８月１９日晶午前９時から、直接ま
たは電話で中央図書館へ

５日捷・１２日捷・２０日昇・２６日捷・
３０日晶

お知らせ

中央図書館（緯〈７６〉６１１１）

９月の休館日

おはなし会
９月１日昭
午前１０時３０分

おはなしゆりかご
（０～２歳）

９月２日晶
午前１０時３０分

おはなしポッケ
（０～２歳）

９月３日松
午後３時

おはなしレストラン
（小学生以上）

９月６日昇・
２７日昇
午前１０時３０分

えほんとわらべうたの
会（０～２歳）

９月１０日松
午後２時

おはなしどんどん
（１歳～小学校低学年）

９月１４日昌
午前１０時３０分

おはなしたまてばこ
（１～５歳）

９月１５日昭
午前１０時３０分

いないいないばあ
（１～５歳）

９月１６日晶
午前１０時３０分

えほんのとびら
（０～２歳）

９月１８日掌
午後２時

かみしばいの会
（幼児～小学校低学年）

９月２２日昭
午前１０時３０分

絵本好き集まれ！おす
すめ絵本紹介

９月２４日松
午前１１時

大人のための絵本朗読
会（一般）

９月２８日昌
午前１０時３０分

おはなしまあだ
（１～５歳）
※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

■時 ９月２９日昭午後１時３０分～３時３０分
■場 文化センター
■内 食品表示についてのパネルディスカ
ッション　パネラー施榊原 喜  栄  子 氏

き え こ

（ＪＡあいち中央イキイキレディー
ス会長）、 阪  中  專  二 氏（愛知学泉大学

さか なか せん じ

教授）、安藤 一  　 氏（サンデイリー叙
かず たか

副社長）、川西 誠 氏（叙ミマツ知立店
まこと

店長）、細倉 忠  春 氏（東海農政局）、田
ただ はる

中 眞  也 氏（衣浦東部保健所）
しん や

■定 １００人（先着順）
■申 ９月５日捷～１６日晶に、参加申込書
をファクスかＥメールで、衣浦東部
保健所（刈谷市／胃〈２５〉１４７０／kinu
ura-hc@pref.aichi.lg.jp／緯〈２１〉４７
７８）へ
　※申込書は、同所ウェブサイト、安
城市保健センターで配布。

食品の表示に関するタウン
ミーティング

■時 １０月８日松・
９日掌

■内 県内３カ所か
ら、愛・地球
博記念公園
「モリコロパ
ーク」まで歩
きます
　集合施①岡崎城公園（岡崎市）、②名
城公園（名古屋市）、③小牧駅（小牧市）

■対 小学３年生以上の人で構成された２
人以上の団体

■￥ 高校生以上３０００円、それ以外２０００円
■申 ９月２０日昇までの午前９時～午後９
時（捷を除く）に、市民交流センター
（緯〈７１〉０６０１）へ
■問 市民協働課（緯〈７１〉２２１８）

■対 来年度に小・中学校、高等学校へ入
学予定で、障害があると思われる子
どもとその保護者

■問 学校教育課（緯〈７１〉２２５４）
安城養護学校（桜井町）　　　　　　　
■時 ９月７日昌、１０月６日昭

■対 知的発達の遅れ、情緒に障害のある
子ども

■申 電話で同校（緯〈９９〉３３４５）へ
岡崎養護学校（岡崎市本宿町）　　　　
■時 ９月１６日晶、１０月２１日晶

■対 手足の不自由な子ども
■申 電話で同校（緯０５６４〈４８〉２６０１）へ
大府養護学校（大府市森岡町）　　　　
■時 １０月２１日晶、１１月１６日昌

■対 病気で入院している子ども
■申 電話で同校（緯０５６２〈４８〉５３１１）へ

県立養護学校の体験入学

愛ファザＷａｌｋ

■場 ■問 堀内公園管理事務所（緯〈９９〉５９４７）
お得な回数券の販売　　　　　　　　
■時 ９月１日昭～３０日晶（休園日を除く）
■内 １冊購入につき、遊具利用券を２枚
進呈
スタンプラリー　　　　　　　　　　
■時 ９月３日松午前９時～午後４時３０分
■内 ４つの有料遊具でスタンプをすべて
集めたら、粗品をプレゼント

■対 ３歳～小学生
■定 １００人（先着順）

堀内公園の催し

■時 ９月１０日松午後６時～７時
■内 演奏施中根 雅  楽  抄  都 、田島 雅  楽 裕   

う た さ と う た ゆう

（箏など）　語り施 佐  地  多 
さ ぢ た

 美 （声楽家）
み

■￥ 入苑料１００円（中学生以下は無料）
■場 ■問 丈山苑（緯〈９２〉７７８０）

観月コンサート

シルバーアクセサリー教室　　　　　
■時 ８月２０日松・２１日掌午前１０時から
■講 近藤祐子氏
■定 各５０人（当日先着順）
■￥ １５００円から
動物あんパンとデニッシュパン作り　
■時 ８月２０日松・２１日掌・２７日松・２８日
掌、９月３日松・４日掌午後１時・
２時３０分

■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

ガラス細工・とんぼ玉教室　　　　　
■時 ８月２７日松・２８日掌

午後１時から
■講 杉浦 英  津  子 氏

え つ こ

■定 各５０人（当日先着順）
■￥ １０００円から
ロザフィ教室「紙で作るバラモチーフ」
■時 ９月３日松・４日掌午前１０時から
■講 ＧｏｌｄＭａｒｒｙ中根氏
■定 各５０人（当日先着順）
■￥ ７００円から
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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 ▼６日昇・２７日昇獅南部
公民館、８日昭・２２日昭獅安祥公民
館、９日晶・３０日晶獅高棚町公民館、
１４日昌・２８日昌獅東部公民館、いず
れも午前１０時～１１時

■問 市子育て支援センター（緯〈７２〉２３１７）

９月の移動児童館

■時 ９月２４日松～１２月１０日松の毎週松午
前１０時～１１時３０分（１０月２９日、１１月
２６日を除く、全１０回）

■場 作野福祉センター
■対 市内在住の６０歳以上の人
■定 １８人（先着順）
　※受け付け開始時に定員を超えた場
合は抽せん。

■￥ １０００円
■持 普段使っているボールペンや万年筆
■申 ９月６日昇～２３日抄午前９時～午後
５時（１２日掌を除く）に、費用を持っ
て作野福祉センター（緯〈７２〉７５７０）へ

ペン習字講座

男の料理教室「ちらし寿司」　　　　　
■時 ９月２日晶午前１０時
■定 ３０人（先着順）
■￥ １２００円
■申 ８月２０日松午前９
時３０分から同クラ
ブハウスへ
ふわふわ写真講座　　　　　　　　　
■時 ９月１４日昌・２８日昌午前１０時（全２回）
■内 机の上にモチーフを置いて、イメー
ジにあった写真を撮影

■講 岡本由樹子氏
■定 ２０人（先着順）
■￥ ２３００円
■申 ８月２０日松午前９時３０分から同クラ
ブハウスへ

ワイン講座「３６年前のビンテージワイ
ンを体験する」
■時 ９月１６日晶午前１０時３０分
■講 大橋 徹 

てつ

 也 氏（ソムリッチオーナー）
や

■定 ２０人（先着順）
■￥ ２５００円
■申 ８月２０日松午前９時３０分から同クラ
ブハウスへ 

■場 ■問 同クラブハウス（緯〈９２〉７１１２）
■他 入園料別途。都合により変更の場合があります。詳細は問い合わせてください

デンパーククラブハウスの体験講座

■時 １日昭～３日松・６日昇～９日晶・
１３日昇～１７日松・１９日抄・２１日昌～
２４日松・２７日昇～３０日晶午後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）

９月の土器づくり教室

■時 ９月１１日掌午前９時～正午
※雨天の場合は１０月３０日掌に順延。

■場 環境学習センター「エコきち」
■講 岩田 茉  莉  江 氏（音風景研究家）

ま り え

■対 小学５年生以上の人（大人も可）
■定 １５人（定員を超えた場合は抽せん）
■持 水筒・動きやすい服装・汚れてもよ
い靴・帽子

■申 ９月６日昇までの午前９時～午後９
時（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）

■時 ９月７日昌午前１０時４５分～１１時４５分
■内 曲目施ゴンドラに乗って、フィレン
ツェの花売り娘（ロッシーニ）、夏の
思い出（中田喜直）、赤とんぼ（山田耕
筰）ほか、出演施村瀬 啓  子 （ソプラ

けい こ

ノ）、石川 志  保 （ピアノ伴奏）、
し ほ

吉田 直 
なお

 美 ・山田
み

 順 
じゅん

 子 （ピアノ）
こ

■定 １５９人（先着順）
■他 ８月２４日昌～９月６日昇午前９時～
午後９時（捷を除く）に、昭林公民館
で整理券を配布。未就学児の入場は
ご遠慮ください。託児あり（１人３００
円、定員１０人）

■場 ■問 昭林公民館（緯〈７７〉６６８８）

朝のひとときコンサート

■時 ９月２６日捷午後１時～４時
■場 県弁護士会西三河支部新会館（岡崎
市）

■内 相談時間施１人あたり３０分
■申 ９月５日捷午前９時から、電話で県
弁護士会西三河支部（緯０５６４〈５４〉９４
４９）へ
※当日受け付けもできます。

■問 市民課（緯〈７１〉２２２１）

県弁護士会「無料法律相談」

■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９月１３日昇午後１時
３０分～３時３０分（予約制）
エイズ即日検査・肝炎検査　　　　　
■時 ９月６日昇・１３日昇・２０日昇・２７日
昇午前９時～１１時
　※６日・２０日は、エイズ検査のみ午
後６時～７時もあり。

衣浦東部保健所の相談・検
査

マイクを持って自然の音ひ
ろい！
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■対 高等学校を卒業または来年３月に卒
業見込みの２０歳以下（看護学生は２３
歳以下）の人

■申 ９月５日捷～３０日晶（防衛大学校の
推薦は８日昭まで）に、直接自衛隊
安城地域事務所（緯〈７４〉６８９４）へ

■問 行政課（緯〈７１〉２２０８）
防衛大学校　　　　　　　　　　　　
■時 試験日諮推薦施９月２４日松・２５日掌、
一般１次施１１月５日松・６日掌、一
般２次施１２月１３日昇～１７日松

防衛医科大学校　　　　　　　　　　
■時 １次試験施１０月２９日松・３０日掌、２
次試験施１２月７日昌～９日晶

看護学生　　　　　　　　　　　　　
■時 １次試験施１０月２２日松、２次試験施

１１月１９日松・２０日掌

自衛官

■時 １０月５日昌午前１０時３０分～午後１時
■場 市保健センター
■内 ３歳児の食生活の講義と調理実習
■対 ３歳児健診受診済みの平成１９年１０月
～２０年９月生まれの子とその保護者

■定 ６組（先着順）
■￥ １人３００円
■持 エプロン・筆記用具など
■申 ８月２４日昌～９月２８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

３歳の栄養教室

　子育ての手助けがほしい「依頼会員」
と子育ての協力をする「提供会員」が、
お互いに助け合う会員組織です。
■対 依頼会員獅市内在住・在勤・在学の
人　提供会員獅市内在住で、心身と
もに健康で自宅に子どもを預かるこ
とができる人、子どもが好きでボラ
ンティア精神のある人

■申 事前にファミリー・サポート・セン
ター（あんぱ～く内／緯〈７２〉２３１５）へ
依頼会員希望者の入会説明会　　　　
　毎月２回説明会を開催しています。
提供会員希望者の講習会　　　　　　
■時 ９月６日昇午前９時～午後３時３０分
　※保育サポーター養成講座、子育て
ネットワーカー養成講座を修了した
人は講習会を免除。

ファミリー・サポート・セ
ンターの会員

　にっぽんど真ん中祭りのイベントを
中心に、市内保育園・小学校の催しを
開催します。ぜひお越しください。
■時 ８月２７日松午前９時４５分～午後５時
３０分

■場 三河安城ツインパーク
■問 三河安城商店街振興組合小林さん
（緯〈７４〉２８８０）、市商工課（緯〈７１〉２２３５）

三河安城フェスタ２０１１

■時 ９月１１日掌午前９時３０分～午後３時
２０分（雨天中止）

■場 集合施市役所西会館　行き先施デン
パーク、丈山苑（希望者のみ）

■￥ 各施設入場料
■持 昼食・水筒・携
帯雨具・敷物

■問 市体育館（緯〈７５〉
３５３５）

デンパーク・丈山苑歩け運動

生活習慣病予防講座（中高年向け）　
■時 ９月３日松・１０日松・１７日松・２４
日松午前１０時３０分～１１時３０分（全
４回）

■対 １８歳以上の人
■定 １０人（先着順）
■持 運動に適した服装・タオル・室内
シューズ・飲み物（ペットボトル）
ウオーキング講座（中高年向け）　　
■時 ９月７日昌・１４日昌・２１日昌・２８
日昌午後１時３０分～２時３０分（全
４回）

■対 １８歳以上の人
■定 １０人（先着順）
■持 運動に適した服装・タオル・室内
シューズ・飲み物（ペットボトル）
アクアビクス体験会　　　　　　　
■時 ９月７日昌・１４日昌午後４時～５
時（全２回）

■対 １８歳以上の女性
■定 １５人（先着順）
■持 水着・水泳帽子
ジュニアスイミング　　　　　　　
■時 ９月１９日抄午前１１時～正午
■対 小学４～６年生の水泳初心者
■定 １５人（先着順）
■持 水着・水泳帽子・ゴーグル

アクアビクススクール（女性向け）　
■時 ９月１日昭～１１月２４日昭の毎週昭

午後１時～２時（１１月３日抄を除
く全１２回）

■対 １８歳以上の人
■定 ３０人（先着順）
■￥ ５４００円
■持 水着・水泳帽子
水中運動スクール（女性向け）　　　
■時 ９月６日昇～１１月２２日昇の毎週昇

午後３時～４時（全１２回）
■対 １８歳以上の人
■定 １５人（先着順）
■￥ ５４００円
■持 水着・水泳帽子
大人水泳スクール　　　　　　　　
■時 ９月７日昌～１１月２３日抄の毎週昌

午後７時～８時（全１２回）
■対 １８歳以上の人
■定 １５人（先着順）
■￥ ６０００円
■持 水着・水泳帽子・ゴーグル

■場 市スポーツセンター
■￥ 施設使用料
■申 ８月２０日松～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

６月分／受け付け順／敬称略
市社会福祉協議会　善意銀行　　　　
　野村君江、松竹工業、ひょうたん会、
中部福祉センター利用者、碧海信用金
庫、ふれあいダンス、中部公民館利用
者、津軽三味線雅會、さわやかダンス、
ＪＡあいち中央三河安城支店みのりの
会、総合福祉センター利用者、愛知経
済連西三河地域担当部、南部公民館利
用者、デンソーハートフルクラブ安城
水野谷、谷田のお地蔵様、匿名
市役所関係　　　　　　　　　　　　
　三河安城ロータリークラブ、老人ク
ラブ錦桜連合会、国際ソロプチミスト
安城

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　2011.8.15牙

　農地を守り、遊休農地と違反転用農
地解消を目的に、農業委員会が実施し
ます。現場立ち入りにご理解をお願い
します。
■時 ８月下旬～１１月３０日昌

■場 市内農地
■問 農務課（緯〈７１〉２２３４）

農地パトロール

　矢作川流域を「緑
豊かな山林で、きれ
いで安定した水と災
害に強い山」にする
ため、山の管理、上
下流の交流に活用します。交流活動へ
の参加、基金への寄付に、ご協力をお
願いします。
■問 除矢作川水源基金事務局（県西三河
総合庁舎内／緯０５６４〈２３〉２６４５）、市
企画政策課（緯〈７１〉２２０４）

矢作川水源基金にご協力を

　本紙６月１日号で意見を募集した
「汚水適正処理構想の見直し」について、
意見の提出はありませんでした。
■問 下水道建設課（緯〈７１〉２２４８）

パブリックコメント制度に
よる意見募集の結果

　７月１５日までに市社会福祉協議会へ
寄せられた義援金は９００２万８９５９円にな
りました。
７月１日～１５日受付分／敬称略　　　
　石川辰美・トシオ、柴田勝江、山本
奎吾、黒田商事㈱ジョイナスいずみＳ
Ｓ、スタジオＤｏ代表高橋千恵子、ス
ナック泥棒貴族、ファインマシーンカ
タオカ㈱、ユタカ二本木新町サロン、
三協商事㈱安城営業所従業員一同、太
平寺同行、チャリティーよさこいｉｎ
安城、姫小川子ども会、匿名、募金箱
への多数の寄付者

東日本大震災義援金
ありがとうございます

　各種建設工事に使用できる券です。
■内 販売価格施１枚５万円（５万５０００円
分、１世帯２０枚まで購入可能）　発
行枚数施６０００枚（総額３億３０００万円）

■対 市内にある、自らが居住する専用住
宅などの工事を実施する人
　※事業者の購入、事業用物件への利
用はできません。

■申 捷～晶午前９時～午後５時（抄を除
く）に安城商工会議所（緯〈７６〉５１７５）
へ

■問 市商工課（緯〈７１〉２２３５）

■内 補助額施７万円×太陽電池モジュー
ルの最大出力値（キロワット）

　※小数点以下第３位を四捨五入した
値で、上限６キロワット。
　予算額施５０００万円
■対 ９月１６日晶～来年３月３０日晶に、自
らが居住する市内の住宅にシステム
を設置、またはシステム付き建て売
り住宅を購入する人
　※補助金交付決定前に工事着手した
ものは対象外。

■申 ９月１日昭からの午前９時～午後５
時１５分（松掌抄を除く）に、直接市役
所（９月１日は北庁舎７階２３会議室、
２日以降は環境首都推進課）へ

■問 環境首都推進課（緯〈７１〉２２０６）

住宅用太陽光発電システム
設置費補助（第２期）

　市民が、農園主などの指導の下、農
作業を体験できる「市民農園」の新規開
設または既設農園の改修を補助します。
■内 補助額施新規開設または改修に係る
経費の２分の１（上限１農園８０万円）

■対 市民農園を５年間以上継続して開設・
自立的な運営ができ、定期的に栽培
指導や交流イベントを開催できる人

■他 市民農園開設に興味のある人は農務
課へ問い合わせてください

■申 捷～晶午前８時３０分～午後５時１５分
（抄を除く）に農務課（緯〈７１〉２２３３）へ

市民ふれあい農園開設等支
援事業補助金

Ａｎｊｏプレミアム建設券
発売中

　土地区画整理事業に伴う道路築造
工事のため、広場（旧更正病院跡地）
の一部（図の斜線部分）が利用できな
くなります。利用を計画する人は注
意してください。
■時 ８月下旬から
■問 南明治整備課（緯〈７１〉２２４５）


