
■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
レカンフラワー教室　　　　　　　　
■時 ９月１０日松・１１日
掌午前１０時

■講 近藤 貴  子 氏
たか こ

■定 各５０人（当日先着
順）

■￥ １５００円から
クッキーファクトリー　　　　　　　
■時 ９月１０日松・１１日掌・１７日松～１９日
抄・２３日抄～２５日掌午前１０時～午後
３時３０分

■￥ ７００円
■申 当日午前９時３０分から同クラブハウ
スへ
動物あんパンとデニッシュパン作り　
■時 ９月１０日松・１１日掌・１７日松～１９日
抄午後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
プレゼントになるフラワーアレンジメ
ント
■時 ９月１７日松午前
１０時

■講 白石 紗  千  子 氏
さ ち こ

■定 ２０人（先着順）
■￥ ２０００円
■申 ９月５日捷午前
９時３０分から同
クラブハウスへ
ジェルキャンドル教室　　　　　　　
■時 ９月１７日松～１９日抄午前１０時から
■定 各５０人（当日先着順）
■￥ １２００円から
おはぎを作ろう　　　　　　　　　　
■時 ９月１７日松～１９日抄午前１１時、午後
１時

■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
寄せ植え講座「秋の寄せ植え」　　　　
■時 １０月７日晶午前１０時
■講 野正 美  保  子 氏

み ほ こ

■定 ２０人（先着順）
■￥ ３５００円
■申 ９月５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
教室

■申 ９月５日捷午前９時３０分からデンパ
ーククラブハウス（緯〈９２〉７１１２）へ

マイ写真集を作っちゃおう！「秋から
冬への写真集」
■時 １０月５日昌・
１９日昌、１１月
９日昌・１６日
昌、１２月７日
昌・１４日昌午
後１時３０分（全６回）

■講 鶴田 郁  夫 氏
いく お

■￥ ６０００円
秋季やさしい写真講座　　　　　　　
■時 １０月１３日昭・２７日昭、１１月１０日昭・
１７日昭、１２月８日昭・１５日昭午前１０
時（全６回）

■講 細井 哲  雄 氏
てつ お

■￥ ６０００円（別途テキスト代）

入園パスポート付き
デンパーク写真講座
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■問 マーメイドパレス（緯〈９２〉７３５１）
高齢者無料開放　　　　　　　　　　
■時 ９月１７日松～１９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、
講習修了証が必要です
水中講座　　　　　　　　　　　　　
■時 ９月２１日昌午前１１時～正午
■内 ■定 初級水泳「クロールから始めま
しょう」施２０人、アクアビクス施４０
人（いずれも先着順）

■対 １８歳以上の人
■￥ 施設使用料
■他 託児あり（生後６カ月～未就園児、
先着１０人）

■申 ９月６日昇午前１０時からマーメイド
パレスへ

■時 ９月１６日晶・３０日晶、１０月７日晶・
１４日晶・２１日晶午前１０時～正午（全
５回）

■場 桜井福祉センター
■講 鈴木 正 

しょう

 三 氏（日本将棋連盟安城支部）
ぞう

■対 市内在住の１６歳以上で、将棋初心者
の人

■定 ２０人（先着順）
■申 ９月６日昇～１５日昭午前９時～午後
９時（１２日捷を除く）に、桜井福祉セ
ンター（緯〈９９〉７３６５）へ

将棋入門教室

■場 ■問 丈山苑（緯〈９２〉７７８０）
秋の夜間開苑　　　　　　　　　　　
■時 ９月１０日松・１１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「一人勧進帳」　　　　
■時 １０月１５日松午後
６時～７時

■内 出演獅 杵  屋  邦  寿 
きね や くに とし

（歌舞伎三味線）
■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６日昇午前９時から電話で丈山
苑へ

丈山苑の催し

■９月２１日昌～３０日晶は、秋の交通安全市民運動
　次の重点項目に沿った運動を市民総ぐるみで展開します。

①夕暮れ時と夜間の歩行中・自転車乗車中の交通事故をなくそう　
②すべての座席でシートベルトとチャイルドシートを正しく着用しよう　
③飲酒運転を根絶しよう

■高齢者交通安全大会
■時 ９月２２日昭午後２時
■場 文化センター
■内 交通安全宣言などの式典、
アトラクション

マーメイドパレスの
催し・講座

■問 市民安全課（緯〈７１〉２２１９）
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■場 市スポーツセンター
■申 ９月６日昇～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

市民スポーツ体験会「インディアカ」　
■時 １０月１日松午前１０時～正午
■対 １８歳以上の人
■定 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（ペッ
トボトル）
効果が出せる随ウオーキング講座　　
■時 １０月５日昌・１２日昌・１９日昌・２６日
昌午前１０時３０分～１１時３０分（全４回）

■内 効果的なウオーキング方法を実施。
　屋外ランニングコースも使用
■対 １８歳以上の人（中高年向け）
■定 １０人程度（先着順）
■￥ 施設使用料（屋外の場合は不要）
■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）
スポエク水中ウオーキング体験会　　
■時 １０月７日晶・１４日晶午後１時～２時
（全２回）
■内 関節などに負担の少ない水中ウオー
キングで、運動不足を解消します

■対 １８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
体力測定会　　　　　　　　　　　　
■時 １０月３０日掌午前１０時～正午
■内 ６つの体力測定で、体力年齢を算出
■対 １８～６４歳の人
■定 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（ペットボトル）

スポーツセンターの講座

■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。

＊＊デンパーク＊＊ 
敬老無料入園券

有効期間 ▼平成２３年９月１日昭～３０日晶

（９月６日昇・１３日昇・２０日昇・２７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〉

＊＊デンパーク＊＊ 
敬老無料入園券

有効期間 ▼平成２３年９月１日昭～３０日晶

（９月６日昇・１３日昇・２０日昇・２７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

　市の下水道事業は、４月１日で供用
面積２０３５ヘクタール、普及率７１．６％を
達成。より多くの人に理解してもらう
ため、イベントを実施します。
下水道啓発イベント　　　　　　　　
■時 ９月８日昭午前１０時
■場 イトーヨーカドー安城店（住吉町）
あいち下水道フェア　　　　　　　　
■時 ９月１０日松午前１０時～午後３時
■場 境川浄化センター（刈谷市）
■内 下水道ポスター展示、施設見学、ク
イズラリー、ミニＳＬなど

■問 県知立建設事務所（緯〈８２〉６４８５）、市
下水道管理課（緯〈７１〉２２４７）

９月１０日松は下水道の日

■時 １０月２０日昭～来年２月２３日昭の毎週
昭午前９時３０分～正午（１１月３日・
１２月２９日・１月５日・２月２日を除
く、全１５回）

■場 総合福祉センター
■講 鈴木 大  三  朗 氏（陶芸家）

だい ざぶ ろう

■対 市内在住の身体障害者または知的障
害者で１６歳以上の人
　※障害の程度により、付き添いをお
願いする場合があります。

■定 １５人（定員を超えた場合は抽せん）
■￥ １５００円程度
■申 ９月１日昭～２０日昇午前９時～午後
５時（５日捷・１２日捷を除く）に、直
接総合福祉センター（緯〈７７〉７８８８）へ
※電話での申し込みは不可。

身体障害者陶芸講座

■時 ９月１８日掌午前１０時
■場 えのき保育園と長田川の間のひまわ
り畑（榎前町宮下地内）

■内 安城七夕親善大使撮影会、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

〈キリトリセン〉

〈キリトリセン〉

〈キリトリセン〉

〈
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■時 １０月５日昌・１３日昭・２０日昭・２７日
昭午前１０時３０分～１１時（全４回）

■場 中央図書館
■対 １０カ月までの子とその保護者で、過
去に参加したことが無い人

■定 １５組（先着順）
■申 ９月１３日昇～１９日抄午前９時～午後
７時に、電話で中央図書館（緯〈７６〉
６１１１）へ

赤ちゃん読み聞かせ　えほ
んのとびらの「にこにこ会」



■時 ９月１７日松（雨天時は１８日掌）
■場 ■問 堀内公園（緯〈９９〉５９４７）
模擬店　　　　　　　　　　　　　
■時 午前１０時～午後３時
■内 スーパーボールすくいなど（有料）
じゃんけん大会　　　　　　　　　　
■時 午前１０時・１１時
■場 同園芝生広場
■内 スタッフに勝ったら遊具無料券を進呈
■対 小学生以下
■定 各３０人（当日先着順）
鉄道員コスチュームで写真撮影　　　
■時 午後１時・２時
■内 鉄道員の衣装を着て、汽車の運転席
で記念撮影

■対 未就学児
■定 各１０人（先着順）
■持 撮影用のカメラ
■他 イベント中は汽車の運行を一時中断
■申 開始１０分前までに汽車乗り場へ

堀内公園秋まつり

解広報あんじょう　2011.9.1

〈キリトリセン〉

〈キリトリセン〉

〈キリトリセン〉

＊＊デンパーク＊＊ 
敬老無料入園券

有効期間 ▼表面に記載しています。
★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
★本券の転売は禁止します

利用人数　□１人　□２人

＊＊デンパーク＊＊ 
敬老無料入園券

有効期間 ▼表面に記載しています。
★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
★本券の転売は禁止します

利用人数　□１人　□２人

■時 ９月２１日昌午前９時～午後５時
■場 集合施市役所西会館　目的地施浜名
湖体験学習施設「ウォット」（静岡県）

■内 施設見学など
■定 ３０人（定員を超えた場合は抽せん）
■￥ ３００円（高校生以下は無料）、昼食代
■申 ９月１３日昇までの午前９時～午後５
時（掌捷を除く）に、住所・氏名・電
話番号を、電話かファクス、Ｅメー
ルでＮＰＯ法人エコネットあんじょ
う事務局（緯・胃〈５５〉１３１５／info@

　econetanjo.org）へ
■問 環境首都推進課（緯〈７１〉２２０６）

浜名湖の生き物を見てみよ
う！

■時 １０月６日昭午前９時～午後４時
■場 集合施市役所西会館　目的地施はま
まつフラワーパーク（静岡県）

■内 施設見学、ガーデニング相談など
■定 ２５人（定員を超えた場合は抽せん）
■￥ 入園料
■持 昼食・筆記用具
■申 ９月１５日昭までの午前９時～午後５
時（掌捷を除く）に、住所・氏名・電
話番号を、電話かファクス、Ｅメー
ルでＮＰＯ法人エコネットあんじょ
う事務局（緯・胃〈５５〉１３１５／info@

　econetanjo.org）へ
■問 環境首都推進課（緯〈７１〉２２０６）

ガーデニング研修会

■問 歴史博物館（緯〈７７〉６６５５）
安城の歴史入門⑥　　　　　　　　　
■時 ９月１７日松午後２時
■場 集合施名鉄新安城駅北口
■内 安城を歩く「東海道めぐり」
映画会「森繁久弥特集⑥」　　　　　　
■時 ９月２５日掌午前１０時、午後２時
■内 森繁の新婚旅行（１９５６年作品）　出演
施森繁久弥、中村メイ子ほか

歴史博物館の催し

〈
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　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１７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日捷午前９時から同署救急係
　（緯〈７５〉２４９４）へ

普通救命講習会Ⅰ　　　　　　　　　
■時 ９月１８日掌午前９時～正午
■場 知立消防署
■内 心肺蘇生法、ＡＥＤ使用法、止血法
など

■定 ２０人（先着順）
■申 ９月５日捷午前９時から同署救急係
　（緯〈８１〉４１４４）へ
上級救命講習会　　　　　　　　　　
■時 ９月２４日松午前９時～午後６時
■場 碧南消防署
■内 心肺蘇生法、ＡＥＤ使用法、止血法、
外傷の手当てなど

■定 ２０人（先着順）
■申 ９月５日捷午前９時から同署救急係
　（緯〈４１〉２６２５）へ

救命講習会

■時 ■内 秋のさんかく施３日松・４日掌・
１０日松・１１日掌午後１時３０分・３時
白鳥のきもち施１７日松～１９日抄・２４
日松・２５日掌午後１時３０分・３時
（２５日は午後１時３０分のみ）

■場 ■問 文化センター（緯〈７６〉１５１５）

プラネタリウム
９月の生解説

広報あんじょう　2011.9.1回

■内 植栽スタッフ（植物管理など）　勤務
日時施松掌抄を含む午前８時～正午
または午後１時～５時　時給施７８０
円（松掌抄は１００円増）、通勤割増１日
２００円　休日施要相談

■対 １８～６０歳程度の人（高校生不可）
■他 面接時に、写真付きの履歴書を持っ
てきてください

■申 電話でデンパーク（緯〈９２〉７１１１）へ

デンパークのパート・アル
バイト

　平成２３・２４年度分です。登録者から
必要に応じて依頼します。
■対 小・中学校の教員免許がある人
■申 捷～晶午前８時３０分～午後５時１５分
（抄を除く）に、写真付きの履歴書を
持って、直接学校教育課（緯〈７１〉
２２５４）へ

小・中学校講師

■内 募集住宅施下表のとおり

※いずれも間取りは３ＤＫ。単身で
の申し込みは不可。

■申 ９月１２日捷～１６日晶午前９時～午後
５時に建築課（緯〈７１〉２２４０）へ

市営住宅入居者（抽せん型）

家賃（月額）建設
年度

部屋
番号住宅名

２万５７００～
４万８７００円

平成
７年３０５前山

（堀内町）
２万５９００～
５万９００円

平成
８年３０３吹付

（上条町）
２万５２００～
４万９５００円

平成
１０年

Ａ
３０３

寒風根
（榎前町）

■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 ■定 安城更生病院施１２５人、八千代病
院施１２５人、三河安城クリニック施

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
ない人を優先した上で抽せん）

■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
受診する機会がない人
　※現在、脳血管疾患で治療中、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、受診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。

■￥ １万円
■他 当せん者は、当せん年度を含む４年
間、申し込み不可

■申 ９月６日昇～１３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

　返納した人に、２年間有効のあんく
るバス無料乗車券と住民基本台帳カー
ド（写真付き身分証明書）を進呈
■対 市内在住で、有効期限内のすべての
運転免許を返納する人

■申 安城警察署で運転免許を返納した後、
捷～晶午前８時３０分～午後５時１５分
に市民安全課（緯〈７１〉２２１９）へ
※警察署に返納後は免許が無効にな
りますので、運転はできません。

運転免許の自主返納を支援

■時 １１月２２日昇まで
■内 店舗名称獅フィールでっかいどう
（高棚町）　縦覧内容施大規模小売店
舗の名称・所在地など

■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

　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５日捷～１１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０５７０〈００３〉１１０
■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）、市市民課（緯〈７１〉２２２２）

「高齢者・障害者の人権あ
んしん相談」強化週間

　警察では、犯罪被害の不安、被害の
未然防止について相談に応じています。
■時 捷～晶午前９時～午後５時（抄、年
末年始を除く）

■内 相談専用電話諮プッシュ回線施＃
９１１０、ダイヤル回線および一部のＩ
Ｐ電話施緯０５２〈９５３〉９１１０

■他 県警ウェブサイト（http://www.pr
ef.aichi.jp/police/soudan/index.
html）には「よくある警察相談Ｑ＆
Ａ」など、相談情報を掲載しています

■問 安城警察署（緯〈７６〉０１１０）、市市民安
全課（緯〈７１〉２２１９）

９月１１日掌は警察相談の日

　インターネ
ットを利用し
た施設予約シ
ステムを導入
します。
■時 予約開始施

１０月１日松

午前９時
■内 利用方法獅事前に同センター窓口で、
利用者登録をしてください
　※すでに体育施設などで登録を済ま
せた人も、窓口での手続きが必要。

■他 システム導入に伴い、電話予約はで
きなくなります。また活動目的など
により登録できない場合があります
ので、同センターまたは同センター
ウェブサイトで確認してください

■問 文化センター（緯〈７６〉１５１５）

文化センターがインターネ
ットによる施設予約開始



　いろいろなダンスが集い、老若男女
が気軽に参加でき、観客も一体となっ
て楽しめます。同時開催のコスプレ
フェスタでは、声優トークライブなど
もあります。
■時 ■内 ９月１７日松　コスプレフェスタｉｎ
ＫＡＲＩＹＡ施午前１０時～午後９時　刈
谷総踊り施午後３時～９時

■場 刈谷駅南口、同駅前商店街特設ステ
ージ

■問 刈谷市観光協会（緯〈２３〉４１００）

■時 １０月１日松・２日掌午前１０時～午後
４時

■場 豊田スタジアム
■内 環境・観光・防災・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
　※詳細は、同フェスタウェブサイト
（http://www.toyota.or.jp/festa）
に掲載しています。

■問 とよた産業フェスタ２０１１実行委員会
事務局（豊田商工会議所内／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 公共交通機関でお越しください
■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１日松・２日掌午前８時～午後
５時

■場 春日神社、 八  劔 社（名鉄三河高浜駅
はっ けん

下車）
■内 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、 法  被 と

はっ ぴ

 地  下 
じ か

 足  袋 姿の若者が飛びつき、人馬一体
た び

となって駆け回る勇壮な祭りです

射放弓　　　　　　　　　　　　　　
■時 ■場 １０月８日松獅八幡社、９日掌獅神
明社いずれも日の出～午後１時３０分
　※いずれも名鉄吉浜駅下車。
■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、 護 

ご

 符 として家に飾る風習があります
ふ

刈谷総おどり＆コスプレ
フェスタ

刈
谷

とよた産業フェスタ２０１１ 豊
田

高浜のまつり 高
浜
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　期限を過ぎると受給できませんので、
早めに申請してください。
■内 請求期間獅来年４月２日捷まで　支
給内容施額面２４万円で６年償還の記
名国債　支給対象施公務扶助料・遺
族年金などの受給者が平成１７年４月
１日～平成２１年３月３１日に亡くなる
などで、平成２１年４月１日に受給者
がいない場合に、次の①～④の先順
位の遺族１人に支給（戦没者の死亡
当時の遺族のみ）
　①平成２１年４月１日までに戦傷病者
戦没者遺族等援護法による弔慰金の
受給権を取得した人
　②戦没者などの子
　③戦没者などの父母・孫・祖父母・
兄弟姉妹など
　④①～③以外で、戦没者が亡くなる
１年以上前より生計関係を有してい
た、戦没者の３親等内の親族

■問 社会福祉課（緯〈７１〉２２２４）

特別弔慰金の申請はお済み
ですか

　７月３１日までに市社会福祉協議会へ
寄せられた義援金は９０３７万４１７５円にな
りました。
７月１６日～３１日受け付け分／敬称略　
　杉山佐兎次、ろくえん市民会館店、
高棚町内会、福釜町内会、安城市農業
委員会、カラオケ喫茶７０５おむすびの
会、多門霊園管理組合、まるくてＢａｎ
ｇ！Ｂａｎｇ！夏まつり実行委員会、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

　 梵  迦 コミュニティ
ぼん が

は、本年度コミュニ
ティ助成事業として、
除自治総合センター
による宝くじ助成金で備品（祭り用太
鼓など）を整備しました。
■問 市民協働課（緯〈７１〉２２１８）

宝くじ助成金で備品を整備
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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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※ Applications and inquiries will be 
in Japanese. 


