
クッキーファクトリー　　　　　　　
■時 松掌抄午前１０時～午後３時３０分
■￥ ７００円
ハロウィンの木工教室　　　　　　　
■時 １０月２２日松・２３日掌午前１０時から
■定 各１００人（当日先着順）
■￥ ５００円から
手作りパン教室　　　　　　　　　　
■時 １０月２２日松・２９日松、１１月３日抄・
５日松・６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

フォトスポットツアー「『秋穫祭』を色
にするとどんな色？」
■時 １０月２２日松午後１時３０分
■講 鶴田 郁  夫 氏

いく お

■定 ３０人（当日先着順）
■￥ １３００円
シルバーアクセサリー教室　　　　　
■時 １０月２９日松・３０日掌午前１０時から
■講 近藤 祐  子 氏

ゆう こ

■定 各５０人（当日先
着順）

■￥ １５００円から 
ガラス細工＆トンボ玉教室　　　　　
■時 １１月３日抄午前１０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

■￥ 入園料
■場 ■問 デンパーク（緯〈９２〉７１１１）
フラワーマーケット＆物産展　　　　
■時 １０月２２日松・２３日掌

■内 秋の花壇苗の販売会、富山県砺波市・
長野県根羽村の物産展

花の表装展　　　　　　　　　　　　
■時 １０月２６日昌～３１日捷

■内 掛け軸、屏風など約３０点を展示
愛知県三河菊花展覧会　　　　　　　
■時 １１月２日昌～７日捷

■内 自由花、切り花など約３００鉢を展示

■場 ■問 歴史博物館（緯〈７７〉６６５５）
歴博講座「人に管理・維持された愛知
県唯一の自然湖沼　油ヶ淵」
■時 １１月５日松午後２時
体験講座「桜井凧（だこ）を作ろう」　　
■時 １２月１０日松午前１０時
■講 桜井凧保存会
■対 小学５年生以
上

■定 ２０人（先着順）
■￥ １０００円
■申 １０月２２日松午前９時から電話で歴史
博物館へ（休館日を除く）
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歴史博物館の催し

デンパークの催し
■読書感想画展＆手づくりかみしば
い展
■時 １１月２日昌～１５日昇（休館日を除く）

■お母さんのための絵本講座
■時 １１月２日昌・１６日昌・２２日昇・３０
日昌午前１０時～１１時３０分（全４回）

■定 ３０人（先着順）
■他 託児あり（１人１回３００円）
■申 １０月２１日晶午前９時から、電話で
中央図書館へ

■読書講演会「子どもと読書～ブッ
クスタートをめぐって」
■時 １１月１３日掌午後２時～３時３０分
■講  後  路  好  章 氏（元児童書編集者）

うし ろ よし あき

■定 １００人（先着順）
■申 １０月２０日昭午前９時から、同館で
整理券を配布

４日晶・７日捷・１４日捷・２１日捷・
２４日昭・２８日捷

１１月の休館日

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

お知らせ

中央図書館（緯〈７６〉６１１１）

■対 ■時 ■場 乳幼児 ▼１日昇・１５日昇獅南部
公民館、９日昌・３０日昌獅東部公民
館、１０日昭・１７日昭獅安祥公民館、
１１日晶・２５日晶獅高棚町公民館いず
れも午前１０時～１１時

■問 子ども課子育て支援係（緯〈７２〉２３１７）

１１月の移動児童館

■時 １１月５日松・１２日松・１９日松・２６日
松、１２月３日松・１０日松・１７日松午
前１０時～１１時３０分

■対 女性（中学・高校生、外国人歓迎）
■￥ １回５００円
■持 着物
■場 ■問 安祥閣（緯〈７４〉３３３３）

着物着付け教室

男の料理教室「焼肉のタレを作ってバ
ーベキュー」
■時 １１月４日晶午前１０時から
■定 ３０人（先着順）
■￥ １２００円
■申 １０月２０日昭午前９時３０分から同クラ
ブハウスへ
押し花キーホルダー・ストラップ作り
■時 １１月５日松・６日
掌午前１０時から

■講 長谷川はる子氏
■定 各５０人（当日先着
順）

■￥ ５００円から
布小物講座「フェルトのマカロンスト
ラップ作り」
■時 １１月７日捷午前１０時から
■講 中丸 奈  美 氏

な み

■定 ２０人（先着順）
■￥ １６００円
■申 １０月２０日昭午
前９時３０分か
ら同クラブハ
ウスへ
テーブルフォトふわふわ写真講座　　
■時 １１月９日昌・１６日昌午前１０時（全２回）
■講 岡本 由  樹  子 氏

ゆ き こ

■定 ２０人（先着順）
■￥ ２３００円
■申 １０月２０日昭午前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あり。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催し・講座

おはなし会
１１月１日昇・
１５日昇

午前１０時３０分

えほんとわらべうたの
会（０～２歳）

１１月３日抄

午前１０時３０分
おはなしゆりかご
（０～２歳）

１１月５日松

午後３時
おはなしレストラン
（小学生以上）

１１月９日昌

午前１０時３０分
おはなしたまてばこ
（１～５歳）

１１月１１日晶

午前１０時３０分
おはなしポッケ
（０～２歳）

１１月１２日松

午後２時
おはなしどんどん
（１歳～小学校低学年）

１１月１７日昭

午前１０時３０分
いないいないばあ
（１～５歳）

１１月１８日晶

午前１０時３０分
えほんのとびら
（０～２歳）

１１月２０日掌

午後２時
かみしばいの会
（幼児～小学校低学年）

１１月２３日抄

午前１０時３０分
おはなしまあだ
（１～５歳）

１１月２５日晶

午前１０時３０分
絵本好き集まれ！
－おすすめ絵本紹介

１１月２６日松

午前１１時
大人のための絵本朗読
会（一般）

１１月２９日昇

午前１０時３０分
おはなしの森
（１～５歳）

■時 １２月６日昇、来年１月１７日昇、２月
７日昇、３月５日捷・３０日晶（全５
回）

■場 市保健センター
■対 市内在住で食生活に関心があり、修
了後ヘルスメイトの活動ができる人

■定 ２０人（先着順）
■￥ １６００円
■持 エプロン・三角巾・筆記用具など
■申 １０月２０日昭～１１月２９日昇午前８時３０
分～午後５時１５分（松掌抄を除く）に、
電話で市保健センター（緯〈７６〉１１３３）
へ

ヘルスメイト養成講座

■時 １１月１８日晶・２５日晶午前１０時～１１時
３０分（全２回）

■場 総合福祉センター
■内 日本舞踊をもとにした体操の体験
■講 岡本 良  子 氏（ＮＯＳＳインストラクター）

よし こ

■対 市内在住で６０歳以上の人
■定 ２０人（定員を超えた場合は抽せん）
■持 運動のできる服装・靴下・飲み物
■申 １０月１８日昇～１１月１日昇午前９時～
午後５時（掌捷を除く）に、総合福祉
センター（緯〈７７〉７８８８）へ
　※電話申し込みは不可。

ＮＯＳＳ（ノス）体験講座

■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。
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■時 １日昇～３日抄・８日昇～１２日松・
１５日昇～１８日晶・２２日昇・２３日抄・
２５日晶・２６日松・２９日昇・３０日昌午
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）

１１月の土器づくり教室

■時 １１月６日掌午前９時～午後１時
■場 集合施ＪＡあいち中央桜井支店
■内 健脚コース（７㎞）とファミリー
コース（４．５㎞）があり、いずれ
も名鉄桜井駅周辺の施設を回り
ます

■持 リュックサック・歩きやすい服
装

■他 公共交通機関などでお越しくだ
さい

■問 区画整理課（緯〈７１〉２２４６）

■場 ■問 堀内公園管理事務所（緯〈９９〉５９４７）
ハロウィンイベント　　　　　　　　
■時 ■内 １０月３０日掌　①キャンディプレゼ
ント施午前９時から　②じゃんけん
大会施午前１１時から　③汽車写真撮
影施午後１時・２時

■対 ■定 ①施有料遊具を利用した小学生以
下３０人、②施小学生以下５０人、③施

未就学児各１０人（いずれも先着順）
■持 ③施撮影用カメラ
■他 汽車写真撮影中は運行を中止します
お得な回数券販売　　　　　　　　　
■時 １１月１日昇～３０日昌（休園日を除く）
■内 回数券１冊につき無料券を２枚進呈
文字さがしラリー　　　　　　　　　
■時 １１月３日抄午前９時～午後４時
■内 有料遊具で文字をさがして、答えが
合えば無料券を進呈

■対 ３歳～小学生以下（未就学児は１８歳
以上の保護者同伴）

■定 １００人（先着順）

堀内公園の催し

■時 １０月２８日晶午前１０時３０分～正午
■対 ６カ月～未就園の子とその保護者
■定 １０人（先着順）
■￥ 施設使用料
■持 運動ができる服装・屋内用シューズ
■申 １０月２０日昭午前１０時からマーメイド
パレス（緯〈９２〉７３５１）へ

託児あり！トレーニングジ
ム講習会＆利用

■時 １１月１９日松午後６時３０分
■内 大人の心に染み込む紙芝居　出演施

じきじゅ氏（恵那市林昌寺住職）ほか
■定 １５９人（先着順）
■他 整理券を１１月５日松午前９時から昭
林公民館で配布。未就学児の入場は
ご遠慮ください

■場 ■問 昭林公民館（緯〈７７〉６６８８）

夜の紙芝居

■時 １１月１１日晶・２５日晶、１２月９日晶午
前９時３０分～午後１時（全３回）

■場 桜井福祉センター
■講 ヘルスメイトなど
■対 市内在住で、６０歳以上または心身に
障害を持つ、料理初心者の男性

■定 １０人（先着順）
　※受け付け開始時に定員を超えた場
合は抽せん。

■￥ １３００円
■申 １０月２０日昭午前９時から、費用を持
って桜井福祉センター（緯〈９９〉７３６５）
へ

男の料理教室

■時 ■内 １０月２９日松・３０日掌いずれも午後
０時５０分からアイシンＡＷアレイオ
ンズ（ＪＢＬ２）、午後３時からアイ
シンＡＷウィングス（Ｗリーグ）の試
合あり（その他、各１試合あり）

■￥ 大人諮前売り施１５００円、当日施２０００
円、高校生施８００円、中学生施５００円、
小学生施１００円

■場 ■問 市体育館（緯〈７５〉３５３５）

バスケットボール日本リー
グ安城大会

■時 １１月８日昇午後１時３０分～４時
■場 高浜市立中央公民館
■対 甲種防火管理講習を修了している人
■定 ３０人（先着順）
■￥ ２０００円
■申 １０月２４日捷～２８日晶午前８時３０分～
午後５時に、申込書を持って衣浦東
部広域連合消防局予防課（緯〈６３〉
０１３６）か安城消防署（緯〈７５〉２４５８）へ
　※申込書は申し込み場所、同広域連
合ウェブサイトで配布。申し込み時
に証明写真が必要。

甲種防火管理再講習
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　「油ヶ淵水辺公園」のＰＲイベントと
して魚に触れる体験会などをします。
■時 １０月２３日掌午後１時～４時
■場 勤労青少年水上スポーツセンター
（碧南市）、油ヶ淵周辺

■申 当日午後０時３０分～１時に、直接勤
労青少年水上スポーツセンターへ

■問 知立建設事務所（緯〈８２〉６４９３）、市公
園緑地課（緯〈７１〉２２４４）

油ヶ淵の魚について学ぼう

■内 ■￥ 愛知県手帳獅見開きカレンダー、
見開き１週間日記のほか、各種情報
を掲載。大きさ１５㎝×９㎝で黒色と
赤色の２種類／５００円
　あいち県勢要覧２０１２獅統計表とグラ
フで見る県・市町村の概要、裏面１７
万分の１のカラー地図。Ａ１判、４
色刷り／３００円
　愛知県地図獅Ａ１判白地図（平成２２
年１０月の内容）／１００円

■申 １１月４日晶までの午前８時３０分～午
後５時１５分（松掌抄を除く）に、電話
で経営管理課（緯〈７１〉２２０５）へ

県手帳・県勢要覧・県地図
の販売申し込みを受け付け

■時 １１月５日松・６日掌午前１０時～午後
４時

■場 愛・地球博記念公園（長久手町）
■内 書道・絵画作品展示、ペットボトル
ロケット、水質実験体験。その他、
さかなクン講演会（５日）、サーカス
エコロジカルの面白ＥＣＯ実験ショ
ー（６日）

■問 県水道計画課（緯０５２〈９５４〉６６８０）、市
水道業務課（緯〈７１〉２２４９）

あいちの水道ふれ愛フェスタ

■時 １０月２９日松午後１時～４時、３０日掌

午前９時３０分～午後３時
■場 中部公民館
■内 暮らしの中の環境をテーマとした展
示・体験コーナー・発表など

■問 商工課（緯〈７１〉２２３５）

消費生活展

■対 本市に住民登録があり、市内に引き
続き居住し、①遺骨があり墓地がな
い人、または、②墓地が市外で、移
転が必要な人

■他 募集要項は市保健センターで配布
■問 市保健センター（緯〈７６〉１１３３）へ
安城霊園（北山崎町）　　　　　　　　
■内 面積施２．２５釈（１．５杓×１．５杓）
　※使用済みの返還区画です。
■￥ 永代使用料施４２万７５００円
■定 ５区画（抽せん）
■申 １０月１７日捷～３１日捷午前８時３０分～
午後５時１５分（松掌を除く）に、認め
印を持って、市保健センターへ

橋目霊園（橋目町）　　　　　　　　　
■内 面積施①２．２５釈（１．５杓×１．５杓）、②
１．４４釈（１．２杓×１．２杓）
　※①のみ使用済みの返還区画です。
■￥ 永代使用料諮①施４２万７５００円、②施

２７万３６００円
■定 ①施１０区画、②施２２０区画（９月２８日
現在。いずれも先着順）

■申 捷～晶午前８時３０分～午後５時１５分
（抄、年末年始を除く）に、市保健セ
ンターへ

市営霊園希望者を受け付け

■時 １０月２５日昇～１１月７日捷午前８時３０
分～午後５時１５分

■他 利害関係者は、１１月２１日捷まで、県
へ意見書を提出できます

■場 ■問 区画整理課（緯〈７１〉２２４６）

安城北部土地区画整理事業
変更事業計画案の縦覧

　９月１５日までに市社会福祉協議会へ
寄せられた義援金は９１３５万４１７６円にな
りました。なお、義援金の受け付け期
間が、来年３月３１日松まで延長されま
した。引き続きの善意をお願いします。
■問 市社会福祉協議会総務課（緯〈７７〉
２９４１）
９月１日～１５日受付分／敬称略　　　
叙ミユキダルマ安城店、女ＳＯＡＲ、
根崎丑寅会、ビッグラバーズオーケス
トラ定期演奏会、三河安城商店街振興
組合、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

　対象者へ１０月中旬ごろ送付します。
がんの早期発見に、ぜひ利用してくだ
さい。
■内 検診内容施大腸がん（便潜血検査）、
受診期限施来年３月３１日松

■対 次の年齢で、今年４月２０日現在安城
市民の人　
　①４０歳（昭和４５年４月２日～翌年４
月１日生まれ）　②４５歳（昭和４０年４
月２日～翌年４月１日生まれ）　③
５０歳（昭和３５年４月２日～翌年４月
１日生まれ）　④５５歳（昭和３０年４月
２日～翌年４月１日生まれ）　⑤６０
歳（昭和２５年４月２日～翌年４月１
日生まれ）

■他 ４月２０日以降に転入した人は、事前
に市保健センターへ問い合わせてく
ださい

■問 市保健センター（緯〈７６〉１１３３）

大腸がん検診無料クーポン
券で受診しましょう

■時 １１月１３日掌午前９時～午後４時
■場 新美南吉下宿先、南吉が歩いた安城
駅前、新美南吉記念館（半田市）など

■対 市内在住の人
■定 ２０人（定員を超えた場合は抽せん）
■￥ ２０００円（昼食代などを含む）
■持 筆記用具・かさ・水筒
■申 はがきに住所、氏名、年齢、電話番
号を記入し、１０月２９日松まで（当日
消印有効）に、歴史博物館「第３回あ
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「新美南
吉の足跡を訪ねる」

■申 捷～晶午前８時
３０分～午後５時
１５分（抄・年末
年始を除く）に、
申請書を持って
建築課（緯〈７１〉
２２４１）へ
　※申請書は同課・
市公式ウェブサイトで配布。

木造住宅無料耐震診断　　　　　　　
■対 昭和５６年５月３１日以前に着工された
２階建て以下で、在来軸組み工法ま
たは伝統工法の住宅（プレハブ、ツ
ーバイフォーなどの特殊工法を除く）

木造住宅耐震改修費補助　　　　　　
■対 市が実施する無料耐震診断の判定値
が１．０未満の住宅

■内 補助額諮一般型（判定値０．７未満を
１．０以上、または判定値０．７以上１．０
未満を０．３以上加算する工事）施対象
経費（上限９０万円。その他所得税・
固定資産税の控除もあり）　簡易型

（判定値を０．１加算した数値以上にす
る工事）施対象経費の半額（上限３０万
円）

木造住宅の耐震診断・耐震
改修費補助を受け付け

■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　2011.10.15臥

８月分／受け付け順／敬称略
市社会福祉協議会　善意銀行　　　　
鳥居弘美、総合福祉センター利用者、
東端の老人、北部福祉センター利用者、
デンソーハートフルクラブ安城平川、
野村君江、桜井公民館利用者、谷田の
お地蔵様、ふれあいダンス、沓名日十
支、上北敦士、匿名

福祉への善意
ありがとうございます

　道路の穴ぼこ・陥没、ガードレール・
カーブミラーの損傷、側溝などの破損、
照明灯の球切れ・異常点灯を見つけた
ら、連絡してください。
■問 維持管理課（緯〈７１〉２２３７）

■内 時給獅７８０円から（通
勤割増１日２００円、松

掌抄は１００円増）　休
日施要相談　募集人
数施若干名

■申 電話でデンパーク（緯〈９２〉７１１１）へ
植栽スタッフ　　　　　　　　　　　
■内 勤務時間施松掌抄を含む午後１時～
５時

■対 １８～６０歳の人（高校生は不可）
講座スタッフ（体験教室の準備・設営）
■内 勤務時間施松掌抄午前９時～午後５
時のうち指定時間

■対 １８～５０歳の人（高校生は不可）

デンパークの
パート・アルバイト

■内 活動日時施昌～晶午後１時～３時の
うち都合の良い日　内容施乳幼児健
診時に、子どもを抱いたり、外へ飛
び出さないよう見守ったりする

■持 エプロン
■場 ■問 市保健センター（緯〈７６〉１１３３）

乳幼児健診などの見守りボ
ランティア

■内 職務内容施地区公民館の企画運営・
窓口業務、生涯学習活動の支援など
勤務日時施昇～掌のうち５日間の午
前８時３０分～午後４時３０分（捷勤務、
時差・時間外勤務あり）　勤務場所
施地区公民館　賃金施時給１１６０円、
通勤割増などあり（採用後６カ月は
時給９２０円、社会保険適用あり）　採
用日施来年１月４日昌

■対 昭和３７年４月２日～平成元年４月１
日生まれ、普通自動車運転免許を有
し、パソコンの基本操作ができ、生
涯学習活動の経験がある人

■定 １人
■申 １０月２０日昭・２２日松午前１１時、午後
２時・６時、２５日昇午前１１時・午後
２時に文化センター（緯〈７６〉１５１５）で
開催する説明会のいずれかへ参加

生涯学習コーディネーター

　１２月３日松開催のあんぷくまつりに
展示し、優秀作品は表彰します。
■内 募集作品施４ツ切画用紙に描いた絵
画など、または縦・横・奥行きのい
ずれも３０尺以内で移動しても崩れな
い立体作品
　※グループなどによる作品は不可。
■対 ①障害者手帳を所持する１８歳以下の
障害児、②安城養護学校および市内
特別支援学級に在学する子
　※いずれも障害の種類は問いません。
■申 １０月１７日捷～１１月１８日晶午前８時３０
分～午後５時１５分（松掌抄を除く）に、
作品と申込書を、①施障害福祉課
（緯〈７１〉２２２５）、②施在学校へ提出
　※申込書は同課・市公式ウェブサイ
トで配布。

あんぷくまつり展示作品

道路の損傷お知らせください

■時 １０月２２日松午前１０時～午後５時
■場 ＪＲ安城駅南側商店街など
■内 商店街グルメの販売、ステージイベント、ゲームコーナーなど。また、地
元産野菜の販売・調理法のアドバイスや、新鮮な魚介類などを販売する
「まちなか産直市」も同時開催

■問 商工課（緯〈７１〉２２３５）、農務課（緯〈７１〉２２３３）、クリエーションプラザ（緯〈７２〉
５００２）
あんくるバスを無料に　　　　　　
　当日、全路線の料金を無料にしま
す。ぜひ利用してください
■他 会場内エコりんりんブースへ、バ
ス内で発行する「乗車証明書」を持
参した先着１００人に、「特製ボール
ペン」を進呈

■問 都市計画課（緯〈７１〉２２４３）
新サルビーが登場　　　　　　　　
　来年の市制６０周
年を記念した、新
サルビーが登場し
ます
■場 中心市街地交流
広場

■問 企画政策課（緯

〈７１〉２２０４）

南吉ギャラリー＆カフェ　　　　　
　「新美南吉に親しむ会」によるパネ
ル展示など
■時 正午～午後４時
■場 巳松（御幸本町）
■他 午後１時３０分～２時に、絵本読み
聞かせあり

■問 商工課（緯〈７１〉２２３５）
姉妹都市展　　　　　　　　　　　
■場 中心市街地交流広場
■内 本市姉妹都市についてのパネルや、
姉妹都市派遣学生・市民の報告展
示、クイズなど

■他 広報あんじょう表紙仕立ての記念
写真コーナーあり

■問 市国際交流協会（緯〈７１〉２２６０）、秘
書課広報広聴係（緯〈７１〉２２０２）

？


