
俄広報あんじょう 2019.8.15

■申申込方法等 ■問問合せ先 ※なお、指定及び制限を設けない項目は記載していません。

■安城ひびきの会の対面朗読
■時９月９日捷・２３日抄午前１０時～正
午
■内朗読者が１対１で、希望する図書・
新聞・雑誌の朗読を行います
※持ち込んだ図書等の朗読も可。

■他朗読者２人が時間中常駐します

催し

※対象年齢は目安です。

９月の休館日
３日昇・１０日昇・１７日昇・２４日昇・
２７日晶

９月のおはなし会

１日掌午後３時ネコ・ロンデ朗読会
（小学１～３年生）

１日掌・８日掌
１５日掌・２２日掌
２９日掌午後４時

にちようびのおはな
しかい（小学生）

２日捷午前１０時
３０分

絵本好き集まれ！お
すすめ絵本紹介
（一般）

４日昌・１５日掌
午前１０時３０分

赤ちゃんとなによも
う会（一般）

５日昭午前１０時
３０分

おはなしゆりかご
（０～２歳）

６日晶午前１０時
３０分

おはなしポッケ
（０～２歳）

７日松午後３時おはなしレストラン
（小学生以上）

８日掌午前１１時大人のための絵本朗
読会（一般）

９日捷・２３日抄
午前１０時３０分

えほんとわらべうた
の会（０～２歳）

１１日昌午後７時
大人のための絵本朗
読会 atエントラン
ス（一般）

１４日松午後２時おはなしどんどん
（３歳～小学３年生）

１５日掌午後２時かみしばいの会
（３歳～小学生）

１９日昭午前１０時
３０分

いないいないばあ
（１～５歳）

２１日松・２８日松
午後２時

南吉朗読ででむし会
（小学生以上）

２５日昌午前１０時
３０分

おはなしまあだ
（１～５歳）

２８日松午後３時でんでんむかしあそ
びの会（小学生）

アンフォーレ課（緯〈７６〉６１１１）

■時９月１１日昌・２５日昌、１０月２日昌・
３０日昌、１１月６日昌・１３日昌・２０日
昌・２７日昌、１２月４日昌 いずれも
午前１０時～正午（全９回。１０月３０日
のみ午前１１時３０分まで）

■場図書情報館
■対読み聞かせボランティアとして活動
したい人

■定２０人（先着順）
■他講座修了後、図書情報館登録ボラン
ティアグループに登録し、活動する
ことができます

■申８月２１日昌からの午前９時～午後８
時（休館日を除く。松掌は午後６時
まで）に電話でアンフォーレ課（緯

〈７６〉６１１１）へ

読み聞かせボランティア
養成講座

陰マーメイドちゃん・マーメイド王
子を探せ
プール内に隠れているマーメイド
ちゃん・マーメイド王子を探し出し
て、正解した子にプール無料招待券
を進呈。
■時８月３１日松午前１０時
■対小学生以下
■定１００人（当日先着順）
隠平日限定「利用料還元フェア」
くじを引き、当たりが出た人に利
用した施設の無料招待券を進呈。
■時９月１７日昇～２０日晶・２４日昇～２７
日晶

■対プール・トレーニングルーム利用
者

韻女性のためのお手軽エクササイズ
椅子に座ったままできるエクササ
イズを健康運動指導士が指導。
■時９月６日晶午前１０時３０分～１１時３０
分

■対運動を始めたい中高年の女性
■定８人（先着順）
■￥５００円
■持運動のできる服装、タオル、飲料
（ペットボトル）
■申申込開始日獅８月１９日捷

陰～右共通事項
■￥施設利用料（韻～右は費用に含む）
■場■申各申込開始日からの午前１０時～午後７時３０分（休館日を除く）に電話でマ
ーメイドパレス（☎〈９２〉７３５１）へ
※陰隠は申込不要。

吋プールサイドYOGA
室温３０寿程度の開放感ある造波プ
ールの波打ち際で行う、ヨガの体験
講座。
■時９月１７日昇午前１０時～１１時
■講近藤恭子氏（ヨガインストラクタ
ー）
■対１８歳以上の女性
■定１０人（先着順）
■￥５００円
■持運動のできる服装（水着可）、ヨガ
マット又は厚手のバスタオル、飲
料
■申申込開始日獅８月２０日昇

右女性特有の症状改善のための健康
お灸
お灸の安全な使い方、むくみや自
律神経のバランスを整えるツボ等、
初歩的なお灸の仕方を体験します。
■時９月１２日昭午前１０時３０分～正午
■講高橋裕子氏（鍼

しん

灸マッサージ師）
きゅう

■対１８歳以上の女性
■定５人（先着順）
■￥１５００円（材料費込）
■持肘、膝を出せる服装（スカート不
可）
■申申込開始日獅８月２１日昌

今回の学習テーマは「会話がない！
動かない！どうすればいいの？」です。
■時９月１４日松午後１時３０分～４時
■場青少年の家
■対不登校やひきこもりに悩む子ども
（義務教育を修了した１５歳～概ね４０
歳）がいる家族
■定３５人（先着順）
■￥市内在住者獅無料 市外在住者獅５００円
■申９月１３日晶までの午前８時３０分～午
後５時１５分（捷を除く）に電話か、催
し名、住所・氏名・電話番号をファ
クス・Eメールで青少年愛護センタ
ー（青少年の家内／緯〈７６〉３４３２／胃

〈７６〉１１３１／seishounen@city.anjo.
lg.jp）かNPO法人育て上げネット中
部虹の会（緯〈９５〉３１３７／胃〈９５〉３１５７
／info@nponiji.org）へ
■問青少年愛護センター（緯〈７６〉３４３２）

ほっと一息サロン（親の学習会）
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■時期間・日時 ■場場所 ■内内容 ■講講師 ■対対象・資格 ■定定員 ■￥費用 ■持持ち物 ■他その他

陰～烏共通事項
入園料別途。都合により変更の場合有。詳細は問い合わせてください。

■場■申８月１９日捷から各申込期限までの午前９時３０分～午後５時（休園日を除
く）に直接か電話でデンパーククラブハウス（緯〈９２〉７１１２）へ

陰親子で楽しめるツリークライミン
グ教室
インストラクターの指導で本格的
な木登り体験やネイチャーゲームを
楽しみます。
■時９月１５日掌・１６日抄午前１０時～正
午（小雨決行）

■対■定親子１０～１５組（先着順）
■￥１組３０００円（軽食付）
■持筆記用具、タオル、飲料、帽子、
長ズボン
■申申込期限獅９月８日掌

隠もったいナイスな料理教室
■時９月２０日晶午前１０時～午後０時３０
分
■内テーマ施秋
茄子のイタ
な す

リアン常備
菜 献立施

カポナータ
（野菜のト
マト煮）のブルスケッタ、茄子ミ
ートソースのラザニア風

■講高倉恵氏（Mottainicecooking
schoolそら）

■定２０人（先着順）
■￥３０００円（材料費込）
■持エプロン、手拭きタオル、箸
■申申込期限獅９月１３日晶

韻陶芸教室～暮らしのやきもの作り
を楽しく体験！～
陶芸の王道、抹茶茶碗を手びねり
で作ります。
■時９月２０日晶午
後１時３０分～
３時３０分
■講毛利記代子氏
（Pottery木）

ポタリー き

■定９人（先着順）
■￥４０００円（材料費込）
■持筆記用具、作業用エプロン
■申申込期限獅９月１３日晶

吋ハロウィンリース作り体験
季節の花材を使って素敵にアレン
ジ錘

■時襖施９月２５日昌 鴬施１０月９日昌

いずれも午前１０時３０分～正午
■定各２０人（先着順）
■￥２５００円（材料費込）
■申申込期限諮襖獅９月１８日昌 鴬獅

１０月２日昌

右フラワーギャザリング
■時９月２５日昌午後１時３０分～３時３０
分
■内テーマ施多肉植物
■講高木恵里氏（元町庵ギャザリング
アトリエ）
■定１０人（先着順）
■￥４５００円（材料費込）
■持ガーデニング用エプロン、薄手袋
■申申込期限獅９月１１日昌

宇エンジョイ！写真講座（後期）
園内で撮影実習を行い、講評を受
けます。楽しみながらカメラの腕を
磨きませんか。３回目には、モデル
を招いての撮影実習も行います。
■時９月２６日昭、１０月１０日昭・２４日昭、
１１月１４日昭午前１０時～正午（全４
回）

■講細井哲雄氏
■定２０人（先着順）
■￥４５００円
■持カメラ
■申申込期限獅９月１９日昭

烏大人の為の癒しギター講座
ギターの基
本テクニック
から応用まで
分かりやすく
学べます。
■時９月２６日昭、１０月１０日昭・２４日昭、
１１月１４日昭午後１時３０分～３時３０
分（全４回）

■講小泉ジロー氏（FingerStyleGuita
rist）
■定２０人（先着順）
■￥６０００円
■持ギター（フォーク・アコースティ
ック問わず）、新しい弦・ピック、
チューナー
■申申込期限獅９月１９日昭

隠韻共通事項
■場■申８月２０日昇から各開催日前日まで
の午前９時～午後５時（捷を除く）に
直接か電話又は、講座名・住所（町
名）・氏名・年齢・電話番号・参加人
数をファクスで柿田公園管理事務所
エコきち（☎・胃〈９８〉３７８４）へ

陰生き物発見！作品展示
夏休みに応募のあった「生きもの」の
絵を展示します。
■時９月７日松～２９日掌午前８時３０分～
午後５時１５分（９日捷を除く）

隠葉っぱスタンプ
葉っぱに絵の具をつけてお絵かきし
ます。
■時９月１５日掌午前１０時～１１時３０分
■対４歳以上の子と保護者
■定１０組（先着順）
■￥１組２００円
■持汚れてもいい服、ぞうきん

韻親子で科学あそび３
光の反射を使ったアート作品を作り
ます。
■時９月１５日掌午後１時３０分～３時
■講川角正彦氏
■対小学３年生以上の子と保護者
■定５組（先着順）
■￥１組１００円

エコきちへ行こう



俄広報あんじょう 2019.8.15

■申申込方法等 ■問問合せ先 ※なお、指定及び制限を設けない項目は記載していません。

■安城ひびきの会の対面朗読
■時９月９日捷・２３日抄午前１０時～正
午
■内朗読者が１対１で、希望する図書・
新聞・雑誌の朗読を行います
※持ち込んだ図書等の朗読も可。

■他朗読者２人が時間中常駐します

催し

※対象年齢は目安です。

９月の休館日
３日昇・１０日昇・１７日昇・２４日昇・
２７日晶

９月のおはなし会

１日掌午後３時ネコ・ロンデ朗読会
（小学１～３年生）

１日掌・８日掌
１５日掌・２２日掌
２９日掌午後４時

にちようびのおはな
しかい（小学生）

２日捷午前１０時
３０分

絵本好き集まれ！お
すすめ絵本紹介
（一般）

４日昌・１５日掌
午前１０時３０分

赤ちゃんとなによも
う会（一般）

５日昭午前１０時
３０分

おはなしゆりかご
（０～２歳）

６日晶午前１０時
３０分

おはなしポッケ
（０～２歳）

７日松午後３時おはなしレストラン
（小学生以上）

８日掌午前１１時大人のための絵本朗
読会（一般）

９日捷・２３日抄
午前１０時３０分

えほんとわらべうた
の会（０～２歳）

１１日昌午後７時
大人のための絵本朗
読会 atエントラン
ス（一般）

１４日松午後２時おはなしどんどん
（３歳～小学３年生）

１５日掌午後２時かみしばいの会
（３歳～小学生）

１９日昭午前１０時
３０分

いないいないばあ
（１～５歳）

２１日松・２８日松
午後２時

南吉朗読ででむし会
（小学生以上）

２５日昌午前１０時
３０分

おはなしまあだ
（１～５歳）

２８日松午後３時でんでんむかしあそ
びの会（小学生）

アンフォーレ課（緯〈７６〉６１１１）

■時９月１１日昌・２５日昌、１０月２日昌・
３０日昌、１１月６日昌・１３日昌・２０日
昌・２７日昌、１２月４日昌 いずれも
午前１０時～正午（全９回。１０月３０日
のみ午前１１時３０分まで）

■場図書情報館
■対読み聞かせボランティアとして活動
したい人

■定２０人（先着順）
■他講座修了後、図書情報館登録ボラン
ティアグループに登録し、活動する
ことができます

■申８月２１日昌からの午前９時～午後８
時（休館日を除く。松掌は午後６時
まで）に電話でアンフォーレ課（緯

〈７６〉６１１１）へ

読み聞かせボランティア
養成講座

陰マーメイドちゃん・マーメイド王
子を探せ
プール内に隠れているマーメイド
ちゃん・マーメイド王子を探し出し
て、正解した子にプール無料招待券
を進呈。
■時８月３１日松午前１０時
■対小学生以下
■定１００人（当日先着順）
隠平日限定「利用料還元フェア」
くじを引き、当たりが出た人に利
用した施設の無料招待券を進呈。
■時９月１７日昇～２０日晶・２４日昇～２７
日晶

■対プール・トレーニングルーム利用
者

韻女性のためのお手軽エクササイズ
椅子に座ったままできるエクササ
イズを健康運動指導士が指導。
■時９月６日晶午前１０時３０分～１１時３０
分

■対運動を始めたい中高年の女性
■定８人（先着順）
■￥５００円
■持運動のできる服装、タオル、飲料
（ペットボトル）
■申申込開始日獅８月１９日捷

陰～右共通事項
■￥施設利用料（韻～右は費用に含む）
■場■申各申込開始日からの午前１０時～午後７時３０分（休館日を除く）に電話でマ
ーメイドパレス（☎〈９２〉７３５１）へ
※陰隠は申込不要。

吋プールサイドYOGA
室温３０寿程度の開放感ある造波プ
ールの波打ち際で行う、ヨガの体験
講座。
■時９月１７日昇午前１０時～１１時
■講近藤恭子氏（ヨガインストラクタ
ー）
■対１８歳以上の女性
■定１０人（先着順）
■￥５００円
■持運動のできる服装（水着可）、ヨガ
マット又は厚手のバスタオル、飲
料
■申申込開始日獅８月２０日昇

右女性特有の症状改善のための健康
お灸
お灸の安全な使い方、むくみや自
律神経のバランスを整えるツボ等、
初歩的なお灸の仕方を体験します。
■時９月１２日昭午前１０時３０分～正午
■講高橋裕子氏（鍼

しん

灸マッサージ師）
きゅう

■対１８歳以上の女性
■定５人（先着順）
■￥１５００円（材料費込）
■持肘、膝を出せる服装（スカート不
可）
■申申込開始日獅８月２１日昌

今回の学習テーマは「会話がない！
動かない！どうすればいいの？」です。
■時９月１４日松午後１時３０分～４時
■場青少年の家
■対不登校やひきこもりに悩む子ども
（義務教育を修了した１５歳～概ね４０
歳）がいる家族
■定３５人（先着順）
■￥市内在住者獅無料 市外在住者獅５００円
■申９月１３日晶までの午前８時３０分～午
後５時１５分（捷を除く）に電話か、催
し名、住所・氏名・電話番号をファ
クス・Eメールで青少年愛護センタ
ー（青少年の家内／緯〈７６〉３４３２／胃

〈７６〉１１３１／seishounen@city.anjo.
lg.jp）かNPO法人育て上げネット中
部虹の会（緯〈９５〉３１３７／胃〈９５〉３１５７
／info@nponiji.org）へ
■問青少年愛護センター（緯〈７６〉３４３２）

ほっと一息サロン（親の学習会）

情
報
ボ
ッ
ク
ス
は
左
側
か
ら
お
読
み
く
だ
さ
い

峨 広報あんじょう 2019.8.15

■時期間・日時 ■場場所 ■内内容 ■講講師 ■対対象・資格 ■定定員 ■￥費用 ■持持ち物 ■他その他

陰～烏共通事項
入園料別途。都合により変更の場合有。詳細は問い合わせてください。

■場■申８月１９日捷から各申込期限までの午前９時３０分～午後５時（休園日を除
く）に直接か電話でデンパーククラブハウス（緯〈９２〉７１１２）へ

陰親子で楽しめるツリークライミン
グ教室
インストラクターの指導で本格的
な木登り体験やネイチャーゲームを
楽しみます。
■時９月１５日掌・１６日抄午前１０時～正
午（小雨決行）

■対■定親子１０～１５組（先着順）
■￥１組３０００円（軽食付）
■持筆記用具、タオル、飲料、帽子、
長ズボン
■申申込期限獅９月８日掌

隠もったいナイスな料理教室
■時９月２０日晶午前１０時～午後０時３０
分
■内テーマ施秋
茄子のイタ
な す

リアン常備
菜 献立施

カポナータ
（野菜のト
マト煮）のブルスケッタ、茄子ミ
ートソースのラザニア風

■講高倉恵氏（Mottainicecooking
schoolそら）

■定２０人（先着順）
■￥３０００円（材料費込）
■持エプロン、手拭きタオル、箸
■申申込期限獅９月１３日晶

韻陶芸教室～暮らしのやきもの作り
を楽しく体験！～
陶芸の王道、抹茶茶碗を手びねり
で作ります。
■時９月２０日晶午
後１時３０分～
３時３０分
■講毛利記代子氏
（Pottery木）

ポタリー き

■定９人（先着順）
■￥４０００円（材料費込）
■持筆記用具、作業用エプロン
■申申込期限獅９月１３日晶

吋ハロウィンリース作り体験
季節の花材を使って素敵にアレン
ジ錘

■時襖施９月２５日昌 鴬施１０月９日昌

いずれも午前１０時３０分～正午
■定各２０人（先着順）
■￥２５００円（材料費込）
■申申込期限諮襖獅９月１８日昌 鴬獅

１０月２日昌

右フラワーギャザリング
■時９月２５日昌午後１時３０分～３時３０
分
■内テーマ施多肉植物
■講高木恵里氏（元町庵ギャザリング
アトリエ）
■定１０人（先着順）
■￥４５００円（材料費込）
■持ガーデニング用エプロン、薄手袋
■申申込期限獅９月１１日昌

宇エンジョイ！写真講座（後期）
園内で撮影実習を行い、講評を受
けます。楽しみながらカメラの腕を
磨きませんか。３回目には、モデル
を招いての撮影実習も行います。
■時９月２６日昭、１０月１０日昭・２４日昭、
１１月１４日昭午前１０時～正午（全４
回）

■講細井哲雄氏
■定２０人（先着順）
■￥４５００円
■持カメラ
■申申込期限獅９月１９日昭

烏大人の為の癒しギター講座
ギターの基
本テクニック
から応用まで
分かりやすく
学べます。
■時９月２６日昭、１０月１０日昭・２４日昭、
１１月１４日昭午後１時３０分～３時３０
分（全４回）

■講小泉ジロー氏（FingerStyleGuita
rist）
■定２０人（先着順）
■￥６０００円
■持ギター（フォーク・アコースティ
ック問わず）、新しい弦・ピック、
チューナー
■申申込期限獅９月１９日昭

隠韻共通事項
■場■申８月２０日昇から各開催日前日まで
の午前９時～午後５時（捷を除く）に
直接か電話又は、講座名・住所（町
名）・氏名・年齢・電話番号・参加人
数をファクスで柿田公園管理事務所
エコきち（☎・胃〈９８〉３７８４）へ

陰生き物発見！作品展示
夏休みに応募のあった「生きもの」の

絵を展示します。
■時９月７日松～２９日掌午前８時３０分～
午後５時１５分（９日捷を除く）

隠葉っぱスタンプ
葉っぱに絵の具をつけてお絵かきし
ます。
■時９月１５日掌午前１０時～１１時３０分
■対４歳以上の子と保護者
■定１０組（先着順）
■￥１組２００円
■持汚れてもいい服、ぞうきん

韻親子で科学あそび３
光の反射を使ったアート作品を作り
ます。
■時９月１５日掌午後１時３０分～３時
■講川角正彦氏
■対小学３年生以上の子と保護者
■定５組（先着順）
■￥１組１００円

エコきちへ行こう
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■申申込方法等 ■問問合せ先 ※なお、指定及び制限を設けない項目は記載していません。

市民ギャラリー企画展
「酒井敦美 光の切り絵展」

９月の移動児童館
■時■場４日昌・１８日昌獅東部公民館 ６
日晶・２７日晶獅高棚町公民館 いず
れも午前１０時～１１時
■対乳幼児親子
■問子育て支援センター（緯〈７２〉２３１７）

照らす光でその姿を現す「光の切り
絵」。光の切り絵作家・酒井敦美氏のよ
りすぐりの作品を展示。メッセージを
書いて貼る参加型コーナーも登場。幻
想的な光のアートをぜひお楽しみくだ
さい！
■時８月２７日昇～９月１日掌午前９時～
午後５時（入館は午後４時３０分まで）
※８月３０日晶～９月１日掌は午後８
時３０分まで開館。
■￥観覧料施３００円（中学生以下は無料）
■場■問市民ギャラリー（緯〈７７〉６８５３）

映画上映会「しあわせのパン」
大切な人のことや支え合いを考え
る映画の上映と、「いのち支える安城
計画」の取組を紹介します。
■時午後２時～４時
※当日午後１時から入場券を配布。
■定２００人
■他無料託児有。申込方法等詳細は市
HPを確認してください

「こころの健康」をテーマにコーナー展示や気持ちをリラックスさせるヨガ
教室、映画上映等の無料体験イベントを開催します。
■時９月２２日掌午前１１時～午後４時
■場アンフォーレ本館、図書情報館

■問保健センター（緯〈７６〉１１３３）

ソーシャルスキルトレーニング（略
称SST）は、集団生活のルールや対人
関係を学び、実践的に行う練習です。
■場■問あんステップ汐（緯〈７７〉７７９６）
■講奥西春美氏（看護師・精神保健福祉
士）、奥田公美賀氏（相談支援専門員・

く み か

介護福祉士）
陰SST公開講座
SSTの考え方や実施について学びます。
■時９月１４日松午後１時３０分～４時頃
■対SSTに関心のある人、SST教室の受
講を希望する保護者
■定６０人（当日先着順）
隠SST教室
友達とうまく関わることが苦手な子
に、集団生活のルールや友達との関わ
り方を小集団で楽しく身につけます。
■時９月２８日松、１０月１２日松・２６日松、
１１月９日松・３０日松、１２月７日松、
１月１１日松 いずれも午後１時３０分
～３時３０分頃（全７回）
■対全ての回に参加でき、市内に住民登
録がある小学５・６年生と保護者
※受講には保護者が陰に参加する必
要があります。
■定６組（定員を超えた場合は申込書を
基に選考）
■￥１組１０００円
■申SST公開講座終了後から９月１８日昌

までの午前８時３０分～午後５時１５分
（掌抄を除く）に申込書を持参か郵送
（消印有効）で、あんステップ汐（〒
４４６－００４３城南町２－１０－３）へ
※申込書はSST公開講座で配布。

あんステップ汐の講座・教室

■場■問昭林公民館（緯〈７７〉６６８８）
昭林コンサート
■時９月７日松午後２時～３時３０分
■内出演獅小川洋一（テノール）、小堂ひ

こ どう

とみ（ピアノ）、手嶋莉子（マリンバ）、
り こ

山本千愛（ピアノ） 曲目獅ピアノソ
ち あき

ナタ第８番「悲愴」第２・３楽章、ク
ひ そう

シコスポスト、オペラ トゥーラン
ドットより「誰も寝てはならぬ」他
■定１５９人（要整理券）
※整理券を８月２４日松午前９時から
同館で配布。未就学児の入場は不可。

第二十一回昭林落語会
■時９月８日掌午後２時（開場は午後１
時３０分）
■内出演獅京家あい愛（喜楽一門会）、黄

たそ

昏亭駄らく、若
がれ てい だ わか

鯱
しゃち

亭
てい

笑
しょう

天、微笑亭さ
てん ほほ えみ てい

ん太、お好味家喜楽
この み や き らく

■定１５９人（当日先着順）

昭林公民館の催し

文化センターに設置したレーザー加
工機、３Dプリンターの利用講習会で
す。一般利用日にこれらの機器を使う
には本講習会の受講が必要です。
■時■内レーザー加工機施９月４日昌午前
１０時～正午、８日掌午後２時～４時
３Ｄプリンター施９月１日掌午後２
時～４時、２５日昌午前１０時～正午
※各回１５分前から受付。

■対市内在住・在勤・在学の高校生以上
でパソコンの基本操作が可能な人
※小中学生は保護者名で申し込んだ
上、保護者同伴で参加可。
■定各５人（先着順）
■申８月２２日昭午前９時～各開催日前日
に市HPから申し込ん
でください
※右記QRコードから
市HPを参照できます。
■場■問文化センター（緯〈７６〉１５１５）

レーザー加工機・
３Ｄプリンター利用講習会

（C）２０１１『しあわせのパン』
製作委員会

３３Ｄプリンタ３Ｄプリンターー

コーナー出展
アンガーマネジメント診断、発泡
入浴剤づくり等のコーナーを出展。
■時午前１１時～午後４時
ヨガ教室
■時■対陰大人向けヨガ（１８歳以上）施午
前１１時～正午 隠親子ヨガ（２歳
児以下向け）施午後１時～２時 韻

親子ヨガ（３歳児以上向け）施午後
３時～４時

■講陰施近藤恭子氏（ヨガインストラ
クター）
隠韻施須田恵利華氏（ヨガインス
トラクター）

■定陰施３０人 隠韻施各３０組（親子２
人１組） いずれも先着順

■申８月１９日捷～９月６日晶午前８時
３０分～午後５時１５分（松掌を除く）
に電話で保健センターへ
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■時期間・日時 ■場場所 ■内内容 ■講講師 ■対対象・資格 ■定定員 ■￥費用 ■持持ち物 ■他その他

作手高原野外センター周辺をウォー
キングして楽しいひとときを過ごしま
せんか。
■時９月２８日松午前８時～午後３時（雨
天中止）
■内昼食・休憩を含めて約３時間ウォー
キングします
集合・解散場所獅市役所第７駐車場
（市教育センター南東） 行き先獅安
城市作手高原野外センター（新城市）
※市のバスで送迎します。
■対市内在住・在勤・在学の小学生以上
■定４０人
■持昼食、飲料、帽子、雨具、敷物、携
帯電話、現金等
■申９月１日掌午前９時４５分～１０時に申
込書を持って市体育館会議室へ
※午前１０時時点で定員を超えた場合
は即時抽選。定員に達しなかった場
合は９月７日松まで受付（先着順）。
※申込書は市体育館・市HPで配布。
■問市体育館（緯〈７５〉３５３５）

作手ウォーキング

今年は初の前夜祭でビアガーデンを
開催！２４日松は、にっぽんど真ん中祭
りの華麗な演舞や子ども達によるステ
ージパフォーマンス、地元中高生によ
る手作り屋台、世界の音楽祭等、様々
なイベントが楽しめます。夕方からは、
お化け屋敷も登場します。
■時８月２３日晶午後６時～９時（前夜祭）、
２４日松午前９時３０分～午後９時
■場三河安城ツインパーク
■問三河安城商店街振興組合・内藤さん
（緯０９０〈３５５２〉５２６４）、市商工課（緯〈７１〉
２２３５）

２０１９三河安城フェスタ パラグアイオニバスの葉に
乗ろう！
葉の大きさが１杓以上にもなる巨大
な水生植物パラグアイオニバスの葉に
乗る体験会を開催！夏休みの思い出作
りに参加してみませんか。
■時８月１６日晶～１８日掌（午前９時３０分
から水のステージ横で整理券を配布）
※雨天中止。葉の生育状況により日
時の変更、中止の場合有。

■対体重２０手以下の子
■定各１００人
■場■問デンパーク（緯〈９２〉７１１１）

９月の土器づくり教室
■時３日昇～６日晶・１０日昇～１４日松・
１６日抄～２１日松・２３日抄～２７日晶午
後１時から（受付は午後２時まで）
■内弥生時代と同じ方法で土器作り
■対小学生以上（小学１～３年生は保護
者同伴）
■場■問埋蔵文化財センター（緯〈７７〉４４９０）

■場特に記載のあるものを除き衣浦東部
保健所（刈谷市大手町）

歯科相談（予約制）
■時９月１１日昌午前９時～１１時３０分
■申事前に同所健康支援課（緯〈２１〉９３３８）へ
こころの健康医師相談（予約制）
精神科医師による相談です。

■時■場９月１０日昇施衣浦東部保健所 ９
月１９日昭施同所安城保健分室（横山
町） いずれも午後２時～４時

■申事前に同所健康支援課（緯〈２１〉９３３７）へ
エイズ・肝炎・梅毒検査（無料）
■時毎週昇午前９時～１１時（エイズ・梅
毒検査は９月２日捷午後６時～７時
も実施）

■問同所生活環境安全課（緯〈２１〉４７９７）
骨髄バンクドナー登録（予約制）
■時毎週昇午前９時～１１時
■申事前に同所生活環境安全課（緯〈２１〉
４７９７）へ
検便・井戸水検査等（有料）
■問同所試験検査課（緯〈２１〉９３５３）

衣浦東部保健所の相談・検査等

堀内公園の催し
■場■問堀内公園（緯〈９９〉５９４７）
シャボン玉で遊ぼう
■時８月１７日松午前９時（材料がなくな
り次第終了）
シャボン玉の中に入ろう
■時８月１７日松午前１１時・午後２時３０分
■定各５０人（当日先着順）
作ってみよう！「カラーゴムアクセサ
リー」
■時８月２４日松・２５日掌、９月７日松・
８日掌午前１０時～午後３時

■定各５０人（当日先着順）
ダンボール迷路
ダンボールの迷路が園内に登場！君
はクリアできるかな？
■時８月３１日松、９月１日掌午前１０時～
午後３時（雨天中止）
■対３歳～小学生
■￥１００円
回数券限定販売
１０００円分の回数券を購入した人に、
有料遊具無料券を２枚進呈します。
■時９月１日掌～３０日捷（休園日を除く）
水の舞台延長
水の舞台を水遊び場として開放する
期間を延長します。
■時９月１日掌・７日松・８日掌午前１０
時～午後４時（雨天・気温等により
中止の場合有）
■対おむつが外れた子～小学生
※未就学児は１８歳以上の保護者同伴。
水遊び用のおむつの上に水着着用の
子は利用できます。

市民公募文化事業
～Let'ssing～バイオリンとピアノでみんなのうた錘

アニメソング・童謡・唱歌等を、ジャズ・ラテン等にアレンジした歌と演奏を
お楽しみください。
■時１１月１６日松午後２時（開場は午後１時３０分）
■場昭林公民館
■内出演施伊藤絵美子（バイオリン）、森谷ワカ（ヴォーカル・

もり や

ピアノ）、崎田治孝（ドラム）、出宮寛之（ベース）、マイニー
さき た で みや

ナ（コーラス）
■定１５０人（先着順）
■￥１０００円（３歳未満は無料。ただし、席が必要な場合は有
料）

■申下記にて販売中
暫メガネの杉友（朝日町／緯〈７６〉１７１７）
暫T'sgallery（御幸本町／緯〈７７〉０８１１）
暫Blume音楽教室（住吉町／緯０８０〈４６５１〉６２９９）
■問 Blume音楽教室、市民ギャラリー（緯〈７７〉６８５３）

伊伊藤絵美伊藤絵美子子

森谷ワ森谷ワカカ
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■申申込方法等 ■問問合せ先 ※なお、指定及び制限を設けない項目は記載していません。

市民ギャラリー企画展
「酒井敦美 光の切り絵展」

９月の移動児童館
■時■場４日昌・１８日昌獅東部公民館 ６
日晶・２７日晶獅高棚町公民館 いず
れも午前１０時～１１時
■対乳幼児親子
■問子育て支援センター（緯〈７２〉２３１７）

照らす光でその姿を現す「光の切り
絵」。光の切り絵作家・酒井敦美氏のよ
りすぐりの作品を展示。メッセージを
書いて貼る参加型コーナーも登場。幻
想的な光のアートをぜひお楽しみくだ
さい！
■時８月２７日昇～９月１日掌午前９時～
午後５時（入館は午後４時３０分まで）
※８月３０日晶～９月１日掌は午後８
時３０分まで開館。
■￥観覧料施３００円（中学生以下は無料）
■場■問市民ギャラリー（緯〈７７〉６８５３）

映画上映会「しあわせのパン」
大切な人のことや支え合いを考え
る映画の上映と、「いのち支える安城
計画」の取組を紹介します。
■時午後２時～４時
※当日午後１時から入場券を配布。
■定２００人
■他無料託児有。申込方法等詳細は市
HPを確認してください

「こころの健康」をテーマにコーナー展示や気持ちをリラックスさせるヨガ
教室、映画上映等の無料体験イベントを開催します。
■時９月２２日掌午前１１時～午後４時
■場アンフォーレ本館、図書情報館

■問保健センター（緯〈７６〉１１３３）

ソーシャルスキルトレーニング（略
称SST）は、集団生活のルールや対人
関係を学び、実践的に行う練習です。
■場■問あんステップ汐（緯〈７７〉７７９６）
■講奥西春美氏（看護師・精神保健福祉
士）、奥田公美賀氏（相談支援専門員・

く み か

介護福祉士）
陰SST公開講座
SSTの考え方や実施について学びます。
■時９月１４日松午後１時３０分～４時頃
■対SSTに関心のある人、SST教室の受
講を希望する保護者
■定６０人（当日先着順）
隠SST教室
友達とうまく関わることが苦手な子
に、集団生活のルールや友達との関わ
り方を小集団で楽しく身につけます。
■時９月２８日松、１０月１２日松・２６日松、
１１月９日松・３０日松、１２月７日松、
１月１１日松 いずれも午後１時３０分
～３時３０分頃（全７回）
■対全ての回に参加でき、市内に住民登
録がある小学５・６年生と保護者
※受講には保護者が陰に参加する必
要があります。
■定６組（定員を超えた場合は申込書を
基に選考）
■￥１組１０００円
■申SST公開講座終了後から９月１８日昌

までの午前８時３０分～午後５時１５分
（掌抄を除く）に申込書を持参か郵送
（消印有効）で、あんステップ汐（〒
４４６－００４３城南町２－１０－３）へ
※申込書はSST公開講座で配布。

あんステップ汐の講座・教室

■場■問昭林公民館（緯〈７７〉６６８８）
昭林コンサート
■時９月７日松午後２時～３時３０分
■内出演獅小川洋一（テノール）、小堂ひ

こ どう

とみ（ピアノ）、手嶋莉子（マリンバ）、
り こ

山本千愛（ピアノ） 曲目獅ピアノソ
ち あき

ナタ第８番「悲愴」第２・３楽章、ク
ひ そう

シコスポスト、オペラ トゥーラン
ドットより「誰も寝てはならぬ」他
■定１５９人（要整理券）
※整理券を８月２４日松午前９時から
同館で配布。未就学児の入場は不可。

第二十一回昭林落語会
■時９月８日掌午後２時（開場は午後１
時３０分）
■内出演獅京家あい愛（喜楽一門会）、黄

たそ

昏亭駄らく、若
がれ てい だ わか

鯱
しゃち

亭
てい

笑
しょう

天、微笑亭さ
てん ほほ えみ てい

ん太、お好味家喜楽
この み や き らく

■定１５９人（当日先着順）

昭林公民館の催し

文化センターに設置したレーザー加
工機、３Dプリンターの利用講習会で
す。一般利用日にこれらの機器を使う
には本講習会の受講が必要です。
■時■内レーザー加工機施９月４日昌午前
１０時～正午、８日掌午後２時～４時
３Ｄプリンター施９月１日掌午後２
時～４時、２５日昌午前１０時～正午
※各回１５分前から受付。

■対市内在住・在勤・在学の高校生以上
でパソコンの基本操作が可能な人
※小中学生は保護者名で申し込んだ
上、保護者同伴で参加可。
■定各５人（先着順）
■申８月２２日昭午前９時～各開催日前日
に市HPから申し込ん
でください
※右記QRコードから
市HPを参照できます。
■場■問文化センター（緯〈７６〉１５１５）

レーザー加工機・
３Ｄプリンター利用講習会

（C）２０１１『しあわせのパン』
製作委員会

３３Ｄプリンタ３Ｄプリンターー

コーナー出展
アンガーマネジメント診断、発泡
入浴剤づくり等のコーナーを出展。
■時午前１１時～午後４時
ヨガ教室
■時■対陰大人向けヨガ（１８歳以上）施午
前１１時～正午 隠親子ヨガ（２歳
児以下向け）施午後１時～２時 韻

親子ヨガ（３歳児以上向け）施午後
３時～４時

■講陰施近藤恭子氏（ヨガインストラ
クター）
隠韻施須田恵利華氏（ヨガインス
トラクター）

■定陰施３０人 隠韻施各３０組（親子２
人１組） いずれも先着順

■申８月１９日捷～９月６日晶午前８時
３０分～午後５時１５分（松掌を除く）
に電話で保健センターへ

情
報
ボ
ッ
ク
ス
は
左
側
か
ら
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さ
い
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■時期間・日時 ■場場所 ■内内容 ■講講師 ■対対象・資格 ■定定員 ■￥費用 ■持持ち物 ■他その他

作手高原野外センター周辺をウォー
キングして楽しいひとときを過ごしま
せんか。
■時９月２８日松午前８時～午後３時（雨
天中止）
■内昼食・休憩を含めて約３時間ウォー
キングします
集合・解散場所獅市役所第７駐車場
（市教育センター南東） 行き先獅安
城市作手高原野外センター（新城市）
※市のバスで送迎します。
■対市内在住・在勤・在学の小学生以上
■定４０人
■持昼食、飲料、帽子、雨具、敷物、携
帯電話、現金等
■申９月１日掌午前９時４５分～１０時に申
込書を持って市体育館会議室へ
※午前１０時時点で定員を超えた場合
は即時抽選。定員に達しなかった場
合は９月７日松まで受付（先着順）。
※申込書は市体育館・市HPで配布。
■問市体育館（緯〈７５〉３５３５）

作手ウォーキング

今年は初の前夜祭でビアガーデンを
開催！２４日松は、にっぽんど真ん中祭
りの華麗な演舞や子ども達によるステ
ージパフォーマンス、地元中高生によ
る手作り屋台、世界の音楽祭等、様々
なイベントが楽しめます。夕方からは、
お化け屋敷も登場します。
■時８月２３日晶午後６時～９時（前夜祭）、
２４日松午前９時３０分～午後９時
■場三河安城ツインパーク
■問三河安城商店街振興組合・内藤さん
（緯０９０〈３５５２〉５２６４）、市商工課（緯〈７１〉
２２３５）

２０１９三河安城フェスタ パラグアイオニバスの葉に
乗ろう！
葉の大きさが１杓以上にもなる巨大
な水生植物パラグアイオニバスの葉に
乗る体験会を開催！夏休みの思い出作
りに参加してみませんか。
■時８月１６日晶～１８日掌（午前９時３０分
から水のステージ横で整理券を配布）
※雨天中止。葉の生育状況により日
時の変更、中止の場合有。

■対体重２０手以下の子
■定各１００人
■場■問デンパーク（緯〈９２〉７１１１）

９月の土器づくり教室
■時３日昇～６日晶・１０日昇～１４日松・
１６日抄～２１日松・２３日抄～２７日晶午
後１時から（受付は午後２時まで）
■内弥生時代と同じ方法で土器作り
■対小学生以上（小学１～３年生は保護
者同伴）

■場■問埋蔵文化財センター（緯〈７７〉４４９０）

■場特に記載のあるものを除き衣浦東部
保健所（刈谷市大手町）

歯科相談（予約制）
■時９月１１日昌午前９時～１１時３０分
■申事前に同所健康支援課（緯〈２１〉９３３８）へ
こころの健康医師相談（予約制）
精神科医師による相談です。

■時■場９月１０日昇施衣浦東部保健所 ９
月１９日昭施同所安城保健分室（横山
町） いずれも午後２時～４時

■申事前に同所健康支援課（緯〈２１〉９３３７）へ
エイズ・肝炎・梅毒検査（無料）
■時毎週昇午前９時～１１時（エイズ・梅
毒検査は９月２日捷午後６時～７時
も実施）

■問同所生活環境安全課（緯〈２１〉４７９７）
骨髄バンクドナー登録（予約制）
■時毎週昇午前９時～１１時
■申事前に同所生活環境安全課（緯〈２１〉
４７９７）へ
検便・井戸水検査等（有料）
■問同所試験検査課（緯〈２１〉９３５３）

衣浦東部保健所の相談・検査等

堀内公園の催し
■場■問堀内公園（緯〈９９〉５９４７）
シャボン玉で遊ぼう
■時８月１７日松午前９時（材料がなくな
り次第終了）

シャボン玉の中に入ろう
■時８月１７日松午前１１時・午後２時３０分
■定各５０人（当日先着順）
作ってみよう！「カラーゴムアクセサ
リー」
■時８月２４日松・２５日掌、９月７日松・
８日掌午前１０時～午後３時

■定各５０人（当日先着順）
ダンボール迷路
ダンボールの迷路が園内に登場！君
はクリアできるかな？
■時８月３１日松、９月１日掌午前１０時～
午後３時（雨天中止）

■対３歳～小学生
■￥１００円
回数券限定販売
１０００円分の回数券を購入した人に、
有料遊具無料券を２枚進呈します。
■時９月１日掌～３０日捷（休園日を除く）
水の舞台延長
水の舞台を水遊び場として開放する
期間を延長します。
■時９月１日掌・７日松・８日掌午前１０
時～午後４時（雨天・気温等により
中止の場合有）

■対おむつが外れた子～小学生
※未就学児は１８歳以上の保護者同伴。
水遊び用のおむつの上に水着着用の
子は利用できます。

市民公募文化事業
～Let'ssing～バイオリンとピアノでみんなのうた錘

アニメソング・童謡・唱歌等を、ジャズ・ラテン等にアレンジした歌と演奏を
お楽しみください。
■時１１月１６日松午後２時（開場は午後１時３０分）
■場昭林公民館
■内出演施伊藤絵美子（バイオリン）、森谷ワカ（ヴォーカル・

もり や

ピアノ）、崎田治孝（ドラム）、出宮寛之（ベース）、マイニー
さき た で みや

ナ（コーラス）
■定１５０人（先着順）
■￥１０００円（３歳未満は無料。ただし、席が必要な場合は有
料）

■申下記にて販売中
暫メガネの杉友（朝日町／緯〈７６〉１７１７）
暫T'sgallery（御幸本町／緯〈７７〉０８１１）
暫Blume音楽教室（住吉町／緯０８０〈４６５１〉６２９９）
■問 Blume音楽教室、市民ギャラリー（緯〈７７〉６８５３）

伊伊藤絵美伊藤絵美子子

森谷ワ森谷ワカカ
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■申申込方法等 ■問問合せ先 ※なお、指定及び制限を設けない項目は記載していません。

■内職務内容獅メルヘン号の運転及び乗
務補助 勤務日時獅松掌抄を含む週
３・４日の午前９時１５分～午後５時
１５分の中で指定する時間（１日４時
間程度） 休日獅応相談 時給獅９００
円（松掌抄は１００円増）、通勤割増１日
２００円 選考獅面接
■対普通自動車免許を有する人（高校生
不可）
■定１人
■他面接時（受付時に指定）に顔写真付履
歴書を持参
■申８月２５日掌までの午前９時３０分～午
後５時に電話でデンパーク（緯〈９２〉
７１１１）へ。応募が無い場合は２６日捷

以降も受付

デンパークのスタッフ

「アグリパーク安城
ファミリー農園」会員
ケンサチグランプリ事業の一つであ
るアグリパーク安城ファミリー農園で
は、好評につき、この春から区画を増
設しました。自然の中で種まきから収
穫まで野菜づくりを楽しみましょう。
９月からの入会で、秋冬野菜から始め
られます。初心者も大歓迎です。
ファミリー農園利用の概要
割り当てられた区画を使って野菜づ
くりをします。週２回（半日）、畑にア
ドバイザーが駐在し相談に乗ります。
道具・肥料・苗等の必要なものは農園
にて用意します。収穫した新鮮な野菜
は持ち帰ることができ、野菜づくりの
他にも収穫祭等、農に関連した様々な
イベントを予定しています。
■時９月～令和２年８月（１年契約、そ
の後１年単位で更新有）
■場小川町小向の農園
■定募集区画数施５区画（先着順）
■￥１区画（１５釈）あたり年間３万５０００円
■他暫トイレ、駐車場、テント小屋有
暫市農務課、各地区公民館にてチラ
シを配布
■申電話か、住所・氏名・電話番号・利
用者の構成（親子等）をEメールでア
グリパーク安城・二

に

宗さん（緯０９０
しゅう

〈８３２４〉９７７０／nishu@
post.email.ne.jp）へ
※右記QRコードから
も申込可。

■問アグリパーク安城・二宗さん、市農
務課（緯〈７１〉２２３３）

５月に皆さんで植えた田んぼアート
が実りの時期を迎えます。稲刈りを行
いますので、ぜひ参加してください。
田植えに参加していない人も大歓迎で
す。
■時９月１４日松午前９時４５分（受付は午
前９時から。小雨決行）
※荒天等により中止の場合は、前日
午後３時頃に市HPにて告知。

■場和泉町七ツ田の田んぼ（デンパーク
正面ゲートから西へ４００杓）
■内手作業による稲刈り体験、地元農産
物等の販売等
■定５００人（定員を超えた場合は抽選。抽
選の場合は９月１０日昇頃落選者のみ
に連絡します）

■持田んぼで作業のできる長袖長ズボン、
軍手、タオル
※稲刈り用鎌は貸出します。
■申９月６日晶までに参加申込用紙を郵
送（必着）かファクスで下記陰～韻の
いずれかへ
陰市農務課（〒４４６－８５０１住所不要／
胃〈７６〉１１１２）
隠JAあいち中央営農企画部（〒４４６
－００４６赤松町浄善５０／胃〈７３〉４４１５）
韻水土里ネット明治用水総務課（〒

み ど り

４４６－００６５大東町２２－１６／胃〈７６〉６５
６１）
※参加申込用紙は市農務課・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・
市HP等で配布。
※右記QRコードから
も申込可。
■問市農務課（緯〈７１〉２２３３）

ふれあい田んぼアート２０１９
稲刈り参加者

陰隠共通事項
■場図書情報館
■申８月１５日昭から各申込期限までの午
前８時３０分～午後５時１５分（松掌抄

を除く）に直接か電話又は、講座名、
代表者住所・氏名・電話番号、参加
人数をファクスで保健センター（緯

〈７６〉１１３３／胃〈７７〉１１０３）へ
※未就学児の無料託児を希望する人
及び手話通訳・要約筆記が必要な人
は、各開催日２週間前（休館日を除
く）までに申し込んでください。

陰第１講「助産師が教える、育児をも
っと楽しむヒケツ」
助産師が長年の経験をもとに、育児
を楽しむヒケツをアドバイスします。
■時９月１４日松午後２時～３時（受付は
午後１時３０分から）
■内講義、笑いヨガ
■講丸野広子氏、大須賀千恵氏（八千代
病院助産師）
■対小学２年生以下の子と保護者
■定３０組（先着順）
■申申込期限施９月６日晶

隠第２講「がんの検診と治療」
消化器外科専門医として日々がん患
者に向き合い、自らもがんを経験した
医師が語る、貴重ながん講座です。
■時１０月２６日松午後２時～３時（受付は
午後１時３０分から）
■講杢野泰司氏（八千代病院医師）

もく の やす じ

■定６０人（先着順）
■申申込期限施１０月１８日晶

あんじょう健康大学
第１・２講

今今年の田んぼアー今年の田んぼアートト（（７月１日時点）７月１日時点）
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■時期間・日時 ■場場所 ■内内容 ■講講師 ■対対象・資格 ■定定員 ■￥費用 ■持持ち物 ■他その他

６月分／受付順／敬称略
老人クラブ錦桜連合会、公益財団法人
モラロジー研究所安城モラロジー事
務所、匿名

ご寄附いただきました

■問名古屋法務局人権擁護部（緯０５２〈９５２〉
８１１１）
全国一斉「子どもの人権１１０番」強化週
間
いじめ・虐待等、子どもの人権にか
かわる悩みごと、心配ごと等の相談に
応じます。相談内容の秘密は固く守ら
れますので、ひとりで悩まず、気軽に
相談してください。
■時８月２９日昭～９月４日昌午前８時３０
分～午後７時（松掌は午前１０時～午
後５時）

■内相談方法獅電話で子どもの人権１１０
番相談専用電話（緯０１２０〈００７〉１１０）へ
LINEじんけん相談@名古屋法務局を
実施します
LINEを使ったチャット形式による人
権相談を行います。
■時８月２９日昭～令和２年３月３１日昇午
前８時３０分～午後５時１５分（松掌抄

承、１２月２８日松～１月５日掌を除く）
※ただし、子どもの人権１１０番強化週
間及び女性の人権ホットライン強化
週間（１１月１８日捷～２４日掌）は、平日
は午後７時まで、松掌は午前１０時～
午後５時も実施。
■内相談方法獅LINEアプリを起動し、
「@snsjinkensoudan」と検索する
か右記 QRコードから
LINE公式アカウント
「SNS人権相談」を友だち
登録し、相談してください

下記の日時に、全国瞬時警報システ
ム（Ｊアラート）を使用した全国一斉情
報伝達試験が実施されます。
市で販売した防災ラジオをお持ちの
場合、ラジオを待機状態にしておくと
自動で音声を受信します。
また、市内の小中学校等公共施設か
らも試験放送が流れます。各施設の近
隣の皆さまは、試験放送へのご理解と
ご協力をお願いします。
■時８月２８日昌午前１１時頃
■他毎月１日午後４時頃に実施している
防災ラジオのテスト放送も、予定通
り実施されます

■問危機管理課（緯〈７１〉２２２０）

全国一斉情報伝達試験の
お知らせ

令和元年度緑の募金は、６月１９日時
点で５９５万７２６１円が集まりました。集
まった募金は町内会緑化事業や公共緑
化事業に活用します。ご協力ありがと
うございました。

■問公園緑地課（緯〈７１〉２２４４）

名古屋法務局からのお知らせ

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１６０㌧
を希望者に分配します。
■内配布数量獅各世帯でのたい肥使用対
象面積に応じて１世帯３００手まで
（１釈当たり３手を目安） 配布期間
獅９月２８日松～１０月５日松（松掌も
配布） 受取方法獅たい肥を直接積
み込める４㌧以下のトラックで来所
するか袋を持って、せん定枝リサイ
クルプラントへ（スコップの貸出有）

■対市内在住者
■申８月１５日昭～２８日昌午前８時３０分～
午後５時１５分（松掌を除く）に申込書
か任意の紙に住所・氏名・電話番号・
希望数量（手）・たい肥使用対象面積
又はプランター等の個数を記入し、
直接か郵送（必着）・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／ikiiki@
city.anjo.aichi.jp）へ
※電話による申込は不可。
※申込書は同所・市HPで配布。記
入漏れは失格となります。
※申込者多数の場合は抽選の上、当
選者のみに通知及び受取票を送付し
ます。

■問清掃事業所（緯〈７６〉３０５３）

安城いきいきたい肥
受取希望者

緑の募金のお礼
令和元年度学校施設利用団
体の追加登録を受付
■内利用可能施設・日時施下表のとおり

■対市内在住・在勤者で構成された１０人
以上の団体（小学校利用は、学区内
在住・在勤者に限る）

■申９月１日掌～２９日掌（休館日を除く）
に市体育館へ
■問市体育館（緯〈７５〉３５３５）

利用可能日時利用可能施設
松掌抄・学校休
業日の昼間（篠
目中学校は夜間
も利用可）

市内小学校運動場、
市内中学校テニスコ
ート

松掌抄の昼間市内県立学校運動場

松掌抄の夜間県立安城東高等学校
体育館

捷～晶の夜間及
び松掌抄・学校
休業日

市内小中学校体育館、
市内中学校運動場
（安城北中学校を除
く）

わたくしたちは、
＊たがいに助け合い、住みよい
まちをつくりましょう。

＊きまりを守り、良い習慣を育
てましょう。

＊自然を愛し、きれいな水とみ
どりのまちをつくりましょう。

＊教養を高め、若い力を育てま
しょう。

＊健康で、明るく楽しい家庭を
つくりましょう。

暫安城市民憲章暫
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■申申込方法等 ■問問合せ先 ※なお、指定及び制限を設けない項目は記載していません。

■内職務内容獅メルヘン号の運転及び乗
務補助 勤務日時獅松掌抄を含む週
３・４日の午前９時１５分～午後５時
１５分の中で指定する時間（１日４時
間程度） 休日獅応相談 時給獅９００
円（松掌抄は１００円増）、通勤割増１日
２００円 選考獅面接
■対普通自動車免許を有する人（高校生
不可）
■定１人
■他面接時（受付時に指定）に顔写真付履
歴書を持参
■申８月２５日掌までの午前９時３０分～午
後５時に電話でデンパーク（緯〈９２〉
７１１１）へ。応募が無い場合は２６日捷

以降も受付

デンパークのスタッフ

「アグリパーク安城
ファミリー農園」会員
ケンサチグランプリ事業の一つであ
るアグリパーク安城ファミリー農園で
は、好評につき、この春から区画を増
設しました。自然の中で種まきから収
穫まで野菜づくりを楽しみましょう。
９月からの入会で、秋冬野菜から始め
られます。初心者も大歓迎です。
ファミリー農園利用の概要
割り当てられた区画を使って野菜づ
くりをします。週２回（半日）、畑にア
ドバイザーが駐在し相談に乗ります。
道具・肥料・苗等の必要なものは農園
にて用意します。収穫した新鮮な野菜
は持ち帰ることができ、野菜づくりの
他にも収穫祭等、農に関連した様々な
イベントを予定しています。
■時９月～令和２年８月（１年契約、そ
の後１年単位で更新有）
■場小川町小向の農園
■定募集区画数施５区画（先着順）
■￥１区画（１５釈）あたり年間３万５０００円
■他暫トイレ、駐車場、テント小屋有
暫市農務課、各地区公民館にてチラ
シを配布
■申電話か、住所・氏名・電話番号・利
用者の構成（親子等）をEメールでア
グリパーク安城・二

に

宗さん（緯０９０
しゅう

〈８３２４〉９７７０／nishu@
post.email.ne.jp）へ
※右記QRコードから
も申込可。

■問アグリパーク安城・二宗さん、市農
務課（緯〈７１〉２２３３）

５月に皆さんで植えた田んぼアート
が実りの時期を迎えます。稲刈りを行
いますので、ぜひ参加してください。
田植えに参加していない人も大歓迎で
す。
■時９月１４日松午前９時４５分（受付は午
前９時から。小雨決行）
※荒天等により中止の場合は、前日
午後３時頃に市HPにて告知。

■場和泉町七ツ田の田んぼ（デンパーク
正面ゲートから西へ４００杓）
■内手作業による稲刈り体験、地元農産
物等の販売等
■定５００人（定員を超えた場合は抽選。抽
選の場合は９月１０日昇頃落選者のみ
に連絡します）

■持田んぼで作業のできる長袖長ズボン、
軍手、タオル
※稲刈り用鎌は貸出します。
■申９月６日晶までに参加申込用紙を郵
送（必着）かファクスで下記陰～韻の
いずれかへ
陰市農務課（〒４４６－８５０１住所不要／
胃〈７６〉１１１２）
隠JAあいち中央営農企画部（〒４４６
－００４６赤松町浄善５０／胃〈７３〉４４１５）
韻水土里ネット明治用水総務課（〒

み ど り

４４６－００６５大東町２２－１６／胃〈７６〉６５
６１）
※参加申込用紙は市農務課・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・
市HP等で配布。
※右記QRコードから
も申込可。
■問市農務課（緯〈７１〉２２３３）

ふれあい田んぼアート２０１９
稲刈り参加者

陰隠共通事項
■場図書情報館
■申８月１５日昭から各申込期限までの午
前８時３０分～午後５時１５分（松掌抄

を除く）に直接か電話又は、講座名、
代表者住所・氏名・電話番号、参加
人数をファクスで保健センター（緯

〈７６〉１１３３／胃〈７７〉１１０３）へ
※未就学児の無料託児を希望する人
及び手話通訳・要約筆記が必要な人
は、各開催日２週間前（休館日を除
く）までに申し込んでください。

陰第１講「助産師が教える、育児をも
っと楽しむヒケツ」
助産師が長年の経験をもとに、育児
を楽しむヒケツをアドバイスします。
■時９月１４日松午後２時～３時（受付は
午後１時３０分から）
■内講義、笑いヨガ
■講丸野広子氏、大須賀千恵氏（八千代
病院助産師）
■対小学２年生以下の子と保護者
■定３０組（先着順）
■申申込期限施９月６日晶

隠第２講「がんの検診と治療」
消化器外科専門医として日々がん患
者に向き合い、自らもがんを経験した
医師が語る、貴重ながん講座です。
■時１０月２６日松午後２時～３時（受付は
午後１時３０分から）
■講杢野泰司氏（八千代病院医師）

もく の やす じ

■定６０人（先着順）
■申申込期限施１０月１８日晶

あんじょう健康大学
第１・２講

今今年の田んぼアー今年の田んぼアートト（（７月１日時点）７月１日時点）
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■時期間・日時 ■場場所 ■内内容 ■講講師 ■対対象・資格 ■定定員 ■￥費用 ■持持ち物 ■他その他

６月分／受付順／敬称略
老人クラブ錦桜連合会、公益財団法人
モラロジー研究所安城モラロジー事
務所、匿名

ご寄附いただきました

■問名古屋法務局人権擁護部（緯０５２〈９５２〉
８１１１）
全国一斉「子どもの人権１１０番」強化週
間
いじめ・虐待等、子どもの人権にか

かわる悩みごと、心配ごと等の相談に
応じます。相談内容の秘密は固く守ら
れますので、ひとりで悩まず、気軽に
相談してください。
■時８月２９日昭～９月４日昌午前８時３０
分～午後７時（松掌は午前１０時～午
後５時）

■内相談方法獅電話で子どもの人権１１０
番相談専用電話（緯０１２０〈００７〉１１０）へ
LINEじんけん相談@名古屋法務局を
実施します
LINEを使ったチャット形式による人
権相談を行います。
■時８月２９日昭～令和２年３月３１日昇午
前８時３０分～午後５時１５分（松掌抄

承、１２月２８日松～１月５日掌を除く）
※ただし、子どもの人権１１０番強化週
間及び女性の人権ホットライン強化
週間（１１月１８日捷～２４日掌）は、平日
は午後７時まで、松掌は午前１０時～
午後５時も実施。
■内相談方法獅LINEアプリを起動し、
「@snsjinkensoudan」と検索する
か右記 QRコードから
LINE公式アカウント
「SNS人権相談」を友だち
登録し、相談してください

下記の日時に、全国瞬時警報システ
ム（Ｊアラート）を使用した全国一斉情
報伝達試験が実施されます。
市で販売した防災ラジオをお持ちの
場合、ラジオを待機状態にしておくと
自動で音声を受信します。
また、市内の小中学校等公共施設か
らも試験放送が流れます。各施設の近
隣の皆さまは、試験放送へのご理解と
ご協力をお願いします。
■時８月２８日昌午前１１時頃
■他毎月１日午後４時頃に実施している
防災ラジオのテスト放送も、予定通
り実施されます

■問危機管理課（緯〈７１〉２２２０）

全国一斉情報伝達試験の
お知らせ

令和元年度緑の募金は、６月１９日時
点で５９５万７２６１円が集まりました。集
まった募金は町内会緑化事業や公共緑
化事業に活用します。ご協力ありがと
うございました。

■問公園緑地課（緯〈７１〉２２４４）

名古屋法務局からのお知らせ

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１６０㌧
を希望者に分配します。
■内配布数量獅各世帯でのたい肥使用対
象面積に応じて１世帯３００手まで
（１釈当たり３手を目安） 配布期間
獅９月２８日松～１０月５日松（松掌も
配布） 受取方法獅たい肥を直接積
み込める４㌧以下のトラックで来所
するか袋を持って、せん定枝リサイ
クルプラントへ（スコップの貸出有）

■対市内在住者
■申８月１５日昭～２８日昌午前８時３０分～
午後５時１５分（松掌を除く）に申込書
か任意の紙に住所・氏名・電話番号・
希望数量（手）・たい肥使用対象面積
又はプランター等の個数を記入し、
直接か郵送（必着）・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／ikiiki@
city.anjo.aichi.jp）へ
※電話による申込は不可。
※申込書は同所・市HPで配布。記
入漏れは失格となります。
※申込者多数の場合は抽選の上、当
選者のみに通知及び受取票を送付し
ます。

■問清掃事業所（緯〈７６〉３０５３）

安城いきいきたい肥
受取希望者

緑の募金のお礼
令和元年度学校施設利用団
体の追加登録を受付
■内利用可能施設・日時施下表のとおり

■対市内在住・在勤者で構成された１０人
以上の団体（小学校利用は、学区内
在住・在勤者に限る）

■申９月１日掌～２９日掌（休館日を除く）
に市体育館へ
■問市体育館（緯〈７５〉３５３５）

利用可能日時利用可能施設
松掌抄・学校休
業日の昼間（篠
目中学校は夜間
も利用可）

市内小学校運動場、
市内中学校テニスコ
ート

松掌抄の昼間市内県立学校運動場

松掌抄の夜間県立安城東高等学校
体育館

捷～晶の夜間及
び松掌抄・学校
休業日

市内小中学校体育館、
市内中学校運動場
（安城北中学校を除
く）

わたくしたちは、
＊たがいに助け合い、住みよい
まちをつくりましょう。

＊きまりを守り、良い習慣を育
てましょう。

＊自然を愛し、きれいな水とみ
どりのまちをつくりましょう。

＊教養を高め、若い力を育てま
しょう。

＊健康で、明るく楽しい家庭を
つくりましょう。

暫安城市民憲章暫
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