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■時 ３月８日�午前１１時～１１時４５分・午
後２時～２時４５分

■内 題目 ▼どんぐり山のやまんばあさん
出演 ▼劇団うりんこ
■定 各１５０人（先着順）
■場 ■申 ２月２２日�午前９時から二本木公
民館（�〈７７〉８６１１）で整理券を配布

■時 ■場 ■対 乳幼児（午前１０時～１１時） ▼南部
公民館�３日�・１７日�、東部公民
館�４日�・１８日�、安祥公民館�
５日�・１２日�、高棚町内会公民館
�６日�・１３日�
小学生 ▼南部公民館�２５日�午後３
時３０分～４時３０分、東部公民館�２４
日�午後２時～３時、安祥公民館�
２４日�午後３時３０分～４時３０分
■問 子ども課子育て支援係（�〈７１〉２２２９）

■時 ２月２１日�・２８日�午前１０時～午後
４時
■内 大型有料遊具に乗って文字探し
■対 ３歳～小学生（各遊具に乗車条件あり）
■定 各１００人（当日先着順）
■￥ 遊具利用料
■場 ■問 堀内公園（�〈９９〉５９４７）

■￥ 施設利用料
■場 ■申 ２月２０日�～開催日前日の午前９
時～午後８時３０分（�を除く）に市ス
ポーツセンター（�〈７５〉３５４５）へ
親子水泳教室（全２回）　　　　　　　
■時 ３月１４日�・１５日�午前１０時～１１時
■対 おむつが外れている未就学児～小学
２年生とその保護者
■定 １５組３０人（先着順）
水中なんでも測定会　　　　　　　　
■時 ３月１５日�午後１時～３時
■対 ２５ｍ以上泳げる人（小学３年生以下
は保護者の同伴が必要）
■定 ４０人（先着順）

■時 ３月１日�午前１０時～午後０時３０分
■対 子どもとその保護者
■￥ １組１０００円
■場 ■申 ２月２０日�～２８日�午前８時３０分
～午後５時（２３日�を除く）に電話で
安祥閣（�〈７４〉３３３３）へ

■時 ３月３日�～６日�・１０日�～１４日
�・１７日�～２０日�・２４日�～２８日
�・３１日�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（�〈７７〉４４９０）

■時 ２月２８日�午前９時
■場 碧海信用金庫本店前（御幸本町）
■内 地元産野菜の販売
■問 農務課（�〈７１〉２２３３）

■時 ３月１５日�午前９時～正午
■内 明治用水緑道を、グループごとにク
イズやごみ拾いをしながら歩く（往
復約４．５㎞、賞品あり）
■対 市内在住の人
■定 ５０組（先着順）
■申 ２月２０日�～３月１０日�午前８時３０
分～午後５時１５分（��を除く）に公
園緑地課（�〈７１〉２２４４）へ

■時 ２月２０日�～２２日�午前９時～午後
５時（２０日は午後１時から、２２日は
午後４時まで）
■￥ 入苑料１００円（中学生以下無料）
■場 ■問 丈山苑（�〈９２〉７７８０）

■場 ■問 マーメイドパレス（�〈９２〉７３５１）
ホワイトデー女性無料招待　　　　　
■時 ３月１４日�午前１０時～午後９時（プ
ール利用は午後８時まで）
水中講座プログラム　　　　　　　　
■時 ■内 下表のとおり（いずれも先着順）

■対 ①③④ ▼１８歳以上の人　② ▼おむつ
が外れている未就学児とその保護者
■￥ 施設利用料
■他 ①③④ ▼託児あり（各１０人／先着順）
■申 ２月２４日�午前１０時からマーメイド
パレスへ
日本舞踊フィットネスＮＯＳＳ体験会
■時 ３月２７日�午前１０時３０分～１１時３０分
■対 １８歳以上の人
■￥ ５００円
■定 ２０人（先着順）
■他 託児あり（１０人／先着順）
■申 ２月２４日�午前１０時からマーメイド
パレスへ

二本木公民館児童劇公演 ▼

３月の移動児童館 ▼

まちなか産直市 ▼

土器づくり教室 ▼

盆栽展 ▼

スポーツセンターの催し ▼

文字探しラリー ▼

■図書館友の会「みんなのひろば」
■時 ２月２８日�・３月１日�
お楽しみコーナー（ぬりえ、折り紙）

▼午前１０時～１１時３０分
マジックショー（１日のみ） ▼午前１１
時３０分～正午、午後１時３０分～２時
アニメ映画会（シンデレラ、なかま
はずれのこうもり、エジソン、メン
デル） ▼午後２時～３時

■除籍本リサイクルフェア
■時 ３月２１日�・２２日�午前９時～午
後４時
■内 配布冊数 ▼１人１０冊まで
■申 当日、入室時間を指定した整理券
を配布します。
■他 本を入れる袋を持参してください。

３月の休館日

中央図書館（�〈７６〉６１１１）
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中央図書館の携帯用
ホームページへ��

２月２４日�・
３月１３日�
午前１０時３０分

絵本好き集まれ！
－おすすめ絵本紹介－

２月２５日�
午前１０時３０分

おはなしまあだ
（２～５歳）

３月３日�・
３月１７日�
午前１０時３０分

えほんとわらべうたの会
（０～２歳）

３月５日�
午前１０時３０分

おはなしゆりかご
（０～２歳）

３月７日�
午後３時

おはなしレストラン
（小学生以上）

３月１１日�
午前１０時３０分

おはなしたまてばこ
（２～５歳）

３月１４日�
午前１１時

大人のための
絵本朗読会

３月１４日�
午後２時

おはなしどんどん
（幼児～小学校低学年）

３月１５日�
午後２時

かみしばいの会
（幼児～小学校低学年）

３月１９日�
午前１０時３０分

いないいないばあ
（１～４歳）

おはなし会

お知らせ

もちつき＆マジックショー ▼

マーメイドパレスの催し ▼

定員とき講座名
２０人３月４日�①水中運動
２０組３月１１日�②親子水中運動
２０人３月１８日�③初級水泳
４０人３月２５日�④アクアビクス

いきいきウオークラリー ▼

２日�・９日�・１６日�・２３日�・
２７日�・３０日�
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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。

　妊婦健診は、おなかの赤ちゃんの成
長とお母さんの体の状態を把握するの
にとても重要です。安心・安全な出産
のために、妊娠に気付いたら、必ず医
療機関で、早めに妊婦健診を受けま
しょう。妊娠中に起こりやすい貧血、
妊娠高血圧症候群、妊娠糖尿病などの
トラブルは、赤ちゃんの発育や母体の
健康を損なうことがあります。また、
妊娠２２週以降は、早産の危険性にも注
意が必要。定期的な妊婦健診により、
トラブルへの早めの対処が可能です。
■内 健診を受ける間隔　妊娠２３週まで ▼

４週に１回　妊娠２４～３５週 ▼２週に
１回　妊娠３６週～出産 ▼週に１回
※医師や助産師の指示でこれを上回
ることもあります。
母子健康手帳の交付を受けましょう　
　母子健康手帳交付時に、妊婦健診の
受診票（証）１４回分を渡します。医療機
関で妊娠届出書をもらったら、早めに
母子健康手帳の交付を受けましょう。
■問 市保健センター（�〈７６〉１１３３）

１２月分／受け付け順／敬称略
市社会福祉協議会　善意銀行　　　　
金品 ▼アンデン㈱、安城南高校生徒会、
北部高齢者教室、東端の老人、後藤貞
子、東部公民館和の文化と美を極める
講座、ほほえみダンス、㈲城西生花店、
ボールセンター安城店、柴田辰雄、ふ
れあいダンスパーティー、成瀬茂、野
村みどり、根崎花キルト、安城生活福
祉高等専修学校３年２組、福祉ふれあ
いダンス、ＪＡあいち中央古井支店支
店運営委員会、１６４、ダボ（佐藤文子）、
市役所売店、藤井美代、匿名
収集物 ▼北部公民館、アンデン㈱、東
部公民館、今村郵便局、三浦清、野村
君江、作野トータル、安城の歴史を学
ぶ会、中部公民館、匿名
市社会福祉事業団　　　　　　　　　
安城知立遊技業組合、�デンソーハー
トフルクラブ安城自主企画、安城市佛
教会
市役所関係　　　　　　　　　　　　
手作りマーケット花かご、�ヤマコ、
柴田秋水

■時 ２月２８日�から利用可（事務所は２
月２５日�から開設）

■問 市民会館（�〈７５〉１１５１）

■時 試験日 ▼３月３日�（面接）
■申 ２月１６日�～２４日�（��を除く）午
前９時～午後５時に受験申込書を持
って施設管理協会（�〈７５〉２３２２）へ

　※試験実施要綱や受験申込書は、同
協会で配布。
公園作業職員（期限付き）　　　　　　
■内 勤務日時 ▼�～�午前８時３０分～午
後５時１５分　賃金 ▼月額１５万８４３６円
（地域手当を含む）、期末勤勉手当な
ど

■対 昭和２１年４月２日～３３年４月１日生
まれで、普通自動車免許（ＡＴ車限
定は不可）を持つ人
■定 １人程度
■他 採用期間は１年ごとに更新し、最長
５年

公園作業臨時職員　　　　　　　　　
■内 勤務日時 ▼�～�のうち週４日午
前８時３０分～午後５時１５分　賃金

▼時給８８０円、通勤割増１日２００円
■対 昭和２１年４月２日～３３年４月１日生
まれで、普通自動車免許（ＡＴ車限
定は不可）を持つ人
■定 ２人程度
給食調理臨時職員　　　　　　　　　
■内 勤務日時 ▼�～�午前８時３０分～午
後０時１５分または午後１時～４時３０
分　賃金 ▼ 時給８７０円、通勤割増１
日２００円

■対 昭和２８年４月２日～５４年４月１日生
まれの人

■定 若干名

福祉への善意・寄付
ありがとうございます

▼
▼

市民会館の改修工事完了 ▼

■対 夫または妻が市内在住で、医療保険
に加入し、医師に不妊治療の必要が
あると認められた法律上の夫婦
■内 不妊検査、治療の効果を確認するた
めの検査 ､一般不妊治療、人工授精
　助成額 ▼１夫婦１年度につき自己負
担額の２分の１で、上限額が５万円
診療期間 ▼昨年３月～今年２月

■他 第２子以降も助成が受けられます
■申 ３月１９日�までの�～�午前８時３０
分～午後５時１５分、３月８日�・１５
日�午前９時～午後３時に申請書類・
健康保険証・印鑑を持って市保健セ
ンター（�〈７６〉１１３３）へ

　※申請書類は同センター、市内関係
医療機関、市ホームページで配布。

■内 勤務日時 ▼週１～３日程度で市が指
定する日時　賃金 ▼ 時給１８９０円（研
修中は、時給８００円）、通勤割増１日
２００円
■対 昭和３４年４月２日以降に生まれ、歯
科衛生士資格と普通自動車免許を有
する人
■定 若干名　
■申 ２月２０日�～３月５日�（��を除
く）午前８時３０分～午後５時１５分に
履歴書と歯科衛生士免許証を持って
市保健センター（ �〈７６〉１１３３）へ

■時 提出期限 ▼３月１５日�
■内 郵送するアンケート用紙に回答を記
入し、同封の返信用封筒で提出
■対 流域の全世帯
■問 県知立建設事務所河川整備課（�〈８２〉
　６４８９）、土木課（�〈７１〉２２３９）

不妊治療等助成制度 ▼妊娠かなと思ったら、早め
に産婦人科へ

▼
▼

■時 ３月１１日�午前１０時４５分～１１時
４５分
■場 昭林公民館ホール
■内 曲目 ▼めだかの学校、汽車は走
るよ、崖の上のポニョ、ぞうさ
んなど　出演 ▼長谷川 伊  久  子 氏

い く こ

（ソプラノ）、稲垣 律  子 氏（メゾソ
りつ こ

プラノ）、宮脇 恵 
けい

 子 氏（ピアノ）、
こ

清水 恵  子 氏（ピアノ）
けい こ

■定 １５９人　
■申 ２月２５日�午前９時から昭林公
民館（�〈７７〉６６８８）で整理券を配布

市保健センター臨時職員歯
科衛生士募集（４月１日採用）

▼
▼

鹿乗川流域の河川整備計画
に関するアンケート実施

▼
▼

施設管理協会職員募集
（４月１日採用）

▼
▼


