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■時 ５月１０日�午前９時～午後３時（雨
天の場合は１７日�）
■場 市総合運動公園内蒸気機関車前（中
部公民館北）
■対 小学生（保護者同伴）
■持 画板、絵の具、クレヨンなど
　※画用紙は当日配布。
■他 市長賞・市議会議長賞・教育長賞ほ
か各学年５人に優秀賞。参加賞もあ
り。
■問 公園緑地課（�〈７１〉２２４４）
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■時 ５月１日�・２日�・４�～６日�・
８日�・１２日�～１６日�・１９日�～
２２日�・２６日�～３０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）

■場 ■問 デンパーク（�〈９２〉７１１１）
有名人似顔絵パレード「お笑い芸人総集編」
■時 ４月２９日�～５
月１１日�午前９
時３０分～午後５
時（５月７日�
を除く）
■内 似顔絵作家・大
岡立氏によるお
笑い芸人をユニ
ークに描いた似
顔絵５０点を展示
フラワーマーケット　　　　　　　　
■時 ４月２５日�・２６日�午前９時３０分～
午後４時３０分

■内 デンパークの花壇に植え付けしてい
る花の苗（マリーゴールド、ペチュニア、
ベゴニア、ニコチアナなど）を販売

土器づくり教室 ▼

デンパークの催し ▼

三遊亭小遊三

■時 ５月１０日�午前１０時～午後２時（雨
天中止）
■場 北部公民館集合�宮橋�無量寿寺
（ガイドボランティアによる説明・
昼食）�花の瀧跡�不乗森神社�北
部公民館
　※希望者は、在原寺・根上がりの松・
業平塚を回るコースあり。
■持 昼食・水筒・敷物など
■他 乗り合わせか、公共交通機関（あん
くるバス北部線�北部公民館下車、
名鉄本線�新安城駅下車）でお越し
ください。
■問 市体育館（�〈７５〉３５３５）

母の日コサージュ作り教室　　　　　
■時 ５月４日�午前１０時
■定 ５０人（当日先着順）
■￥ １５００円
木工教室　　　　　　　　　　　　　
■時 ５月５日�・９日�・１０日�午前１０
時
■定 各１００人（当日先着順）
■￥ ５００円から
母の日ブーケ作り教室　　　　　　　
■時 ５月６日�午前１０時
■定 ３０人（当日先着順）
■￥ ２０００円
特別講座アートフラワー「藤の花鉢を作る」
■時 ５月１３日�・２７
日�午前１０時
（全２回）
■講 青木 元  子 氏

もと こ

■定 ２０人（先着順）
■￥ ４０００円
■申 ４月２０日�午前
９時３０分から同クラブハウスへ
特別講座「初夏の寄せ植え」　　　　　
■時 ５月２２日�午前１０時
■講  野  正  美  保  子 氏

の まさ み ほ こ

■定 ３２人（先着順）
■￥ ３５００円
■申 ４月２０日�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・講座 ▼

■場 ■問 同クラブハウス（�〈９２〉７１１２）
■他 別途入園料が必要。週末の体験は、変更・中止になる場合があります。

カキツバタ歩け運動 ▼ 蒸気機関車写生大会 ▼

ソーセージ教室　　　　　　　　　　
■時 ５月２日�～６日�午後１時
■定 各１０組（１組４人まで。先着順）
■￥ ３２００円
■申 当日午前９時３０分から同クラブハウ
スへ

パン教室（動物あんぱんとデニッシュ）
■時 ５月２日�～６日�午後１時・２時
３０分・４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

いちご大福教室　　　　　　　　　　
■時 ５月２日�～６日�午前１１時・午後
１時・２時３０分・４時
■定 各１５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

カラフル粘土教室　　　　　　　　　
■時 ５月２日�午前１０時
■定 １００人（当日先着順）
■￥ ５００円
押し花教室　　　　　　　　　　　　
■時 ５月３日�午前１０時
■定 １００人（当日先着順）
■￥ ５００円から

　こどもの日にちなみ、市内小・
中学生を対象にデンパーク無料入
園券を配付します。この機会に家
族そろってデンパークに出かけ、
きずなを深めましょう。
※入園券は、学校を通じて４月中
旬に配付します。
■時 入園券の有効期間�４月２５日�
～６月２９日�
■問 青少年の家（�〈７６〉３４３２）

昨昨年年のの市市長長賞賞作作品品
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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。

■場 ■問 歴史博物館（�〈７７〉６６５５）
歴博講座「安城の歴史を歩く」　　　　
■時 ４月２５日�午後２時
■内 学習会と現地見学を組み合わせた講座
第１回�堀内貝塚からみた縄文人

映画会「なつかしの時代劇特集①」　　
■時 ４月２６日�午前１０時・午後２時
■内 上映映画�水戸黄門天下の副将軍
　出演�月形龍之介ほか
ミュージアム・コンサート「天使の響き
～トーンチャイム～」
■時 ５月３日�午後２時
■内 演奏�ＲＡＫＵＤＡチャイムクワイア
鎧（よろい）の試着会　　　　　　　　
■時 ５月５日�午前１０時～午後３時
■他 大人用、子ども用、幼児用を準備

連続講座「三河の古典をたずねる②」　
■時 ５月９日�午後２時
■内 “伊勢物語”東下りをめぐって
■講 白井 伸  昂 氏（仏教文学会会員）

のぶ たか

歴史博物館の催し ▼

■時 ■場 ■対 乳幼児（午前１０時～１１時） ▼南部
公民館�１２日�・２６日�、東部公民
館�１３日�・２０日�、安祥公民館�
１４日�・２８日�、高棚町内会公民館
�８日�・２２日�

■問 子ども課子育て支援係（�〈７１〉２２２９）

■場 ■問 堀内公園（�〈９９〉５９４７）
こいのぼり展示　　　　　　　　　　
■時 ４月１９日�～５月２４日�
■内 １００匹以上のこいのぼりが空を泳ぐ

こいのぼりを描こう　　　　　　　　
■内 園内で展示しているこいのぼりのイ
ラストを募集　サイズ�八つ切り

　※画用紙は同園事務所で配布。
■持 絵の具・クレヨンなど
■申 ４月１９日�～５月１７日�午前９時～
午後４時３０分（４月２０日�・２７日�、
５月７日�・８日�・１１日�を除く）
にイラストを持って公園管理事務所
へ
ジャンケン大会　　　　　　　　　　
■時 ４月２５日�午前１１時・午後１時
■内 １対１のジャンケン勝負。勝てば景
品をプレゼント

■対 小学生以下
■定 各５０人
緑化木を配布　　　　　　　　　　　
■時 ４月２９日�午前９時
■定 ３７０人（先着順）
■他 緑の募金活動も開催
こいのぼりイラスト展示会　　　　　
■時 ５月１９日�～３１日�午前９時～午後
４時３０分（５月２５日�を除く）

■￥ 入苑料１００円（中学生以下無料）
■場 ■問 丈山苑（�〈９２〉７７８０）
週末宵開苑　　　　　　　　　　　　
　期間中の��は、午後７時まで開苑
します。（入苑は午後６時３０分まで）
■時 ５月２日�～３１日�
新緑茶会　　　　　　　　　　　　　
■時 ５月１０日�午前１０時～午後３時
■￥ 呈茶料３００円
■他 晴天時は 野  点 あり

の だて

■時 ４月２５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・調理法
のアドバイス
■問 農務課（�〈７１〉２２３３）

■場 ■問 マーメイドパレス（�〈９２〉７３５１）
脂肪燃焼プログラム「アクア３０」　　　
■時 ４月２５日�午後１時～１時３０分
■内 水中ウオーキングと筋コンディショ
ニング
■対 １８歳以上の男性
■￥ 施設利用料
■定 ２０人（先着順）
■申 当日マーメイドパレスへ
こども無料開放　　　　　　　　　　
■時 ５月３日�～５日�午前１０時～午後
９時（プール利用は午後８時まで）
■対 中学生以下
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
が外れている未就園児とその保護者
■￥ 施設利用料
■他 ①③④�託児あり（各１０人／先着順）
■申 ４月２１日�午前１０時からマーメイド
パレスへ
中高年のための水中歩行教室　　　　
■時 ５月１２日�・１９日�・２６日�午後７
時～７時４５分（全３回）
■対 １８歳以上の男性
■￥ １７００円
■定 ２０人（先着順）
■申 ５月２０日�午前１０時からマーメイド
パレスへ
ワンポイントレッスン（個人）　　　　
■時 毎週�午後６時～６時４０分
■内 １０分間の水泳・水中歩行（要予約）
■￥ 施設利用料
■申 随時マーメイドパレスへ
ワンポイントレッスン（ボディリセット）
■時 毎週�午後１時～１時３０分（第１�
を除く）
■内 腰痛解消を目的としたアクアダンス
■￥ 施設利用料
■申 随時マーメイドパレスへ

５月の移動児童館 ▼

堀内公園の催し ▼

マーメイドパレスの催し ▼

定員とき講座名
２０人５月６日�①水中運動
２０組５月１３日�②親子水中運動
２０人５月２０日�③初級水泳
４０人５月２７日�④アクアビクス

丈山苑の催し ▼

まちなか産直市 ▼
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■５月から１０月まで開館時間を延長
■時 ５月１日�～１０月３０日�（休館日
を除く）
■内 中央図書館��～�午後７時まで
２時間延長
　※地区公民館図書室は、通年、午
後８時まで図書業務をしています
（休館日を除く）。ただし、午後５
時～８時は、予約した本の受け取
りを含めた貸出・返却業務のみで
す。蔵書検索、新規予約、利用者
カードの発行などはできません。

■「お母さんのための絵本講座（前期）」
■時 ５月１２日�・２６日�、６月９日�、
２３日�午前１０時～１１時３０分（全４回）
■対 乳幼児を育児中の女性
■定 ３０人（先着順）
■申 ４月２８日�午前９時から同館へ　
　※なるべく４回とも参加できる人
■他 託児あり（１人１回３００円）

７日�・１１日�・１８日�・２２日�・
２５日�

５月の休館日

中央図書館（�〈７６〉６１１１）

�������
��������������������

中央図書館の携帯用
ホームページへ��

４月２１日�・
５月１２日�
午前１０時３０分

えほんとわらべうたの会
（０～２歳）

４月２２日�
午前１０時３０分

おはなしまあだ
（２～５歳）

５月２日�
午後３時

おはなしレストラン
（小学生以上）

５月９日�
午後２時

おはなしどんどん
（幼児～小学校低学年）

５月１３日�
午前１０時３０分

おはなしたまてばこ
（２～５歳））

５月１４日�
午前１０時３０分

おはなしゆりかご
（０～２歳）

５月１５日�
午前１０時３０分

えほんのとびら
（０～２歳）

５月１７日�
午後２時

かみしばいの会
（幼児～小学校低学年）

５月１９日�
午前１０時３０分

絵本好き集まれ！
－おすすめ絵本紹介－

おはなし会

お知らせ

■時 ５月１５日�午後１時～３時
■場 �明城（城ヶ入町）
■問 市保健センター（�〈７６〉１１３３）

２月分／受け付け順／敬称略
市社会福祉協議会（善意銀行など）　　
金品�ほほえみダンス、ボールセンタ
ー安城店、ともえ幼稚園、ＪＡあいち
中央いちご部会、更科庵、魚魚丸三河
安城店、学校法人さくら学園、ふれあ
いダンス、長谷部昭三、さわやかダン
ス、稲穂、山�保典、ＮＰＯ法人国際
武道空手連盟呈峰會舘、Little Voice
１６６、匿名
収集物�野村弘子、二本木公民館利用
者、浜島防災システム㈱、デンソーハ
ートフルクラブ安城平川信行、遠山サ
キコ、労福協安城地区友の会会長稲垣
一郎、日本モウルド工業�、西部福祉
センター利用者、�日本瓦ユニオン、
サルビア学園、碧海信用金庫役職員一
同、匿名
物品�今池小学校
市役所関係　　　　　　　　　　　　
サークルＫ安城大山店、安城婦人会、
安城南ライオンズクラブ

　３月以降に産まれた生後３か月まで
の赤ちゃん全員の家庭に訪問します。
■内 赤ちゃんの体重測定、成長・発達の
確認、子育てに関する悩みや心配事
の相談
■問 市保健センター（�〈７６〉１１３３）

　小川町久々井地内の農道で起きた殺
人事件の情報を求めています。どんな
ささいな事でも結構ですので、情報を
お寄せください。
■内 状況�３月１３日午前２時１３分ころ、
農道に駐車中の車両が燃えているの
を発見。車両から胸腹部に刺し傷の
ある外国人男性の遺体が発見される。
■問 安城警察署捜査本部（フリーダイヤ
ル／�０１２０〈１１３〉９４２）

福祉への善意・寄付
ありがとうございます

▼
▼

　４月１日付
けで人権擁護
委員に篠田 千 

ち

 代  子 氏（東栄
よ こ

町）が委嘱さ
れました。任
期は３年です。
■問 市民課（�
〈７１〉２２２２）

■時 縦覧期間�４月１５日�～３０日�午前
８時３０分～午後５時１５分（���を
除く）
■内 農用地利用集積計画（農地の「貸し手」
と「借り手」の賃貸借の申し出をとり
まとめたもの）　利用権設定面積�
２１８ヘクタール
■場 ■問 農務課（�〈７１〉２２３４）

■問 ■場 歴史博物館（�〈７７〉６６５５）
■内 「新指定　安城市指定文化財」の紹介
と「集落『根崎』の伝説と歴史」「米津
家について」「法蔵寺物語」の３編
■￥ ８００円
■他 安城の郷土に関する未発表の研究成
果など、第３５号の原稿を募集。
対象�市内在住・在勤の人
応募方法�文章をデータ（マイクロ
ソフトワードまたはテキスト形式）
で作成し、打ち出し原稿とＵＳＢメ
モリー・ＦＤ・ＣＤーＲのいずれか
で提出。字数は２０００～８０００字以内、
写真は５枚以内。資料を引用した場
合は、出典を明示すること。
提出期限�１０月３０日�までに同館へ

　まちづくり交付金事業で実施した安
城桜井駅周辺地区の事後評価結果をと
りまとめました。
■場 都市計画課、市公式ウェブサイト
■問 都市計画課（�〈７１〉２２４３）

農用地利用集積計画の縦覧 ▼

５月の献血日程 ▼

警察から情報提供のお願い ▼

人権擁護委員が決定 ▼

安城歴史研究第３４号を販売 ▼

まちづくり交付金事業
事後評価結果の公表

▼
▼

「こんにちは赤ちゃん訪問」
対象を拡大

▼
▼

ふれあい田んぼアート2009田植えの参加者�ふれあい田んぼアート2009田植えの参加者�ふれあい田んぼアート2009田植えの参加者�

■内 発達障害などを抱えている児童・生
徒への補助　賃金�時給１０００円

■申 履歴書に必要事項を記入し、学校教
育課（�〈７１〉２２５４）または各小・中学
校へ

■内 電柱などにはられ
た違反広告物（は
り紙）の除却

■対 市内在住・在勤の
１８歳以上の人３人
以上で構成する団
体（営利目的の団
体を除く）

■他 団体の認定後、講
習会を開催

■申 申請書（必要書類
を添付）を持って
維持管理課（�〈７１〉
２２３７）へ
　※申請書は同課で
配布。

広報あんじょう　2009.4.15�

　非行防止や犯罪者の更生、犯罪予防
を織り込んだ標語と作文を募集します。
■内 賞（各部門とも）�最優秀賞５０００円分・
優秀賞３０００円分・入選２０００円分の図
書カード。参加賞もあり。
■対 標語�小学生以上　作文�小学生～
高校生
■申 ５月１日�～１５日�に、標語（１人
１点）は、はがき（はがき大の用紙も
可）に、作文は、４００字詰め原稿用紙
３枚程度に、いずれも住所・氏名・
年齢（学年）・学校名を記入し、社会
福祉課（〒４４６－８５０１住所不要／�
〈７１〉２２２３）へ

　８０歳以上で歯の丈夫な人を表彰しま
す。市内歯科医院の推薦が必要です。
■対 昭和５年３月３１日以前に生まれた人
で、２０本以上自分の歯がある人（す
でに表彰を受けた人を除く）
■申 ５月１日�～６月３０日�に、市内の
歯科医院へ
■問 市保健センター（�〈７６〉１１３３）

特別支援教育補助員の登録 ▼

時給対象勤務時間勤務日職種（内容）

７８０円
から

１８～４５歳くらい
（大学生歓迎、
高校生不可）

午前９時～午後９時の
うち７時間程度週３～５日

（���勤務あり）

①ゲートスタッフ
（入退場管理など）

午前９時３０分～午後５
時のうち７時間程度

②売店スタッフ
（販売員）

１８～６２歳くらい
（高校生不可）

週３日
（���勤務あり）

③農園スタッフ
（花壇などの管理）

※通勤割増１日２００円。���の時給は１００円増。
※面接時に写真を添付した履歴書を持参してください。

違反広告物追放推進ボラン
ティア団体

▼
▼

■時 勤務日�５月
２２日�～７月
１２日�（��
の翌日を除く）
のうち、指定
する日

■内 展覧会の受け
付け・案内　
勤務時間�午前９時～午後５時　賃
金�時給８４０円、通勤割増１日２００円

■対 ５０歳くらいまでの女性
■定 ４人程度
■他 後日書類選考の上、採否を決定
■申 ４月２９日�午前８時３０分～午後５時
１５分（�を除く）までに履歴書を持っ
て歴史博物館（�〈７７〉６６５５）へ

歴史博物館臨時職員 ▼

■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。

社会を明るくする運動の
標語と作文

▼
▼

８０２０歯のコンクール ▼

デンパークのパート・アルバイト ▼

■申 電話でデンパーク（�〈９２〉７１１１）へ

　今年は「アン・ジョー米米フェスティバル」と「ふれあい田んぼア
ート」の合同開催です。
■時 ５月２３日�午前９時４５分
■場 和泉町七ツ田（デンパーク正面ゲートより西へ４００ｍ、北梶橋南）
■内 手作業の田植え、どろんこ遊び
■申 応募用紙に必要事項を記入し、５月１５日�までに、郵送・ファク
スで次の①～③のいずれかへ

　①農務課（〒４４６ー８５０１住所不要／�〈７６〉１１１２）、②ＪＡあいち中央
農業振興部（〒４４６ー００４６赤松町浄善５０／�〈７３〉４４１５）、③ＪＡあい
ち中央安城南支店（〒４４４ー１２２１和泉町南家下６ー１／�〈９２〉３２４８）

　※応募用紙は、農務課・文化センター・地区公民館・ＪＡあいち
中央各支店で配布。

■問 農務課（�〈７１〉２２３３）
ふれあい田んぼアートふれあい田んぼアート２００８どろんこ遊びの様子２００８どろんこ遊びの様子


