
■￥ 施設使用料のみ
■他 託児あり（生後６か月～未就園児、
先着１０人）

■申 ４月２０日昇午前１０時からマーメイド
パレス（緯〈９２〉７３５１）へ

アクアビクス　　　　　　　　　　　
■時 ５月１９日昌午前１１時～正午
■対 １８歳以上
■定 ４０人（先着順）
初級水泳「クロールから始めましょう」
■時 ５月１９日昌午前１１時～正午
■対 １８歳以上
■定 ２０人（先着順）

■場 ■問 マーメイドパレス（緯〈９２〉７３５１）
ジャンケン大会　　　　　　　　　　
■時 ４月２９日抄午前１１時、午後２時
■内 ジャンケンで勝った人に賞品を贈呈
■対 当日のプール利用者
こどもプール無料開放　　　　　　　
■時 ５月３日抄～５日抄

■対 中学生以下
６０歳からはじめる「水中運動体験会」　
■時 ４月２８日昌、５月１２日昌・２６日昌、
６月９日昌・３０日昌午前１１時～正午
（全５回、１回のみの参加も可）

■内 水の特性を生かした運動。体力アッ
プ、膝痛・腰痛・肩こり解消を目指
します

■対 おおむね６０歳以上の人
■定 ３０人
■￥ 施設使用料のみ
■申 ４月２０日昇午前１０時からマーメイド
パレス（緯〈９２〉７３５１）へ

■場 ■問 同クラブハウス（緯〈９２〉７１１２）
■他 入園料別途。都合により変更する場
合があります。詳細はお問い合わせ
ください。
ソーセージ教室　　　　　　　　　　
■時 ５月１日松～５日抄午後１時
■定 各４組（先着順、１組４人まで）
■￥ ３２００円
■申 当日午前９時３０分から同クラブハウ
スへ（３日前までの予約枠もあり）

日替わり工作教室　　　　　　　　　
■時 ５月１日松～５日抄午前１０時
■内 １日獅シルバーアクセサリー、２日
獅白磁のペンダント、３日獅天然石
ブレスレット、４日獅押し花を使っ
た小物、５日獅花のパック、お姫様
ミラー

■定 各５０人（当日先着順）
■￥ 教室により異なります
いちご大福教室　　　　　　　　　　
■時 ５月１日松～５日抄・８日松・９日
掌午前１１時、午後１時・２時３０分
（１日～５日は午後４時もあり）

■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

手作りパン教室（動物あんパンとデニ
ッシュ）
■時 ５月１日松～５日抄・８日松・９日
掌午後１時・２時３０分（１日～５日
は午後４時もあり）

■定 １日～５日獅各１８人　８日・９日獅

各４８人（いずれも先着順）
■￥ ５００円
■申 当日午前９時３０分から同クラブハウ
スへ

木工教室　　　　　　　　　　　　　
■時 ５月８日松・９日掌午前１０時
■定 各１００人（当日先着順）
■￥ ５００円
男の料理教室「おいしいカレーライス」
■時 ５月１４日晶午前１０時
■定 ２０人（先着順）
■￥ １２００円
■申 ４月２６日捷午前９時３０分から同クラ
ブハウスへ

マーメイドパレスの催し

マーメイドパレスの講座

■時 ４月２８日昌～５月１０日捷（５月６日
昭を除く）

■内 市内在住の杉浦良幸氏が所蔵する収
集品を展示

■場 ■問 デンパーク（緯〈９２〉７１１１）

デンパーク
「日本の鎧（よろい）・刀展」

デンパーククラブハウスの
教室・講座

■４月２３日晶は「子ども読書の日」
　「子どもの読書」について、大人の
関心と理解を深め、子どもに読書を
もっと楽しんでほしいという願いを
込めてつくられました。また、今年
は「国民読書年」です。本に親しむた
め、図書館でもさまざまなイベント
を開催します。
●みんなで落語を楽しもう！
■時 ４月２４日松午後２時～３時３０分
■対 小学生以上
■定 ５０人程度（当日先着順）

６日昭・１０日捷・１７日捷・２４日捷・
２８日晶・３１日捷

５月の休館日

中央図書館（緯〈７６〉６１１１）

図書館へ行こう
Let's go to library!

中央図書館の携帯用
ウェブサイトへ葛葛

お知らせ

■時 ５月９日掌午前９時～午後３時（雨
天の場合は１６日掌）

■場 市総合運動公園内蒸気機関車前（中
部公民館北）

■対 小学生以下（保護者同伴）
■持 画板、絵の具、クレヨンなど
■他 市長賞・教育長賞・市議会議長賞な
どのほか、各学年５人に優秀賞。作
品と引き換えで参加者全員に参加賞
あり

■問 公園緑地課（緯〈７１〉２２４４）

蒸気機関車写生大会
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■時 ５～７月、９～１１月の第１・３昭

（全１２回）　午前の部獅午前１０時３０分
～１１時３０分　午後の部獅午後１時～
２時

■場 作野福祉センター
■内 音楽に合わせて体を動かす
■対 市内在住の６０歳以上の人
■定 各１２人（先着順）
■申 ４月２０日昇午前９時から直接作野福
祉センター（緯〈７２〉７５７０）へ

　※受け付け開始時に定員を超えた場
合は抽せん。

６０歳からの健康体操

おはなし会
４月２８日昌
午前１０時３０分

おはなしまあだ
（１～５歳）

５月１日松
午後３時

おはなしレストラン
（小学生以上）

５月７日晶
午前１０時３０分

おはなしポッケ
（０～２歳）

５月８日松
午後２時

おはなしどんどん
（１歳～小学校低学年）

５月１１日昇
午前１０時３０分

えほんとわらべうたの会
（０～２歳）

５月１２日昌
午前１０時３０分

おはなしたまてばこ
（１～５歳）

５月１３日昭
午前１０時３０分

おはなしゆりかご
（０～２歳）

５月１６日掌
午後２時

かみしばいの会
（幼児～小学校低学年）

５月１８日昇
午前１０時３０分

絵本好き集まれ！
－おすすめ絵本紹介－

■対 ■時 ■場 乳幼児諮１２日昌・１９日昌獅東部
公民館、１３日昭・２７日昭獅安祥公民
館、１４日晶・２８日晶獅高棚町公民館、
１８日昇・２５日昇獅南部公民館いずれ
も午前１０時～１１時

■問 子ども課子育て支援係（緯〈７１〉２２２９）

５月の移動児童館
■場 ■問 丈山苑（緯〈９２〉７７８０）
週末春の宵開苑　　　　　　　　　　
■時 ５月１日松・
２日掌・８日
松・９日掌

■内 開苑時間を午
後７時まで延
長（入苑は午
後６時３０分まで）

■￥ 入苑料１００円（中学生以下は無料）
新緑茶会　　　　　　　　　　　　　
■時 ５月９日掌午前１０時～午後３時
■他 晴天時は 野  点 あり

の だて

■￥ 入苑料１００円（中学生以下は無料）、呈
茶料３００円

■時 ６月５日松（予備日６日掌）
　※例年と時期を変更しています。
■場 市総合運動公園陸上競技場
■内 種目獅下表のとおり
　※表中の下線の種目は愛知駅伝の選
考レース。

■対 市内在住・在勤・在学のアマチュア
競技者

■￥ 保険料１００円（市内小・中学校の代表
児童・生徒は無料）

■他 大会当日は乗り合わせ、公共交通機
関、自転車でお越しください

■申 ４月１６日晶～５月７日晶午前９時～
午後５時（捷を除く）に申込書と保険
料を持って市体育館（緯〈７５〉３５３５）へ

　※申込書は同館、市公式ウェブサイ
トで配布。

■時 ５月１４日晶・２８日晶、６月１１日晶・
２５日晶、７月９日晶・２３日晶午前１０
時～正午（全６回）

■場 桜井福祉センター
■講 伊藤 真  司 氏

まさ し

■対 市内在住の６０歳以上の人・障害者
■定 ６０人（先着順）
■￥ １０００円（「愛唱名歌」の楽譜を持って
いない人のみ）

■申 費用を持って４月２１日昌午前９時か
ら直接桜井福祉センター（緯〈９９〉７３
６５）へ
※受け付け開始時に定員を超えた場
合は抽せん。

■場 ■問 歴史博物館（緯〈７７〉６６５５）
連続講座「能の観方・楽しみ方②」　　
■時 ５月８日松午後２時
■内 義経伝説と謡曲～「 安  宅 」を観る

あ たか

■講 飯塚 恵  理  人 氏（椙山女学園大学教授）
え り と

体験講座「鎧（よろい）の試着会」　　　

■時 ５月５日抄午前１０時～午後３時
■他 鎧は大人用、子ども用、幼児用を用
意しています
ミュージアム・コンサート　　　　　
■時 ５月９日掌午後２時
■内 My Favorite Songs～弦楽四重奏
～　演奏獅アンサンブル・ドルチェ

■時 ５月２９日松午前９時～午後４時１５分
■場 市体育館
■内 模範演技と個別指導など
■講 小野 誠  治 氏（元世界選手権優勝者）

せい じ

■対 市内在住・在勤・在学の高校生以上
■定 ２００人（先着順）
■申 ４月２０日昇～５月１６日掌午前９時～
午後５時に指定の申込用紙を持参か
ファクス、ＥメールでＮＰＯ法人安
城市体育協会（胃〈７５〉３５５９／anjotai
kyo6@ybb.ne.jp）へ

　※申込用紙は同協会窓口、ウェブサ
イトで配布。

■他 当日は乗り合わせ、公共交通機関、
自転車でお越しください

■問 市体育館（緯〈７５〉５１８２）

合唱講座「愛唱名歌を歌お
う」パート２

丈山苑の催し

歴史博物館の催し

ラージボール卓球
ふれあい交流会

安城選手権大会陸上競技会
兼愛知駅伝選考会

競技種目部
１００ｍ・８０ｍＨ・４×１００ｍＲ・
１０００ｍ（５年）・１２００ｍ（６年）・
走幅跳・走高跳・ボール投

小学男女
（５・６年）

１００ｍ（学年別）・２００ｍ・４００ｍ・
８００ｍ・１５００ｍ（１年）・１５００ｍ
（２年）・３０００ｍ・１１０ｍＨ・４×
１００ｍＲ・走幅跳・走高跳・棒
高跳・砲丸投

中学男子

１００ｍ（学年別）・２００ｍ・８００ｍ・
１５００ｍ・１００ｍＨ・４×１００ｍ
Ｒ・走幅跳・走高跳・砲丸投

中学女子

１００ｍ・８００ｍ・５０００ｍ・４×１００
ｍＲ・走幅跳・走高跳・砲丸投

一般男子
（高校生含む）

１００ｍ・８００ｍ・３０００ｍ・５０００ｍ・
４×１００ｍＲ・走幅跳・砲丸投

一般女子
（高校生含む）

■時 毎週昌昭晶午前１０時～午後３時
■場 昭林公民館
■内 子育て中の親子が気軽に集い、安心
して子育てできる場所

■問 子ども課子育て支援係（緯〈７１〉２２２９）

つどいの広場
「ほのぼの広場」を開設

■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。

■時 ５月１日松・３日抄～５日抄・７日
晶・１１日昇～１５日松・１８日昇～２１日
晶・２５日昇～２９日松午後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）

５月の土器づくり教室

広報あんじょう　2010.4.15峨

■時 ４月２９日抄午前９時
■場 堀内公園
■定 ４００人（先着順）
■他 緑の募金活動も開催
■問 公園緑地課（緯〈７１〉２２４４）

緑化木を配布

■時 ５月９日掌午前１０時～午後２時（雨
天中止）

■場 北部公民館集合獅無量寿寺「カキツ
バタ園」（知立市）獅北部公民館
　※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・携帯雨具・敷物など
■他 乗り合わせか、公共交通機関でお越
しください。

■問 市体育館（緯〈７５〉３５３５）

カキツバタ歩け運動



　バスケットコートライン引き直し工
事のため、４月中旬利用開始予定の体
育館アリーナとランニングコースの利
用開始を延期します。
　なお、全館利用は、予定どおり５月
１日松からとなります。
■問 市体育館（緯〈７５〉３５３５）

■時 ５月１４日晶午後３時～４時
■場 叙明城
■他 献血ルーム（刈谷市・岡崎市）では、
晶と年末年始を除く毎日、献血がで
きます。

■問 市保健センター（緯〈７６〉１１３３）

■時 縦覧期間獅４月１５日昭～３０日晶午前
８時３０分～午後５時１５分（松掌抄を
除く）

■内 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
権設定面積獅２００ヘクタール

■場 ■問 農務課（緯〈７１〉２２３４）

■時 ４月１日から
■対 市民税非課税世帯の人（１８歳未満の
場合は世帯全員、１８歳以上の場合は
本人と配偶者）

■内 利用者負担を無料（従前は１割負担）
■他 補装具獅身体障害者手帳を持つ人の
障害を補完または代償するための用
具　日常生活用具獅障害者が家庭で
生活するうえでの不便を解消し、自
力で生活することを容易にするため
の用具

■問 障害福祉課（緯〈７１〉２２２５）

■場 ■問 歴史博物館
（緯〈７７〉６６５５）
■内 「新指定　安城
市指定文化財」
の紹介と「江戸
時代尾崎村の往
還の景観」「大岡
忠直一族 攷 」「福山すすむと安城の風

こう

土」「安城の地名を考える～安城と安
祥～」の４編

■￥ ８００円
■他 安城の郷土に関する未発表の研究成
果など、第３６号の原稿を募集します

　対象獅市内在住・在勤の人　応募方
法獅文章をデータ（マイクロソフト
ワードまたはテキスト形式）で作成
し、印刷した原稿とＵＳＢメモリー、
フロッピーディスク、ＣＤ－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　
提出期限獅１０月３１日掌までに同館へ

　住宅や学校などの公共施設周辺や隣
接作物周辺では、時間帯や風向きなど
を考慮して、散布範囲を控えて実施し
ます。また、強風など飛散のおそれが
ある場合は作業しません。
　実施にあたっては、細心の注意を払
いますが、散布作業中は付近に近寄ら
ないようご注意ください。
■時 ４月中旬～５月中旬
■場 市内で小麦を生産しているほ場（水
田）

■内 乗用管理機・無人ヘリコプターによ
る病害防除（農薬散布）　使用薬剤獅

小麦赤かび病に対する殺菌剤（農水
省登録農薬）

■問 ＪＡあいち中央営農資材課（緯〈７３〉
４４０２）、農畜産課（緯〈７３〉４４０６）、市農
務課（緯〈７１〉２２３３）

２月分／受け付け順／敬称略
市社会福祉協議会　善意銀行／福祉基金
西部公民館利用者、吉田恒行、中部福
祉センター利用者、さわやかダンス、
出雲殿イズモ葬祭安城、位巳光児、柴
田敬子、西部福祉センター利用者、ほ
ほえみダンス、八気会、ボールセンタ
ー安城店、ＪＡあいち中央いちご部会、
東端の老人、ふれあいダンス、二本木
公民館利用者、安城池浦郵便局、キャ
タピラー中日本労働組合、寺田由美子、
アンデン叙、今池小学校、藤川直予、
匿名
市役所関係　　　　　　　　　　　　
宇佐美尚、所加代子、平松弘子、後藤
高岳、鈴木福美、香村政直、成田満喜
子、安城南ライオンズクラブ、市川す
み子（昨年６月分）

安城歴史研究第３５号を販売

農用地利用集積計画の縦覧

小麦病害防除を実施します

福祉への善意・寄付
ありがとうございます

体育館アリーナ・ランニン
グコースの利用開始を延期

５月の献血日程

障害者の補装具・日常生活
用具の利用者負担を変更

■時 ６月５日松（環境の日）の前後一週間
■対 ２人以上のグループ（小学生は保護者同伴）
■内 身近な水辺（河川、湖沼、海、水路、ため
池など）で、水質・水量・生態系・水辺の
親しみやすさについて調査・報告

■申 ４月１５日昭～５月１４日晶午前８時３０分～午
後５時１５分（松掌抄を除く）に清掃事業所
（緯〈７６〉３０５３）へ
　※募集案内は同所で配布。
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　本紙１月１５日号や市公式ウェブサイ
トなどで意見を募集した「都市計画マ
スタープラン（案）」に寄せられた意見
に対して、市の考え方をまとめました
ので公表します。
　意見と市の考え方は、都市計画課、
市政情報コーナー、中央・各地区公民
館、市公式ウェブサイトで閲覧できま
す。
■内 提出数獅８件（６人）
■問 都市計画課（緯〈７１〉２２４３）

パブリックコメント結果

　自転車購入費補助の申請に必要な、
交通安全講習会の日程が決まりました。
　なお、自転車補助金交付事業につい
ては、本紙４月１日号をご覧ください。
■時 ■場 下表のとおり

　※時間はいずれも午前１０時～１１時３０
分。

■申 希望日の３日前まで（松掌抄を除く）
に都市計画課（緯〈７１〉２２４３）へ

自転車補助金交付事業
自転車購入費補助について

ところとき
市役所西会館・安城西
公園

５月６日昭

６月９日昌

市民会館・市役所駐車
場

５月２３日掌

６月２６日松

■申 ５月１０日捷までに自衛隊愛知地方協
力本部安城案内所（緯〈７４〉６８９４）へ

■問 行政課（緯〈７１〉２２０８）
自衛隊幹部候補生　　　　　　　　　
■時 １次試験獅５月１５日松・１６日掌

　※１６日は飛行要員希望者のみ。
　２次試験獅６月１５日昇～１７日昭のう
ち１日

■対 ２２～２５歳の人
一般曹候補生　　　　　　　　　　　
■時 １次試験獅５月２２日松　２次試験獅

６月２３日昌～２８日捷のうち１日
■対 １８～２６歳の人（来年３月高等学校卒
業予定者を除く）

　８０歳以上で、自分の歯が２０本以上あ
る人を表彰します。市内歯科医院の推
薦が必要です。
■対 昭和６年３月３１日以前生まれで、自
分の歯が２０本以上ある人（過去に表
彰を受けた人を除く）

■申 ５月１日松～６月２３日昌に市内の歯
科医院へ

■他 表彰式獅１０月３１日掌

■問 市保健センター（緯〈７６〉１１３３）

　安城市にふさわしい、特長のある土
産品を募集します。
■内 認定を受け、登録料金３０００円を納入
した商品は「安城市観光協会認定土
産品シール」を貼付して、販売する
ことができます。認定期間獅６月～
平成２４年３月末

■対 市内に事業所を有し、土産品を製造
販売している人

■申 ４月３０日晶までに所定の申請書を記
入し、商工課（緯〈７１〉２２３５）へ

　※申請書は同課、市観光協会ウェブ
サイトで配布。

■内 職務内容獅地区公民館の企画運営・
窓口業務、生涯学習活動の支援・コ
ーディネート業務　勤務日時獅昇～
掌のうち５日間の午前８時３０分～午
後４時３０分（捷勤務、時差勤務・時
間外勤務の場合あり）　勤務場所獅

地区公民館　賃金獅時給１０７０円、通
勤割増などあり（採用後６か月は時
給８４０円、社会保険適用あり）　採用
日獅６月１日昇

■対 昭和２９年４月２日～昭和６３年４月１
日生まれで、普通自動車免許を所有
し、パソコンの基本操作ができる人

■定 １人
■申 ４月２０日昇・２２日昭・２４日松午前１１
時、午後２時・７時（計９回）に文化
センター（緯〈７６〉１５１５）で開催する説
明会のいずれかに参加

　ヘルスメイト（食生活改善推進員）と
は、食生活を通じた健康づくりを広め
るボランティアのことです。
■時 ５月２０日昭、６月１７日昭、７月１５日
昭、８月１９日昭（全４回）

■場 市保健センター
■内 栄養を中心とした講義と実習
■対 食生活に関心があり、原則として、
講座にすべて出席でき、修了後ヘル
スメイトとして活動できる人

■定 ２０人（先着順）
■￥ １６００円
■申 ４月２０日昇～５月１３日昭（松掌抄を
除く）に市保健センター（緯〈７６〉１１３３）
へ

　「社会を明るくする運動」とは、犯罪
防止と、罪を犯した人たちの更生への
理解を深め、犯罪のない明るい社会を
築こうとする運動です。
■内 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

■対 標語獅小学生以上　作文獅小学生～
高校生

■他 賞品（各部門とも）獅最優秀賞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。
　※最優秀作文は、県の作文コンテス
トへ応募します。

■申 ４月３０日晶～５月１４日晶に、標語
（１人１点）はハガキ（ハガキ大の用
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（学生は学校名と学年）を記入し、
郵送か持参で社会福祉課（〒４４６－
８５０１住所記載不要／緯〈７１〉２２２４）へ

　はり紙、たて看板、
広告板などの屋外広
告物を、無秩序・無
制限に出すと、街の
美観や自然環境を損
ないます。また、通
行の支障にもなりま
すので、道路や歩道
に置かないようにし
ましょう。県条例で、
表示方法・設置場所
などにルールがあり
ます。設置する場合
は、事前に相談し、
必要な手続きをして
ください。
　違法な広告物の除去に協力するボラ
ンティア団体を募集します。
■対 市内在住・在勤で１８歳以上の人が構
成する３人以上の団体（営利目的の
団体を除く）

■他 報酬はありません。団体認定後、講
習会があります

■申 申請書と必要書類を持って維持管理
課（緯〈７１〉２２３７）へ

　※申請書は同課で配布。

自衛官

８０２０歯のコンクール

社会を明るくする運動の
標語と作文

違反広告物追放推進ボラン
ティア団体

ヘルスメイト
観光土産品

生涯学習コーディネーター

■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次試験獅５月７日晶（筆記・作文）、
２次試験獅５月２１日晶（面接）

■内 勤務内容獅給食調理、食器の洗浄な
ど　勤務場所獅北部調理場（池浦町）
給与獅月額１３万１８６８円～１３万７０５２円、
期末勤勉手当、扶養手当、通勤手当、
住居手当などあり　採用日獅７月１
日昭

■対 昭和４０年４月２日～昭和５５年４月１
日生まれの人

■定 ５人程度
■申 受験申込書を記入し、４月１６日晶～
２３日晶（松掌を除く）午前９時～午後
５時に市施設管理協会（緯〈７５〉２３２２）
へ
　※実施要綱・受験申込書は同協会で
配布。提出書類は返却しません。

給食調理員


