
■図書館友の会「みんなのひろば」
■時 ■内 ２月２６日掌午前１０時～１１時３０分
施ぬり絵、折り紙
　午前１１時３０分～正午、午後１時３０
分～２時施マジックショー

　午後２時～３時施アニメ映画会
「日本むかし話（ももたろう、いっ
すんぼうし、うしわかまる）」「き
かんしゃトーマス」ほか

■除籍本リサイクルフェア
■時 ３月１７日松・１８日掌午前９時～午
後３時

■内 図書館で不要になった本や雑誌を、
１人１０冊まで無料で進呈

■他 当日、入場時間を指定した整理券
を配布します

催し

中央図書館の携帯電話
用ウェブサイトへ葛葛

図書館へ行こう
Let's go to library!

３月の休館日

中央図書館（緯〈７６〉６１１１）

おはなし会
３月１日昭
午前１０時３０分

おはなしゆりかご
（０～２歳）

３月２日晶
午前１０時３０分

おはなしポッケ
（０～２歳）

３月３日松
午後３時

おはなしレストラン
（小学生以上）

３月６日昇・
２７日昇
午前１０時３０分

えほんとわらべうたの
会（０～２歳）

３月１０日松
午後２時

おはなしどんどん
（幼児～小学校低学年）

３月１４日昌
午前１０時３０分

おはなしたまてばこ
（１～５歳）

３月１５日昭
午前１０時３０分

いないいないばあ
（１～５歳）

３月１６日晶
午前１０時３０分

えほんのとびら
（０～２歳）

３月１８日掌
午後２時

かみしばいの会
（幼児～小学校低学年）

３月２４日松
午前１１時

大人のための絵本朗読
会（一般）

３月２８日昌
午前１０時３０分

おはなしまあだ
（１～５歳）

３月２９日昭
午前１０時３０分

おはなしの森
（１～５歳）

３月２９日昭
午前１０時３０分

絵本好き集まれ！－お
すすめ絵本紹介－（一般）

※対象年齢は、目安です。

５日捷・１２日捷・１９日捷・２１日昌・
２３日晶・２６日捷
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■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
七宝アクセサリー教室　　　　　　　
■時 ２月２５日松・２６日掌午前１０時から
■講 鈴木 由  美  子 氏（日本貴金属粘土協会

ゆ み こ

正会員講師）
■定 各５０人（当日先
着順）

■￥ ８００円から
クッキーファクトリー　　　　　　　
■時 ２月２５日松・２６日掌、３月３日松・
４日掌午前１０時～午後３時

■￥ ７００円
■申 時間内に同クラブハウスへ
デニッシュパンと動物あんパン作り　
■時 ２月２５日松・２６日掌、３月３日松・
４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

トールペイント教室　　　　　　　　
■時 ３月３日松・４日掌午前１０時
■講 安永 愛  子 氏（Ｍｕｌｂｅｒｒｙ主宰）

あい こ

■定 各５０人（当日先着順）
■￥ ７００円から
テーブルフォトふわふわ写真講座　　
■時 ３月１４日昌・２８日昌午前１０時（全２回）
■講 岡本 由  樹  子 氏

ゆ き こ

■定 １５人（先着順）
■￥ ２３００円
■申 ２月２０日捷午前９時３０分から同クラ
ブハウスへ

■場 ■問 歴史博物館（緯〈７７〉６６５５）
特別講座「よみがえる本證寺伽藍⑤」　
■時 ２月２５日松午後２時～３時３０分
■内 本證寺境内地を掘る
映画会「チャップリン特集」　　　　　
■時 ２月２６日掌午前１０時、午後２時
■内 チャップリン作品集５（短編集）
歴博講座「地図からわかる安城の町の
移り変わり」
■時 ３月３日松午後２時～３時３０分

■時 ３月７日昌午前１０時４５分～１１時４５分
■内 演目施フルートソナタ（ヒンデミッ
ト）、フルートとピアノのためのソナ
タ（フンメル）ほか　出演施 畔 

くろ

 　 
やなぎ

 亜  矢 
あ や

 子 （語り）、佐藤 美  穂 （コントラバス）、
こ み ほ

富永 雅  美 （フルート）、前田 聡  子 （ピア
まさ み さと こ

ノ）
■定 １５９人（２月２２日昌午前９時から、整
理券を昭林公民館で配布）

■他 託児あり（先着１０人、１人３００円）。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）

歴史博物館の催し

朝のひとときコンサート

■時 ３月３日松午後２時
■場 文化センター
■内 交通安全市民運動活動方針の発表、
あいち戦国姫隊による演舞

■他 参加者には交通安全啓発品を進呈
■問 市民安全課（緯〈７１〉２２１９）

安城市交通安全市民大会

■時 ４月～来年２月の第２・４晶午前９
時３０分～１１時（１１月２３日、１２月２８日
を除く、全２０回）

■場 北部福祉センター
■講 広瀬 佳  代  子 氏

か よ こ

■対 ６０歳以上の人または障害者
■定 各３０人（先着順）
　※受付開始時に定員を超えた場合は、
初めての人を優先したうえで抽せん。

■申 ３月６日昇午前９時から直接同セン
ター（緯〈９７〉５０００）へ

楊名時太極拳講座

■時 ２月２９日昌～３月１２日捷（６日昇を
除く）午前９時３０分～午後５時（２９日
は午後４時３０分まで）

■内 デンパーク花の講座講師である長谷
川はる子氏と安城サルビア会による
約６０点の押し花を展示

■場 ■問 デンパーク（緯〈９２〉７１１１）

安城サルビア会押し花展

デンパーククラブハウスの
体験教室

■時 １日昭・２日晶・６日昇～１０日松・
１３日昇～１６日晶・２０日抄・２２日昭～
２４日松・２７日昇～３１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）

３月の土器づくり教室

■時 ３月２３日晶午後２時～４時
■場 文化センター
■内 失敗体験があなたを活かす。コミュ
ニケーションがうまくいかず、就職
に悩む若者やその保護者を対象にど
う向き合っていけばよいか

■講 加藤 早  苗 氏（ＮＰＯ法人育て上げネッ
さ なえ

ト中部虹の会理事長）
■対 １８～４０歳の人とその家族
■定 ２０人（先着順）
■申 ２月２０日捷～３月１９日捷午前８時３０
分～午後５時１５分（松掌を除く）に商
工課（〒４４６－８５０１住所記載不要／緯

〈７１〉２２３５／胃〈７６〉００６６）へ

親と若者のセミナー

■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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■内 月額９０００円以内を６カ月分ずつ、年
２回支給　

■対 市内在住で、経済的理由から高等学
校への進学や修学が困難な、ほかの
奨学金を受けていない学力優秀な人

■申 ３月１日昭～４月２日捷（松掌抄を
除く）に奨学金申請書、推薦書など
必要書類を持って、今年進学する人
は在籍中学校へ、高校生は市教育委
員会総務課（緯〈７１〉２２５３）へ
　※奨学金申請書は、同課、市内各中
学校で配布。

昨年１２月分／受け付け順／敬称略
社会福祉協議会／善意銀行／福祉基金
今村郵便局、総合福祉センター利用者、
叙デンソー高棚製作所、安城市健民少
年団、太田イクノ、わさびや、大参カ
ズエ、ふれあいダンス、碧海信用金庫
事務センター役職員一同、東端の老人、
作野公民館利用者、太平寺同行、南部
公民館利用者、ほほえみダンス、日本
モウルド工業叙、鳥居弘美、作野トー
タル、柴田辰雄、ＪＡあいち中央古井
支店運営委員会、二本木公民館利用者、
西部公民館利用者、ＪＡあいち経済連
店舗情報センター、中部公民館利用者、
社会福祉会館利用者、あとりえＩＲＩ
ＫＵＲＡ、匿名
市役所関係　　　　　　　　　　　　
叙豊田自動織機、叙大和屋、仏教会、
叙デンソーハートフルクラブ安城自主
企画、叙ヤマコ、田村脩、山口裕美

福祉への善意・寄付
ありがとうございます

　１月１５日までに市社会福祉協議会に
寄せられた義援金は９３５６万２６２９円です。
１月１日～１５日受付分／敬称略　　　
消防出初式参加者、八千代病院患者一
同、匿名、募金箱への多数の寄付者

　二本木保育園の一時保育を、みその
保育園で実施することになりました。
■時 ４月２日捷から
■内 保育時間施捷～晶午前８時３０分～午
後４時、松午前８時３０分～正午（い
ずれも抄を除く）

■￥ 利用料（日額）

▲

０～２歳児施２０００円、
３歳児施１０００円、４・５歳児施９００円

■申 保育を希望する子とその保護者が、
印鑑・母子健康手帳を持って、直接
子ども課（緯〈７１〉２２２８）へ

一時保育実施園が二本木か
らみそのへ変わります

■時 ■内 接種期限を来年３月３１日掌まで延
長します。既に配布済みの平成２４年
３月３１日松期限の接種券はそのまま
利用可。また、再発行もできます

■対 子宮頸がん予防ワクチン施中学１～
３年生、平成２４年３月までに１回目
の接種をしている高校１年生

　ヒブワクチン・小児用肺炎球菌ワク
チン施生後２カ月～５歳未満

■問 市保健センター（緯〈７６〉１１３３）

子宮頸がん・ヒブ・小児肺
炎球菌予防接種の期限延長

高校進学・修学の奨学金制度

　昨年１０月分からの子ども手当の受給
には、３月末日までに申請が必要です。
また、昨年１０月以降に、出生・転入な
ど新たに受給要件が発生した人は、そ
の日から１５日以内の申請が必要です。
　詳しくは、本紙昨年１０月１日号１０ペ
ージをご覧ください。
■問 子ども課（緯〈７１〉２２２７）

子ども手当の申請はお済み
ですか

■時 開園日施４月２日捷

■内 開所時間施捷～松（抄を除く）午前７
時１５分～午後６時４５分（延長時間含
む）

■対 ６カ月～２歳児
■申 ３月１５日昭までの午前９時～正午
（松掌を除く）に、直接第二じけい保
育園（高棚町／緯〈７５〉３６４６）へ

■問 子ども課（緯〈７１〉２２２８）

第二じけい保育園が開園

■場 ■問 堀内公園（緯〈９９〉５９４７）
利用料還元くじ引き　　　　　　　　
■時 ２月２５日松・２６日掌午前９時から
■内 指定遊具（２５日施サイクルモノレー
ル、２６日施観覧車）を利用した人で、
当たりが出たら遊具利用券を進呈

■定 各１００人（当日先着順）
■対 ４歳以上の人（未就学児は１８歳以上
の保護者同伴）

■￥ 遊具利用料
作って遊ぼう「おひなさま」　　　　　
■時 ２月２５日松午前１０時～午後３時
■内 折り紙で、おひなさまづくり
■対 小学生以下
■定 １００人（当日先着順）
お得な回数券の販売　　　　　　　　
■時 ３月１日昭～３１日松午前９時～午後
４時３０分（休園日を除く）

■内 １０００円分の回数券を購入した人に、
２枚の遊具利用券を進呈

堀内公園の催し

■場 ■問 衣浦東部保健所（刈谷市／緯〈２１〉
４７７８）
こころの健康相談　　　　　　　　　
■内 ■時 精神保健福祉相談員・保健師によ
る相談獅捷～晶（抄を除く）午前９時
～正午、午後１時～４時３０分　精神
科医師による相談（予約制）獅３月１３
日昇午後１時３０分～３時３０分
エイズ即日検査・肝炎検査　　　　　
■時 ３月６日昇・１３日昇・２７日昇午前９
時～１１時（６日のエイズ検査は午後
６時～７時もあり。２７日はエイズ検
査のみ）

衣浦東部保健所の相談・検
査

■時 ■場 ■対 乳幼児諮６日昇・１３日昇獅南部
公民館、７日昌・１４日昌獅東部公民
館、８日昭・２２日昭獅安祥公民館、
９日晶・２３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）

３月の移動児童館

東日本大震災義援金
ありがとうございます


