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■場 同クラブハウス
■申 ３月５日捷午前９時３０分から同クラ
ブハウス（緯〈９２〉７１１２）へ
マイ写真集を作っちゃおう「白ピンク
若葉色の写真集」
■時 ４月４日昌・１８日昌、５月９日昌・
２３日昌、６月６日昌・２０日昌午後１
時３０分（全６回）

■講 鶴田 郁  夫 氏
いく お

■定 ２０人（先着順）
■￥ ６０００円（別途写真集代）
※期間中の入園パスポート付き。

春季やさしい写真講座　　　　　　　
■時 ４月６日晶・２０日晶、５月１１日晶・
２５日晶、６月８日晶・２２日晶午前１０
時（全６回）

■講 榊原 勇  治 氏
ゆう じ

■定 ２０人（先着順）
■￥ ６０００円
※期間中の入園パスポート付き。

寄せ植え講座「ハンギングバスケット
を楽しむ」
■時 ４月１３日晶午前１０時
■講  野  正  美  保  子 氏（日本ハンギングバス

の まさ み ほ こ

ケット協会マスター）
■定 ２０人（先着順）
■￥ ３５００円（別途入園料）

■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
クッキーファクトリー　　　　　　　
■時 松掌抄午前１０時～午後３時
■￥ ７００円
■申 当日時間内に同クラブハウスへ
シルバーアクセサリー教室　　　　　
■時 ３月１０日松・１１
日掌午前１０時か
ら

■講 近藤 祐  子 氏（日
ゆう こ

本ジュウリーデ
ザイナー協会）

■定 各５０人（当日先着順）
■￥ １５００円から
手作りパン教室「デニッシュパンと動
物あんパン」
■時 ３月１０日松・１１日掌・１７日松・１８日
掌・２０日抄午後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

いちご大福教室　　　　　　　　　　
■時 ３月１０日松・１７日松午後１時・２時
３０分

■定 各１２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

ジェルキャンドル教室「春色カラーの
キャンドル作り」
■時 ３月１７日松・１８日
掌・２０日抄午前１０
時から

■定 各５０人（当日先着
順）

■￥ １２００円から
イースターのどろだんごづくり　　　

■時 ３月１７日松からの毎日午前１０時～午
後１時（休園日を除く）

■定 各２０人（当日先着順）
■￥ ５００円

デンパーククラブハウスの
体験教室

デンパーククラブハウスの
特別講座

■他 商品がなくなり次第終了します
クリエーションプラザ会場（御幸本町）
■時 ３月１０日松・２４日松午前９時
■内 一色漁港から水揚げされた新鮮な魚
介類の販売

■問 商工課（緯〈７１〉２２３５）、クリエーショ
ンプラザ（緯〈７２〉５００２）
碧海信用金庫本店前会場（御幸本町）　
■時 ３月２４日松午前９時
■内 地元産野菜の販売・調理法のアドバ
イス

■問 農務課（緯〈７１〉２２３３）
交流広場会場（御幸本町）　　　　　　
■時 ３月２４日松午前９時～午後３時
■内 地元産野菜や米粉パンなどの販売
■問 商工課（緯〈７１〉２２３５）、クリエーショ
ンプラザ（緯〈７２〉５００２）

今月のまちなか産直市

定員対　象と　き講座名

各２０組
幼児と
その親

（２人１組）

４月８日掌・１５日掌・２２日掌、５月１３日掌午後
１時～１時５０分（全４回）

親子水泳
５月２０日掌・２７日掌、６月３日掌・１０日掌午後
１時～１時５０分（全４回）

２０人幼児
（４歳以上）

４月１１日昌～６月２７日昌の毎週昌午後４時～４
時５０分（５月２日、６月２０日を除く。全１０回）

幼児
スイミング

各３０人小学１～
３年生

４月８日掌～６月１０日掌の毎週掌午後２時～２
時５０分（４月２９日、５月６日を除く。全８回）掌

児童
スイミング ４月１３日晶～６月２９日晶の毎週晶午後４時～４

時５０分（５月４日、６月２２日を除く。全１０回）晶

各３０人１８歳以上
の女性

４月１０日昇～６月２６日昇の毎週昇午後１時～１
時５０分（５月１日、６月１９日を除く。全１０回）昇

ゆったり
スイム ４月１２日昭～６月２８日昭の毎週昭午後１時～１

時５０分（５月３日、６月２１日を除く。全１０回）昭

４月１０日昇～６月２６日昇の毎週昇午前１１時～１１
時５０分（５月１日、６月１９日を除く。全１０回）アクアビクス

■時 ■内 ■対 ■定 下表のとおり
　※マーメイドパレスの教室を受講したことがない人を優先。定員を超えた場合
は、３月１４日昌に公開代理抽せん。定員に満たない場合は追加募集あり。

■￥ 親子水泳獅２３００円　児童スイ
ミング掌施４３００円　その他獅

５３００円
■申 ３月６日昇～１３日昇午前１０時
～午後７時３０分（１２日捷を除
く）に直接マーメイドパレス
（緯〈９２〉７３５１）へ
※電話申し込み不可。

マーメイドパレスの水泳教室
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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 市スポーツセンター（緯〈７５〉３５４５）
■￥ 施設利用料
■申 ３月６日昇～開催日前日（キッズ水
泳教室は２３日晶まで）の午前９時～
午後８時（捷を除く）に同センターへ
　※④～⑥は電話申し込み不可。
①水中ウオーキング体験会　　　　　
■時 ４月３日昇・１０日昇・１７日昇・２４日
昇午後１時～２時（全４回）

■対 １８歳以上の人
■定 １５人（先着順）
■持 水着・水泳帽子
②大人水泳体験会　　　　　　　　　
■時 ４月４日昌・１１日昌・１８日昌・２５日
昌午後７時～８時（全４回）

■内 基礎から始める水泳教室
■対 １８歳以上の人
■定 １５人（先着順）
■持 水着・水泳帽子
③ラクラク♪体力アップ教室　　　　
■時 ４月４日昌・１１日昌・１８日昌・２５日
昌午後１時３０分～２時３０分（全４回）

■内 筋力トレーニングや有酸素運動
■対 １８歳以上の人
■定 １０人（先着順）
■持 運動に適した服装・室内シューズ・
タオル・飲み物（ペットボトル）
④生活がラクに♪身体づくりサークル
■時 ４月６日晶～６月２９日晶の毎週晶午
後１時３０分～３時（５月４日を除く、
全１２回）

■内 健康づくり体操、筋力トレーニング
■対 ６０歳以上の人
■定 １５人（先着順）
■持 運動に適した服装・タオル・室内シ
ューズ・飲み物（ペットボトル）

■￥ ３５００円
⑤アクアビクス教室　　　　　　　　
■時 ４月５日昭～６月２８日昭の毎週昭午
後１時～２時（５月３日を除く。全
１２回）

■対 １８歳以上の女性
■定 ３０人（先着順）
■持 水着・水泳帽子
■￥ ５４００円
⑥キッズ水泳教室　　　　　　　　　
■時 ４月７日松～６月３０日松の毎週松　
①午前１０時～１１時　②午前１１時～正
午（５月５日を除く。いずれも全１２回）

■対 ①施４～６歳児とその保護者　②施

小学１～３年生とその保護者
　※子ども１人につき保護者１人。
■定 ２０組（定員を超えた場合は抽せん）
■持 水着・水泳帽子・ゴーグル
■￥ 各７０００円

市スポーツセンターの
教室・講座

■場 ■問 歴史博物館（緯〈７７〉６６５５）
考古学最前線「西三河の縄文時代晩期
集落」
■時 ３月１７日松午後２時～３時３０分
■内 西三河の縄文時代晩期研究⑥
■講 長田 友 也   氏（南山大学非常勤講師）

とも や

映画会「チャップリン特集③」　　　　
■時 ３月１８日掌午前１０時、午後２時
■内 チャップリン黄金狂時代

歴史博物館の催し

■￥ 入苑料１００円（中学生以下は無料）、呈
茶料３００円

■場 ■問 丈山苑（緯〈９２〉７７８０）
つばき盆栽展　　　　　　　　　　　
■時 ３月１６日晶～１８日掌午前９時～午後
５時（１８日のみ午後４時まで。入苑
は午後４時３０分まで）

オカリナコンサート　　　　　　　　
■時 ３月２４日松午前１１時、午後２時
■内 黒野 宏  通 氏によるオカリナ演奏

ひろ みち

丈山苑の催し

■場 ■問 堀内公園（緯〈９９〉５９４７）
ホワイトデー企画「女性遊具無料開放」
■時 ３月１０日松・
１１日掌午前
９時～午後
４時３０分

■内 女性のみ、
有料遊具を
無料で利用
できます
　※未就学児は、１８歳以上の保護者同
伴。
利用料還元くじ引き　　　　　　　　
■時 ３月１７日松・１８日掌・２０日抄午前９
時から

■内 次の指定有料遊具の利用者でくじを
ひき、当たりが出たら、遊具利用券
を進呈
　指定有料遊具諮１７日施汽車　１８日施

メリーゴーランド　２０日施観覧車
■対 ４歳以上の人（未就学児は１８歳以上
の保護者同伴）

■定 各１００人（先着順）
■￥ 各遊具利用料

堀内公園の催し

　保管期限が過ぎ
た放置自転車の中
から、再利用でき
る自転車を整備点
検し、右の「安城

市放置自転車リサイクル事業取り扱
い店」で販売します。
■時 ３月２０日抄から
　※各店１・２台の販売です。
■問 維持管理課（緯〈７１〉２２３７）

所在地電話取り扱い店

別郷町〈７６〉８７０３山本自転車店

明治本町〈７６〉３３８７ソウリンサイクル商会

御幸本町〈７６〉２０２４サイクルショップ二藤

安城町〈７２〉１７７６サイクルアシストオオバ

高棚町〈９２〉０９３１神谷自転車モータース

和泉町〈９２〉００６６神本商会

和泉町〈９２〉０２７０兵藤モータース
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　「交通事故、詐欺などの犯罪被害に
あい、警察や検察庁に訴えたが、検察
官が起訴しないので納得できない」と
いう人は、ぜひ相談してください。
■問 岡崎検察審査会事務局（緯０５６４〈５１〉
５７９３）、市行政課（緯〈７１〉２２０８）

ご存じですか！検察審査会

　「平成２４年度版（４月～来年３月）ご
みカレンダー」を３月中旬に配布しま
す。
■問 清掃事業所（緯〈７６〉３０５３）

ごみカレンダーを配布

■時 ３月１１日掌午前９時～正午
■場 リサイクルプラザ
■問 清掃事業所（緯〈７６〉３０５３）、当日の問
い合わせ（緯０９０〈９８９２〉２９３３）

今月の再生家具入札販売

　木の特徴を学習しながら、好きな木
に自分で作った「名札」をつけよう。
■時 ４月１日掌午前１０時～正午
■場 秋葉公園
■対 小学生
■定 ２０人（定員を超えた場合は抽せん）
■持 ビニールシート
■申 ３月２日晶～１７日松午前９時～午後
５時（掌捷を除く）にエコネットあん
じょう（緯・胃〈５５〉１３１５）へ

大好きな木を見つけて名札
をつけよう

■時 ３月２５日掌午前９時３０分～正午
■場 環境学習センター「エコきち」
■講 稲垣 英  夫 氏（環境グループ「グリーン

ひで お

そう」）
■定 ３０人（定員を超えた場合は抽せん）
■持 筆記用具・帽子・水筒
■申 ３月１５日昭まで（捷を除く）に、住所・
氏名・電話番号を、環境学習センタ
ー「エコきち」（緯〈７６〉７１４８）へ

不思木（ふしぎ）発見

■時 ■内 双子座のトリビア施３日松・４日
掌・１０日松・１１日掌午後１時３０分・３
時　星が指ししめすもの施１７日松・１８
日掌・２０日抄・２４日松・２５日掌・３１日
松午後１時３０分・３時（２５日は午後１
時３０分のみ）
■場 ■問 文化センター（緯〈７６〉１５１５）

プラネタリウム
３月の生解説

■問 衣浦東部広域連合消防局消防課（緯

〈６３〉０１３５）
小児・乳児応急手当講習会　　　　　
■時 ３月１０日松午前９時～１１時
■場 碧南消防署
■内 小児・乳児の心肺 蘇  生 法、ひきつけ、

そ せい

のどに異物が詰まった時の処置
■定 ２０人（先着順）
■申 ３月５日捷午前９時から同署（緯〈４１〉
２６２５）へ
普通救命講習会Ⅰ　　　　　　　　　
■時 ３月１１日掌午前９時～正午
■場 安城消防署
■内 心肺蘇生法（気道確保、人工呼吸、
胸骨圧迫）、ＡＥＤの使用法、止血法

■定 ２０人（先着順）
■申 ３月５日捷午前９時から同署（緯〈７５〉
２４９４）へ

救命講習会

■時 ４月３日昇～８月２１日昇の毎月第１・
３昇午後１時３０分～３時（全１０回）

■場 西部福祉センター
■講 小林 義  行 氏（日本ハーモニカ芸術協

よし ゆき

会常務理事）
■対 市内在住の６０歳以上の人
■定 １５人（先着順）
■持 ハーモニカ（Ｃ調・複音）
■￥ １７８５円
■申 ３月７日昌～２１日昌午前９時～午後
５時（捷を除く）に直接西部福祉セン
ター（緯〈７２〉６６１６）へ
※申し込み開始時に定員を超えた場
合は抽せん。

ハーモニカ初心者入門講座

　市内事業所から火災予防と危険物災
害防止を呼びかける標語を募集し、１
万３０６０編の応募がありました。
　最優秀作品は次のとおり。（敬称略）
統一防火標語　　　　　　　　　　　
「災害は　場所なし　時なし　予告な
し」石矢 博  治 （叙デンソー安城製作所）

ひろ はる

危険物安全管理統一標語　　　　　　
「危険物　安全管理に　終わりなし」
濱田 和  幸 （叙デンソー安城製作所）

かず ゆき

■問 安城消防署（緯〈７５〉２４５８）

平成２４年度統一防火標語・
危険物安全管理統一標語

■内 住宅名／待機者数／間取り施表のとおり
■持 印鑑（広畔、新田住宅の希望者のみ）
■他 大山田東、池浦Ａ・Ｂは３月１５日昭から募集をします
■申 直接建築課（緯〈７１〉２２４０）へ
※電話での申し込みはできません。

間取り待機者数住宅名間取り待機者数住宅名

３ＤＫ

２荒曽根
（住吉町）２ＤＫ

（単身可）

２広畔
（安城町）

１３新田北
（新田町）２０新田

（新明町）

１５小根
（今池町）

３ＤＫ

０大山田東
（大東町）

１０門原
（桜井町）１飛越

（明治本町）

１３大山田上
（池浦町）０池浦Ａ・Ｂ

（池浦町）

※待機者数は１月３１日現在。４小川
（小川町）

市制施行60周年記念カウントダウンページの参加者募集
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　１月３１日までに市社会福祉協議会に
寄せられた義援金は９３６８万５６８１円です。
１月１６日～３１日受け付け分／敬称略　
安城警察署、市民保養事業専門委員会、
福釜町農用地利用改善組合、匿名、募
金箱への多数の寄付者

東日本大震災義援金
ありがとうございます

　自殺の原因にはうつ病が潜んでいる
こともあります。「なんだか憂うつ」「眠
れない」が続いたらうつ病のサイン。
早めの相談や受診をオススメします。
スローガン施支えあう　温かい手が　
すぐ側に
■他 こころの健康相談を利用してくださ
い。詳しくは本紙２月１５日号に掲載。

■問 衣浦東部保健所（緯〈２１〉４７７８）、市保
健センター（緯〈７６〉１１３３）

３月は自殺対策強化月間

　昨年４～６月に個人通知した麻しん
風しん混合予防接種（２～４期）の接種
期限は３月３１日松です。期限を過ぎる
と有料になりますので、まだの人は早
めに受診しましょう。
■他 接種券を紛失した人は、再発行しま
すので連絡してください

■問 市保健センター（緯〈７６〉１１３３）

子ども予防接種週間
３月１日昭～７日昌

　３月までに補助対象自転車の購入と
自転車安全利用講習会の受講を済ませ
た人は、３月３０日晶までに補助金の申
請をしてください。
　補助金についての詳細は、本紙昨年
４月１日号をご覧ください。
■問 都市計画課（緯〈７１〉２２４３）

自転車購入費補助制度

　防犯カメラの設置・作動を強調する
設置表示板を作成しました。表示板を
提示すると犯罪抑止力が上がります。
表示板を希望する人は各町内会へ申し
出てください。
■対 集合住宅・貸し駐車場、店舗などに
防犯カメラ（ダミーカメラを除く）を
設置した人

■他 配布は、防犯カメラ１台につき２枚
まで、１敷地につき８枚までです

■問 市民安全課（緯〈７１〉２２１９）

防犯カメラの犯罪抑止効果
を高めましょう

　市公共下水道の衣浦東部処理区およ
び矢作川処理区における整備予定区域
の変更に伴う事業計画変更案が閲覧で
きます。この変更案で、整備予定区域
に大東町、古井町五徳山の各一部、油
ヶ淵水辺公園など公共施設を追加して
います。
■問 下水道建設課（緯〈７１〉２２４８）
閲覧および意見書の提出　　　　　　
■時 ３月１日昭～１５日昭午前８時３０分～
午後５時１５分（松掌を除く）

■場 下水道建設課

公共下水道の事業計画の変
更案を閲覧できます

　市制施行６０周年を迎える５月５日
抄まで、市公式ウェブサイト上にカ
ウントダウンページを開設します。
このページに参加してみませんか。
参加者には、「残り○日」と書いたプ
ラカードや画用紙などとともに、写
真で登場していただきます。
■時 ４月５日昭～５月４日抄のいずれ
か１日

■対 市内在住・在勤・在学の人または
団体

■定 ３０組（先着順）
■他 掲載日は指定できません
■申 ３月８日昭～１９日捷午前９時～午後５時１５分（松掌を除く）に、電話で秘書
課広報広聴係（緯〈７１〉２２０２）へ

　地元惣菜店と愛知学泉大学の管理栄
養士専攻の学生による共同開発品です。
■問 農務課（緯〈７１〉２２３３）
健康美生活　丈山の四季菜（しきさい）
弁当
　石川丈山をコンセプトに、老化防止
を意識した弁当です。
■内 販売日施３月２３日晶までの毎週捷昌

晶　販売場所施産直センター安城南
部おかず工房（和泉町）

■￥ ６５０円（１日限定３０食）
南吉の味便り（あじだより）弁当　　　
　新美南吉をコンセプトに、免疫力向
上を意識した弁当です。
■内 販売日施３月２４日松までの毎週昇昭

松　販売場所施おかずの松美屋（御
幸本町）

■￥ ６５０円（１日限定３０食）

地元惣菜店と学生による共
同開発弁当を販売

表示板は表示板は幅幅４５４５尺尺×高さ６０×高さ６０尺尺



パブリックコメント制度パブリックコメント制度によるによる意見募集意見募集のの結果結果とと公表公表パブリックコメント制度による意見募集の結果と公表
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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。

　パーク＆ライドにぜひ活用してくだ
さい。
■￥ 月額諮全日施１台１万円　平日のみ
施１台８０００円　日額施１台７５０円

■場 ＭＡパーク（三河安城町）
■問 ＭＡパーク（緯〈７４〉８５６０）、市維持管
理課（緯〈７１〉２２３７）

ＭＡパーク定期駐車契約者

　歴史と伝統に育まれた知立市八橋の
「かきつばた」。愛知県の花・知立市の
花である「かきつばた」にふさわしい素
敵な女性「ミスかきつばた」を選出する
コンテスト（面接公開審査）を開催しま
す。
■時 ４月１５日掌午前１０時
■場 知立市文化会館（パティオ池鯉鮒）
■他 コンテスト参加者を募集しています。
募集要項など詳しくは、知立市ウェ
ブサイトをご覧ください

■問 知立市観光協会事務局（同市経済課
内／緯〈８３〉１１１１）

ミスかきつばたコンテスト 知
立

■内 共通事項諮時給獅７８０円から（松掌抄

の時給は１００円増）、通勤割増１日２００
円　休日獅要相談

■他 面接時に写真付きの履歴書を持参し
てください

■申 電話でデンパーク（緯〈９２〉７１１１）へ
売店スタッフ（販売員）　　　　　　　
■内 勤務日時獅松掌抄の午前９時～５時
のうち指定時間

■対 １８～４５歳くらいの人（高校生不可）
■定 ３人
講座スタッフ（体験教室の準備・運営）
■内 勤務日時獅松掌抄の午前９時～午後
５時のうち指定時間

■対 １８～４５歳くらいの人（高校生不可）
■定 ２人
植栽スタッフ（植栽管理など）　　　　
■内 勤務日時獅松掌抄を含む①午前８時
～正午、②午後１時～５時

■対 １８～６０歳くらいの人（高校生不可）
■定 ①施２人、②施３人

デンパークの
パート・アルバイト

　本紙昨年１２月１日号および市公式ウェブサイトなどで「安城市暴力団排除
条例（案）」「安城市交通安全条例（案）」について意見募集をしました。これに
よ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。
　なお提出された意見により、原案を変更するところはありません。
●意見提出数　暴力団排除条例（案）施０件　交通安全条例（案）施１件
●公表場所　市民安全課・市政情報コーナー・文化センター・各地区公民館・
中央図書館・市公式ウェブサイト
●問い合わせ　市民安全課（緯〈７１〉２２１９）

■内 利用可能施設施市内小・中学校の体
育館・運動場（安城北中学校を除く）、
市内県立学校の運動場　

　利用可能時間諮小学校運動場施松掌

抄・学校休業日の昼間　小学校体育
館・中学校施松掌抄・学校休業日の
昼間・夜間、平日の夜間　県立学校
施松掌抄の昼間

■対 市内在住・在勤の１０人以上で構成さ
れた団体
　※小学校利用は、学区内在住・在勤
者に限る。

■申 ４月２７日晶までに、小・中学校施設
は利用を希望する各学校（松掌抄を
除く）、県立学校施設は市体育館（捷

を除く、緯〈７５〉３５３５）へ

学校施設利用団体の
登録受け付け
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INFORMAÇÕES ÚTEIS
SEF INFORMATION

Português

Englis
外国語の
情報ボックス

※申し込みや問い合わせは、日本語
でお願いします。

※ Inscrições e informações somente 
em japonês

※ Applications and inquiries will be 
in Japanese. 


