
■子ども読書の日記念「わはは！の
おはなし会」
■時 ４月２１日松午後２時～３時
■対 小学３年生以下の子とその保護者
■定 ５０人（当日先着順）

■講演会「南吉と私」
■時 ５月２０日掌午後２時～３時３０分
■講 長野ヒデ子氏（絵本作家）
■対 市内在住の人
■定 １００人（先着順）
■他 託児あり（先着２０人）
■申 ４月２０日晶午前９時から同館で整
理券を配布

次の図書の寄贈を受け付けています。
暫安城に関する記述のある図書
暫自費出版の図書
暫概ね５年以内発行の一般書
暫概ね１０年以内発行の児童書

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!

中央図書館（緯〈７６〉６１１１）
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■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（抄承を除く）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５月
８日昇午後１時３０分～３時３０分
エイズ検査・肝炎検査　　　　　　　
■時 ５月８日昇・１５日昇・２２日昇・２９日
昇午前９時～１１時（１５日のエイズ検
査は午後６時～７時もあり）

■￥ 施設使用料
■場 ■問 マーメイドパレス（緯〈９２〉７３５１）
こどもお楽しみ抽選会　　　　　　　
■時 ４月２８日松～３０日承午前１０時
■内 スーパーボール、お菓子つかみ取り
など、毎日景品が変わる抽選会

■対 当日プールを利用した小学生以下
■定 各１００人（先着順）
こども無料開放　　　　　　　　　　
■時 ５月３日抄～５日抄

■内 プールを無料で利用できます
■対 小学生以下
　※小学３年生以下は保護者同伴（保
護者１人につき２人まで）。オムツを
着用している子は利用不可。
風船プレゼント　　　　　　　　　　
■時 ５月６日掌午前１０時
■内 マーメイドパレスオリジナル風船を
進呈

■対 当日プールを利用した小学生以下
■定 １００人（先着順）

マーメイドパレスの催し

■時 ５月１７日昭・１８日晶午前９時４５分～
午後４時（全２回）

■場 市民会館
■定 １６２人（先着順）
■￥ ３５００円
■申 ４月２３日捷～２７日晶午前８時３０分～
午後５時に、申込書と写真を安城消
防署（緯〈７５〉２４５８）へ
※申込書は同署・衣浦東部広域連合
ウェブサイトで配布。写真は縦４尺

×横３尺で３カ月以内に撮影したも
の。

　ダンボールを使って、生ごみをたい
肥化する講習です。すぐに始められる
教材（スターターキット）付き。
■時 ■内 基礎講習会施５月１９日松午後１時
３０分～３時、フォローアップ講習会
施７月２１日松午後３時１５分～４時１５
分（全２回）

■場 リサイクルプラザ
■講 安城市消費生活学校の会員
■対 市内在住で１８歳以上の人
■定 １５人（先着順）
■￥ ７００円
■申 ４月２０日晶からの午前９時～午後５
時（松掌抄承を除く）に清掃事業所
（緯〈７６〉３０５３）へ

甲種防火管理新規講習

図書の寄贈受け付け

　４月１５日掌に公告した農用地利用集
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）
を自由に閲覧できます。
■時 ４月１６日捷～２７日晶午前８時３０分～
午後５時１５分（２１日松・２２日掌を除
く）

■内 利用権設定面積施２１９．５ヘクタール
■場 ■問 農務課（緯〈７１〉２２３４）

農用地利用集積計画の閲覧

衣浦東部保健所の相談・検
査

ダンボールコンポスト講習
会

５月の休館日
１日昇・７日捷・８日昇・１４日捷・
２１日捷・２５日晶・２８日捷

※対象年齢は、目安です。

おはなし会
５月４日抄
午前１０時３０分

おはなしポッケ
（０～２歳）

５月５日抄
午後３時

おはなしレストラン
（小学生以上）

５月９日昌
午前１０時３０分

おはなしたまてばこ
（１～５歳）

５月１０日昭
午前１０時３０分

おはなしゆりかご
（０～２歳）

５月１２日松
午後２時

おはなしどんどん
（１歳～小学校低学年）

５月１５日昇・
２９日昇
午前１０時３０分

えほんとわらべうたの
会（０～２歳）

５月１７日昭
午前１０時３０分

いないいないばあ
（１～５歳）

５月２０日掌
午後２時

かみしばいの会
（幼児～小学校低学年）

５月２３日昌
午前１０時３０分

おはなしまあだ
（１～５歳）

５月３０日昌
午前１０時３０分

絵本好き集まれ！
おすすめ絵本紹介

５月３１日昭
午前１０時３０分

おはなしの森
（１～５歳）

　新緑の秋葉公園でヨガをしましょう。
■時 ５月１９日松午前９時～１０時３０分
■場 環境学習センター「エコきち」
■講 古川 智  美 氏（全米ヨガアライアンス

さと み

認定インストラクター）
■対 小学５年生以上
■定 １６人（定員を超えた場合は抽選）
■持 汚れても良い動きやすい服装・ヨガ
マット（バスタオルでも可）

■申 ５月１６日昌までの午前９時～午後９
時（捷・５月１日昇を除く）に、住所・
氏名・年齢・電話番号・参加人数を、
電話で環境学習センター「エコきち」
（緯〈７６〉７１４８）へ

公園ヨガでココロと体をリ
フレッシュ！

■時 ５月１４日捷午前８時３０分～午後５時
■場 集合場所施安城市役所西会館
■内 静岡大学地域フィールド科学教育研
究センター（静岡県藤枝市）の見学、
ガーデニングの相談

■定 ２５人（定員を超えた場合は抽選）
■￥ ５００円
■持 昼食・筆記用具など
■申 ４月２７日晶までの午前１０時～午後５
時（掌捷を除く）に、住所・氏名・電
話番号を電話かファクス、Ｅメール
でエコネットあんじょう事務局（緯・
胃〈５５〉１３１５／info@econetanjo.or
　g）へ

ガーデニング研修会

デンパーククラブハウスの講座

■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 ２日昌～４日抄・９日昌～１２日松・
１５日昇～１８日晶・２２日昇～２６日松・
２９日昇～３１日昭午後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

■時 ■場 ■対 乳幼児諮９日昌・３０日昌獅東部
公民館、１０日昭・３１日昭獅安祥公民
館、１１日晶・１８日晶獅高棚町公民館、
１５日昇・２９日昇獅南部公民館いずれ
も午前１０時～１１時

■問 市子育て支援センター（緯〈７２〉２３１７）

５月の移動児童館

■時 ５月１３日掌午前１０時（雨天中止）
■場 ■内 無量寿寺（知立市）までの往復７灼

を歩きます
　集合場所施北部公民館
■持 昼食・水筒・敷物・雨具など
■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

■￥ 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）
ゴールデンウイークは休まず開苑　　
■時 ４月２８日松～５月６日掌午前９時～
午後５時（４月２８日松・２９日抄、５
月５日抄・６日掌は午後７時まで）

春の宵開苑　　　　　　　　　　　　
■時 ５月５日抄・６日掌・１２日松・１３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）

新緑茶会　　　　　　　　　　　　　
■時 ５月１３日掌午前１０時～午後３時
■内 晴天時は 野  点 あり

の だて

丈山苑へお越しください

■時 ４月２２日掌午
前９時３０分

■場 えのき保育園
と長田川の間
のれんげ畑・
ひまわり広場（榎前町宮下地内）

■内 産直農産品青空市、押し花キーホル
ダー教室、みんなの夢を実現するロ
ケット飛ばし大会、グラウンドゴル
フ大会など

■問 清掃事業所（緯〈７６〉３０５３）

市制６０周年記念「榎前町せ
せらぎ・れんげまつり」

■￥ 入園料
■場 ■問 デンパーク（緯〈９２〉７１１１）
１５周年記念セレモニー　　　　　　　
■時 ４月２９日抄午前１１時
■内 ご当地キャラが登場。記念品プレゼ
ントもあり（無くなり次第終了）
ワンワンとあそぼうショー　　　　　
■時 ５月３日抄午前１１時、午後２時３０分
「デンパーク×ＣＢＣ」１５周年スペシャ
ルイベント
■時 ５月４日抄～６日掌

■内 アイドルやお笑いタレントが登場

デンパークの催し

■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

デニッシュパンと動物あんパン作り
■時 ４月２２日掌午後１時・２時３０分、
４月２８日松午前１０時３０分、午後１
時、４月２９日抄・３０日承、５月３
日抄～６日掌午後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
男の料理教室「お手製マヨネーズと
オーブン焼き料理」
■時 ５月１１日晶午前１０時から
■定 ２０人（先着順）
■￥ １２００円
■申 ４月２０日晶午前９時３０分から同ク
ラブハウスへ
布小物の講座　　　　　　　　　　
■時 ５月１８日晶、６月１５日晶、７月１３
日晶、９月２１日晶、１０月１９日晶、
１１月１６日晶午前１０時（全６回）

■講 中丸 奈 
な

 美 氏（日本手芸普及協会パ
み

ッチワークキルト指導員）
■定 １６人（先着順）
■￥ ６０００円（別途材料費）
■申 ４月２０日晶午前９時３０分から同ク
ラブハウスへ
テーブルフォトふわふわ写真講座　
■時 ５月２３日昌・３０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 ４月２０日晶午前９時３０分から同ク
ラブハウスへ

いちご大福教室　　　　　　　　　
■時 ４月２１日松午前１０時・１１時
■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　　　　　　
■時 ４月２１日松・２２日掌午前１０時から
■定 各５０人（当日先着順）
■￥ １２００円から
愛知県産米粉を使ったクッキーファ
クトリー
■時 ４月２１日松・２２日掌午前１０時～午
後３時３０分、２８日松～５月６日掌

午前１０時～午後４時
■￥ ７００円
■申 時間内に同クラブハウスへ
日替わり工作教室　　　　　　　　
■時 ■内 ４月２８日松施レザー小物　２９日
抄施３Ｄデコクラフト　３０日承施

天然石アクセサリー　５月３日抄

施ガラス細工＆とんぼ玉　４日抄

施押し花で小物づくり　５日抄施

シルバーアクセサリー　６日掌施

七宝アクセサリー　いずれも午前
１０時から

■定 各５０人（当日先着順）
■￥ 別途材料費など



ちょっと教えて

農業振興キャラクター「米太郎」
こめたろう

安城密着コミュニティ
サイト「あんみつ」でも、
イベント情報をお知ら
せしています。
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■場 ■問 堀内公園（緯〈９９〉５９４７）
昭和の日イベント「昔遊び体験会」　　
■時 ４月２８日松～３０日承午前１０時～午後
４時
汽車撮影会　　　　　　　　　　　　
■時 ５月１日昇・２日昌午前１１時、午後
２時

■内 汽車（メルヘン号）の運転席で記念撮
影

■対 未就学児とその保護者
■定 各１０組（当日先着順）
■持 撮影用のカメラ
■他 撮影中は汽車の運行を中止します
こどもの日イベント「こども無料開放」
■時 ５月５日抄午前９時～午後４時３０分
■内 サイクルモノレール、メリーゴーラ
ンド、汽車、観覧車を無料開放

■対 小学生以下
　※未就学児は１８歳以上の保護者同伴。
ノルディックウオーキング体験会　　
■時 ５月１９日松午前１０時～１１時
■内 スキーポールを使用したウオーキン
グの講座と体験

■講 佐藤 賢  一  郎 氏・佐藤 恵  美  子 氏（日本
けん いち ろう え み こ

ノルディックフィットネス協会公認
インストラクター）

■定 ４０人（先着順）
■￥ ５００円（ポールレンタル代）
■持 飲み物・動きやすく着脱しやすい服
装・運動靴・タオル

■申 ４月２５日昌～５月４日抄午前９時３０
分～午後４時３０分に、直接または電
話で堀内公園へ

堀内公園の催し

質問：農業体験をしてみたい。どんな体験
ができますか。
　
答え：市では、ジャガイモ植え付け・収穫、
プランター野菜植え付け、チンゲン菜植え付
け・収穫、稲刈りなどの農業体験を予定して
います。本紙や市公式ウェブサイトなどでお
知らせしますので、ぜひ参加してください。
　なお、田んぼアートの田植え体験を本紙３
ページで紹介しています。
■問 農務課（緯〈７１〉２２３３）

■内 共通項目諮賃金施時給７８０円（松掌抄

承は１００円増、通勤割増１日２００円）
　休日施要相談
■他 面接時に写真付きの履歴書を持参し
てください

■申 デンパーク（緯〈９２〉７１１１）へ
売店スタッフ（販売員）　　　　　　　
■内 勤務日時施松掌抄承午前９時～午後
５時のうち指定時間

■対 １８～４５歳の人（高校生は不可）
■定 ２人
講座スタッフ（体験教室の準備・運営）
■内 勤務日時施松掌抄承午前９時～午後
５時のうち指定時間　

■対 １８～４５歳の人（高校生は不可）
■定 ２人
植栽スタッフ（植物管理など）　　　　
■内 勤務日時施松掌抄承を含む①午前８
時～正午、②午後１時～５時

■対 １８～６０歳の人（高校生は不可）
■定 各１人
ゲートスタッフ（入退場管理など）　　
■内 勤務日時施松掌抄承午前９時～午後
５時のうち指定時間　

■対 １８～４５歳の人（高校生は不可）
■定 ２人

■内 勤務内容施下水道供用区域での未接
続家庭の戸別訪問、調査および接続
依頼など　勤務日時施６月１日晶～
９月２８日晶の捷～晶午前９時～午後
３時３０分　賃金施時給９００円、通勤
割増１日２００円、面談手当１件５０円

■対 普通自動車運転免許を有し、簡単な
パソコン操作ができる人

■定 ２人（５月１１日晶に面接で選考）
■申 ４月１６日捷～５月７日捷（松掌抄承

を除く）に、顔写真付きの履歴書を
持って下水道管理課（緯〈７１〉２２５８）へ

下水道接続促進臨時職員

　市民に対する食育推進活動を支援し
ます。
■時 登録期間施平成２９年３月３１日晶まで
■内 登録者特典施①登録団体の食育活動
（講演会、料理教室、農業体験学習
など）の支援、②啓発用品の提供、
③活動の場や他団体との交流機会の
提供、④本紙や市公式ウェブサイト
などでのＰＲ

■対 市内で食育に関する活動をしている、
または今後活動をする団体

■申 捷～晶午前８時３０分～午後５時１５分
（抄承を除く）に、登録用紙を郵送か
ファクス、Ｅメールで農務課（〒４４６
－８５０１住所記載不要／胃〈７６〉１１１２／
nomu@city.anjo.aichi.jp／緯〈７１〉
　２２３３）へ
　※登録用紙は、同課・市公式ウェブ
サイトで配布。

食育推進団体

　平成２６年度から１０年間の市民の健康
増進に関する計画を策定します。生涯
にわたる健康づくりに関し、意見・提
案をしませんか。
■内 任期施平成２６年３月まで（予定）　選
考施書類・面接（５月１５日昇予定）

■対 市内在住・在勤の２０歳以上で、平日
昼間の会議に出席できる人

■定 ２人
■申 ４月２０日晶～５月２日昌午前８時３０
分～午後５時１５分（松掌抄承を除く）
に、応募用紙と「健康日本２１安城計
画に思うこと」（８００字以内）を、持参
か郵送、ファクス、Ｅメールで市保
健センター（〒４４６－００４５横山町下毛
賀知１０６－１／胃〈７７〉１１０３／kenko@
　city.anjo.lg.jp／緯〈７６〉１１３３）へ
　※電話での申し込みは不可。

第二次健康日本２１安城計画
策定委員会の委員

デンパークパートアルバイト

安城市民憲章実践者の推薦を募集

■内 補助金額施対象経費の５０％（ただし
カメラ１台５万円で４台まで。録画
装置１台１２万５０００円まで）

■対 補助対象施駐車場に設置する防犯カ
メラ・録画装置の購入費　対象駐車
場施分譲マンション・アパート駐車
場、貸し駐車場、商業施設の一般来
客用駐車場、町内会駐車場

■申 ５月２１日捷～１１月３０日晶午前８時３０
分～午後５時１５分（正午～午後１時・
松掌抄承を除く）に、市民安全課（緯

〈７１〉２２１９）へ
　※事前に、同課・市公式ウェブサイ
トで要件を確認してください。

駐車場防犯カメラ設置補助
制度

２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
二本木公民館利用者、作野公民館利用
者、総合福祉センター利用者、ほほえ
みダンス、東端の老人、ふれあいダン
ス、鈴木和也、稲垣初日出、ＪＡあい
ち中央いちご部会、デンソーハートフ
ルクラブ安城、安城市消費生活学校、
匿名
市役所関係　　　　　　　　　　　　
叙大和屋、安城ロータリークラブ

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、篠田千
代子氏（再任・東栄町）、神
本マミ氏（榎前町）が委嘱さ
れました。任期は３年です。
■問 市民課（緯〈７１〉２２２２）

人権擁護委員が決定

■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。

広報あんじょう　2012.4.15牙

　３月１５日までに市社会福祉協議会に
寄せられた義援金は９４３１万９５４６円です。
３月１日～１５日受付分／敬称略　　　
都築悦夫、叙ネクスト、安城市婦人防
火クラブ連絡協議会、安城民謡の会、
エコネットあんじょうくらし部会、市
民陶芸まつり実行委員会、平成２４年ひ
とり親家庭等入進学激励会、ボーイス
カウト安城第２団、保福寺檀信徒一同、
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

　５月１日昇から、市役所で年金加入
者や受給者が自分の年金加入記録をイ
ンターネットで確認できる「ねんきん
ネット」サービスを始めます。
■時 受け付け施捷～晶午前９時～午後５
時（抄承を除く）

■他 日本年金機構ウェブサイト（http://
　www.nenkin.go.jp/)では、同内容
を確認できるサービスを実施してい
ます

■申 年金手帳など基礎年金番号がわかる
もの、運転免許証など顔写真付きの
本人確認ができるもの、印鑑を持っ
て、直接国保年金課（緯〈７１〉２２３１）へ

　※電話・郵送などでの申し込みは不
可。また、本人以外の人が申請する
場合は、本人自筆の委任状と代理人
の本人確認ができるものも持参して
ください。

年金加入記録がインターネ
ットで確認できます

　活動が市民憲章の精神に基づくもので、市民の模範であると認められる人
を表彰します。（安城市民憲章は本紙１４ページ参照）
●表彰対象　安城市民で次のような功労・善行を継続的に実施している個人・
団体（公職者としての行為や町内会などの活動は対象外）
①人命救助・奉仕活動など
②交通道徳、公共物愛護精神、その他公徳心の実践普及
③環境美化
④青少年の健全育成、非行防止
⑤文化・スポーツの高揚
⑥子育て・家庭教育
●「継続的に実施している」とは　次のとおり
実施頻度諮週１～２回程度施５年以上継続、月１～２回程度施１０年以上継続、
年１～６回程度施１５年以上継続、人命救助獅過去１年以内のもの
●その他　選考結果は書面で通知。７月の安城市民憲章推進協議会総会で表
彰状を授与
●申し込み　４月１７日昇～３０日承午前９時～午後５時（休館日を除く）に、推
薦書を持って文化センター（緯〈７６〉１５１５）へ

■内 調査内容施身近な水辺（河川、湖沼、
水路など）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　調査日時施５月２９日昇～６月
１２日昇のうちいずれかの日

■対 ２人以上のグループ（小学生以下は
保護者同伴）

■申 ４月１６日捷～５月１１日晶（松掌抄承

を除く）に清掃事業所（緯〈７６〉３０５３）
へ

流域モニタリング一斉調査
の参加者

■時 表彰式施１０月２８日掌

■対 昭和８年３月３１日以前に生まれ、自
分の歯が２０本以上ある市民（すでに
表彰を受けた人を除く）

■申 ４月１５日掌～５月３１日昭に、歯科医
へ行き、推薦書を作成してもらう
　※歯科医師を通じての申し込みとな
ります。

■問 市保健センター（緯〈７６〉１１３３）

「８０２０（ハチマルニイマル）
歯のコンクール」対象者

神本氏


