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デンパーククラブハウスの体験教室

画広報あんじょう 2013.3.1

■時３月１０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

■場■問堀内公園（緯〈９９〉５９４７）
利用料還元くじ引き
■時３月１６日松・１７日掌・２０日抄・２３日
松午前９時から

■内指定遊具の利用者を対象にくじ引き。
当たりが出たら、有料遊具利用券を
進呈
指定遊具諮１６日施汽車、１７日施メリ
ーゴーランド、２０日施観覧車、２３日
施サイクルモノレール

■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）
■￥指定遊具利用料
堀内公園まつり
■時３月２３日松・２４日掌午前１０時～午後
３時（景品がなくなり次第終了）
■内輪投げなどの模擬店
■対小学生以下の人
■￥各１００円
Ｌｅｔ’ｓ親子レクレーション
■時３月２７日昌午後１時３０分～２時３０分
■対４歳～小学３年生の子とその保護者
（１組で子ども２人まで）
■定１０組（先着順）
■持動きやすい服装
■申３月５日昇～２６日昇午前９時～午後
４時３０分（１１日捷・１８日捷・２１日昭

を除く）に堀内公園へ
花の小物作り
■時３月２９日晶午前１０時～正午
■内デコクレイ粘土による小物作り
■講飯田恵美氏（デコクレイアカデミー

めぐ み

講師）
■対５歳以上の人（未就学児は１８歳以上
の保護者同伴）
■定１０人（先着順）
■￥５００円
■申３月５日昇～２８日昭午前９時～午後
４時３０分（１１日捷・１８日捷・２１日昭

を除く）に堀内公園へ

堀内公園のイベント

■時３月２３日松午後２時～５時
■場市民会館
■内子どもへの日本語指導法、小学生へ
の支援を考えるワークショップ
■定５０人（先着順）
■申３月５日昇～２２日晶に、講座名「Ａ
小学生向けプログラム」、氏名、電話
番号、メールアドレス、日本語学習
支援活動歴（所属団体・活動年数）を
郵送かファクス、Ｅメールで県国際
交流協会日本語学習支援基金事務局
（〒４６０－０００１名古屋市中区三の丸２
－６－１／胃０５２〈９６１〉８０４５／kikin
@aia.pref.aichi.jp／緯０５２〈９６１〉１４０
９）へ
■問市民協働課（緯〈７１〉２２１８）

外国人の子どものための日
本語ボランティア養成講座

トールペイント教室
■時３月９日松・１０日掌午前１０時から
■講安永愛子氏（Ｍａｌｂｅｒｒｙ主宰）

あい こ

■定各５０人（当日先着順）
■￥７００円から
愛知県産米粉を使った「クッキー
ファクトリー」
■時３月９日松・１０日掌・１６日松・１７
日掌午前１０時～午後３時３０分

■￥７００円
■申時間内に同クラブハウスへ
手作りパン教室
■時３月９日松・１６日松・１７日掌午後
１時・２時３０分

■内デニッシュパンと動物あんパン作
り
■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

ジェルキャンドル教室
■時３月１６日松・１７日掌午前１０時から
■内ガラス細工とカラーサンドを入れ
て、オリジナルキャンドル作り
■定各５０人（当日先着順）
■￥１２００円から
簡単工作体験「紙で作るイースター
エッグ」
■時３月２０日抄午前１１時、午後２時
■定各１２人（先着順）
■￥５００円
■申３月６日昌午前９時３０分から同ク
ラブハウスへ

写真講座「マイ写真集を作っちゃお
う」
■時４月３日昌・１７日昌、５月８日昌・
２２日昌、６月５日昌・１９日昌午後
１時３０分（全６回）

■内テーマ施色彩でつづるミニブック
■講鶴田郁夫氏（フォトマスターＥＸ）

いく お

■￥６０００円（期間中の入園パスポート
付き）、別途写真集代

■申３月６日昌午前９時３０分から同ク
ラブハウスへ
春季やさしい写真講座
■時４月４日昭・１８日昭、５月１６日昭・
３０日昭、６月１３日昭・２７日昭午前
１０時（全６回）
■講細井哲雄氏（全日本写真連盟安城

てつ お

支部会員）
■￥６０００円（期間中の入園パスポート
付き）

■申３月６日昌午前９時３０分から同ク
ラブハウスへ
寄せ植え講座「ハンギングバスケッ
ト」
■時４月１２日晶午前１０時
■講野正美保子氏

み ほ こ

（ハンギング
バスケットマ
スター）

■定２０人（先着順）
■￥３５００円
■申３月６日昌～
２９日晶午前９時３０分～午後４時３０
分（昇を除く）に同クラブハウスへ

■場■問同クラブハウス（緯〈９２〉７１１２）
■他入園料別途。都合により変更の場合あり。詳細は問い合わせてください

素素敵な花の小物ができま素敵な花の小物ができますす

マーメイドパレス の 水 泳 教 室

■場■問歴史博物館（緯〈７７〉６６５５）
考古学最前線「西三河の弥生時代研究⑥」
■時３月９日松午後２時～３時３０分
■内西三河の弥生時代集落と鹿乗川流域
遺跡群

■講北島大輔氏（山口市教育委員会）
だい すけ

歴博小劇場「継承～日本伝統の心～『尺
八』」
■時３月１０日掌午後２時～３時３０分
■講磯村琴保氏

きん ほ

歴史博物館の催し

■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■時しし座のお話し施３月２日松・３
日掌・９日松・１０日掌・１６日松・２４
日掌午後１時３０分・３時（２４日は午
後１時３０分のみ） 星の海、のたり
のたりとヒドラが泳ぐ施３月１７日掌・
２０日抄・２３日松・３０日松・３１日掌午
後１時３０分・３時

■場■問文化センター（緯〈７６〉１５１５）

プラネタリウムの生解説

■時３月１９日昇午後２時～４時
■場文化センター
■内自分への手紙、自分を育てていく方
法

■講風早里
かざはやさと

美氏（ライクユアセルフ代表）
み

■対１８歳～３９歳の人とその家族
■定３０人（先着順）
■申３月７日昭～１８日捷午前８時３０分～
午後５時１５分（松掌を除く）に、郵送
か電話、ファクスで商工課（〒４４６－
８５０１住所記載不要／緯〈７１〉２２３５／胃

〈７６〉００６６）へ

親と若者のセミナー

■場■問マーメイドパレス（緯〈９２〉７３５１）
水中講座
■時３月１３日昌午前１１時～正午
■内■定初級水泳「クロールから始めま
しょう」施２０人、体験アクアビクス
施４０人（いずれも先着順）

■対１８歳以上の人
■￥施設使用料
■他託児あり（６カ月～未就園児、先着
５人）

■申３月５日昇午前１０時からマーメイド
パレスへ
お試しレッスン「アクアビクス」
■時３月１５日晶午後１時～１時５０分
■対１８歳以上の女性
■定４０人（先着順）
■￥施設使用料
■申３月５日昇午前１０時からマーメイド
パレスへ
ちびっこデー
■時３月１６日松・
１７日掌

■内■対未就学児
のプール利
用料が無料。
幼児用プー
ルにボールを解放
※保護者同伴。（保護者1人につき子
ども２人まで。オムツ着用の子は利
用不可）
アロマテラピーにふれよう
■時３月１９日昇午前１０時３０分～１１時３０分
■内花粉のムズムズを吹き飛ばす、精油

せい ゆ

を使ったルームスプレー作り
■講近藤晃己氏（日本アロマ環境協会イ

てる み

ンストラクター）
■対１８歳以上の人
■定１０人（先着順）
■￥８５０円
■申３月５日昇午前１０時からマーメイド
パレスへ
ＢＩＮＧＯ大会！
■時３月２０日抄午後２時
※１０分前からビンゴカードを配布。

■内ビンゴになったら施設利用券を進呈
■対当日のプール利用者
■定１００人（先着順）
フットセラピー体験会
■時３月２７日昌午前１０時３０分～１１時３０分
■対１８歳以上の人
■定１５人（先着順）
■￥５００円
■持動きやすい服装、バスタオル・フェ
イスタオル各２枚

■申３月５日昇午前１０時からマーメイド
パレスへ

マーメイドパレスの催し

定員対 象と き講座名

２０組幼児と
その親

４月７日掌・１４日掌・２１日掌・２８日掌午後１時～
１時５０分（全４回）親子水泳

２０人幼児
（４歳以上）

４月１０日昌～７月３日昌の毎週昌午後４時～４時
５０分（６月１９日を除く。全１２回）

幼児
スイミング

各
３０人

小学
１～３年生

４月７日掌～６月１６日掌の毎週掌午後２時～２時
５０分（５月５日を除く。全１０回）掌児童

スイミング ４月１２日晶～７月１２日晶の毎週晶午後４時～４時
５０分（５月３日、６月２１日を除く。全１２回）晶

１８歳以上
の女性

４月２日昇～７月９日昇の毎週昇午後１時～１時５０
分（４月３０日、５月７日、６月１８日を除く。全１２回）昇ゆったり

スイム ４月１１日昭～７月４日昭の毎週昭午後１時～１時
５０分（６月２０日を除く。全１２回）昭

各
４０人

４月２日昇～７月９日昇の毎週昇午前１１時～１１時５０
分（４月３０日、５月７日、６月１８日を除く。全１２回）昇アクアビ

クス ４月１２日晶～７月１２日晶の毎週晶午後１時～１時
５０分（５月３日、６月２１日を除く。全１２回）晶

■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１９日昇に公開代理抽選。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５３００円 その他獅６４００円
■申３月５日昇～１７日掌午前１０時～午後７時３０分（１１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。


