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■場■問デンパーク（緯〈９２〉７１１１）
カブトムシの幼虫掘り体験
■時３月２７日昌～２９日
晶、４月６日松・
７日掌午前９時３０
分～正午（雨天中
止）
■対小学生以下
■定各１００人（先着順）
■持軍手・幼虫を入れる物
■他１人２匹まで持ち帰りできます
春の山野草展
■時４月３日昌～８日捷

■内イカリソウ、ウラシマソウなど春の
山野草約２００点を展示
フラワーフェスティバルイベント
■時■内４月６日松午前１１時、午後２時３０
分獅ニッチェお笑いライブ ４月７
日掌獅キッズゲームフェスタ ４月
１３日松・１４日掌・２０日松・２１掌午前
１１時、午後１時・３時獅大道芸パ
フォーマンス ４月２０日松・２１日掌

獅デンパークの花苗生産者による販
売会
チューリップの摘み取り体験
■時４月１３日松・１４日掌午前１０時～午後
３時
※生育状況や天候により、変更・中
止の場合あり。
■定各３００人（先着順）
■￥３本１００円

■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
愛知県産の米粉をつかったクッキー
ファクトリー
■時３月２０日抄・２３日松～２５日捷・２８日
昭～４月１日捷午前１０時～午後３時
■￥７００円
■申時間内に同クラブハウスへ
押し花教室
■時３月２３日松・２４日掌午前１０時
■内押し花のキーホルダーや栞づくり

しおり

■講長谷川はる子氏（ふしぎな花倶楽部
インストラクター）
■定各５０人（当日先着
順）
■￥５００円から
手作りパン教室
■時３月２３日松～２５日捷・２８日昭～３１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

フォトスポット撮影ツアー
■時３月２３日松午後１時３０分
■内花を綿菓子のように撮影するコツ
■講鶴田郁夫氏

いく お

■定２０人（当日先着順）
■￥１３００円
春のガイドツアー
■時３月２３日松午後２時
■内園内の見どころを紹介
■定２０人（当日先着順）
春休みいちご大福教室
■時３月２４日掌・２５日捷・２８日昭～３１日
掌午後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

春休みジェルキャンドル教室
■時３月２５日捷・２７日昌～２９日晶、４月
１日捷・３日昌～５日晶午前１０時か
ら
■定各５０人（当日先着順）
■￥１２００円から
ガラス細工＆とんぼ玉教室
■時３月３０日松・３１日掌午前１０時
■内ガラスビーズやとんぼ玉、ストラッ
プ、ネックレス作り
■講杉浦英津子氏（がら

え つ こ

すあそびKERY主宰）
■定各５０人（当日先着順）
■￥１５００円から

■時４月１４日掌午
前９時３０分～
午後２時３０分
※雨天中止。
■場 ■内八ツ面山
（西尾市）まで
の往復約１１灼を歩きます 集合場所
獅ＪＡあいち中央桜井支店（桜井町）
コース獅同桜井支店～安正寺～志貴
野橋～八ツ面山
■持昼食・水筒・敷物・携帯雨具
■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）

■子ども読書の日記念「タッジー・
マッジーのおはなしとおんがくの会」
■時４月２０日松午後３時３０分～４時３０
分
■内絵本の読み聞かせと楽器の演奏
■定５０人（当日先着順）

１日捷・８日捷・１５日捷・２２日捷・
２６日晶・３０日昇

催し

４月の休館日

中央図書館（緯〈７６〉６１１１）

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!

※対象年齢は、目安です。

おはなし会
４月２日昇・
１６日昇
午前１０時３０分

えほんとわらべうたの
会（０～２歳）

４月４日昭
午前１０時３０分

おはなしゆりかご
（０～２歳）

４月６日松
午後３時

おはなしレストラン
（小学生以上）

４月１０日昌
午前１０時３０分

おはなしたまてばこ
（１～５歳）

４月１３日松
午後２時

おはなしえがお
（１歳～小学校低学年）

４月１８日昭
午前１０時３０分

いないいないばあ
（１～５歳）

４月１９日晶
午前１０時３０分

このゆびと～まれ
（０～２歳）

４月２１日掌
午後２時

かみしばいの会
（幼児～小学校低学年）

４月２３日昇
午前１０時３０分

絵本好き集まれ！
－おすすめ絵本紹介－

４月２４日昌
午前１０時３０分

おはなしまあだ
（１～５歳）

テーマは、「リニア中央新幹線がもた
らす地域のポテンシャル」。平成３９年開
通予定の、東京・名古屋間リニア中央
新幹線によりもたらされる、さまざま
な可能性を最大限に引き出し活用して
いくために、本市を含むこの地域の１０
年後２０年後の未来に向けた「まちづく
り」と、優先的に取り組むべき地域の
課題を、広域的視点で考えます。
■時４月１６日昇午後２時
■場ホテルグランドティアラ安城（三河
安城南町）
■内陰基調講演 講師獅藻谷浩介氏（叙

も たに こう すけ

日本総合研究所） 隠パネルディス
カッション コーディネーター獅飯

いい

尾
お

歩氏（中日新聞論説委員）、パネリ
あゆみ

スト獅藻谷浩介氏、大村秀章氏（愛
知県知事）、加藤義人氏（三菱UFJリ

よし と

サーチ＆コンサルティング）、神谷学
（安城市長）
■問企画政策課（緯〈７１〉２２０４）

デンパーククラブハウスの
体験教室

デンパークフラワーフェス
ティバル

八ツ面山歩け運動

東海道新幹線三河安城駅開
業２５周年記念シンポジウム
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■時■内４月１０日昌～７月１０日昌の毎週昌

（５月１日昌・６月２６日昌を除く、
全１２回） クラスⅠ（あいさつから始
める基礎的な英会話）獅午後６時３０
分～７時３０分 クラスⅡ（積極的に
会話を楽しむ実用英会話）獅午後７
時４５分～８時４５分
※両クラスとも日本語は使いません。
■場市民会館
■対市内在住または在勤の人（高校生以
下、過去３年
間に５回以上
受講した人を
除く）
■定各３０人
■￥５０００円（国際
交流協会個人会員は３０００円）
■申３月２７日昌の、クラスⅠ獅午後６時
～６時３０分、クラスⅡ獅午後７時１５
分～７時４５分（午後６時３０分・７時
４５分の時点で定員を超えた場合、過
去に受講したことのない人を優先し
た上で抽選）に、費用を持って市民
会館へ
※１人で２人分以上の申し込み不可。
定員に満たない場合は、翌日以降、
市国際交流協会で受け付け。
■問市国際交流協会（緯〈７１〉２２６０）■場■問堀内公園（緯〈９９〉５９４７）

春休み企画「じゃんけん大会」
■時３月２６日昇～２８日昭午後１時３０分・
３時３０分
■内じゃんけんで勝った人に景品を進呈
■対小学生以下
春休み企画「フワフワ遊具に乗ろう」
■時３月２９日晶～３１日掌午前１０時～午後
４時
※雨天中止。
■内有料遊具（サイクルモノレール・メ
リーゴーランド・汽車・観覧車）の
いずれか２つ以上を利用すると、フ
ワフワ遊具で遊べます
■対小学生以下
お得な回数券の販売
■時４月１日捷～５月６日承午前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すると有料
遊具利用券を２枚進呈 販売場所獅

公園管理事務所

■時２日昇～６日松・
９日昇～１３日松・
１６日昇～１９日晶・
２３日昇～２７日松・
２９日抄午後１時
～４時（受け付
けは午後２時ま
で）
■対小学生以上（小学１・２年生は保護
者同伴）
■場■問埋蔵文化財センター（緯〈７７〉４４９０）

■対■時■場乳幼児諮５日晶・１９日晶獅高棚
町公民館、９日昇・２３日昇獅南部公
民館、１０日昌・１７日昌獅東部公民館
いずれも午前１０時～１１時
■問子育て支援センター（緯〈７２〉２３１７）

■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■問歴史博物館（緯〈７７〉６６５５）
映画会「戦国武将シリーズ韻」
■時３月２４日掌午前１０時、午後2時
■内伊達政宗～百万石への挑戦～、激突
武田信玄と上杉謙信（ＮＨＫ「その時
歴史が動いた」より）
企画展記念講演会「文化財を救え！～
東日本大震災と文化財レスキュー」
■時３月３１日掌午後２時～３時３０分
■講前川さおり氏（遠野文化研究セン
ター調査研究課）
かしわもちをつくろう
■時４月２１日掌午前１０時～正午
■定２０組（定員
を超えた場
合は抽選）
■￥１組８００円
■申４月２日昇

まで（必着）
に、はがき
に代表者の住所・氏名・電話番号・
参加人数を記入し、郵送で歴史博物
館（〒４４６－００２６安城町城堀３０）へ

■場■問マーメイドパレス（緯〈９２〉７３５１）
水中宝探し
■時３月２４日掌午前１０時
■内プール内に隠されたカプセルを見つ
けた人に景品を進呈
■対小学生以下のプール利用者
■定５０人（先着順）
■￥施設利用料
ゲームコーナー（有料）
■時３月２４日掌午前１１時～午後３時
■内輪投げやスーパーボールすくいなど
の模擬店
じゃんけん大会
■時３月２４日掌午後２時
■内じゃんけんで勝った人にマーメイド
パレス無料券を進呈
■対プール利用者
■￥施設利用料

■時３月２０日抄午前１０時、午後１時３０分
■内マダガスカル３（日本語吹き替え版）
※３Ｄではありません。
■定３００人（当日先着順）
■持座布団などの敷物
■場■問南部公民館（緯〈９２〉３５２１）

４月の土器づくり教室

歴史博物館の催し

堀内公園の催し

４月の移動児童館

春の親子映画会

マーメイドパレス感謝祭

地球環境に大きな役割を果たす森林
の役割や保全の大切さを体感できます。
■時５月１１日松午前７時１５分～午後５時
（植樹祭は午前１０時から）
■場ネバーランド（長野県根羽村） 集合
場所獅市役所西会館
※往復とも市の大型バスで移動。
■対小学生以上（小・中学生は保護者同
伴）
■定２０組（２人１組）
※定員を超えた場合は抽選。
■持昼食など
■申４月３日昌～１０日昌午前８時３０分～
午後５時１５分（６日松・７日掌を除
く）に電話で財政課（緯〈７１〉２２１０）へ

植樹祭in根羽村

外国人講師による英会話講
座
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