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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
ジェルキャンドル教室
■時４月２０日松・２１日
掌午前１０時から
■定各５０人（当日先着
順）
■￥１２００円から
愛知県産の米粉をつかった「クッキー
ファクトリー」
■時４月２０日松～２２日捷・２７日松～５月
６日承午前１０時～午後３時３０分
■￥７００円
■申時間内に同クラブハウスへ
デニッシュパンと動物あんパン作り
■時４月２０日松・２１日掌・２７日松～２９日
抄、５月３日抄～６日承午後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

石けんデコパージュ教室
■時４月２７日松・２８日掌

午前１０時から
■講杉浦なお壬氏（ハー

み

ブコーディネーター）
■定各５０人（当日先着順）
■￥５００円から
シルバーアクセサリー教室
■時４月２９日抄午前１０時から
■講近藤祐子氏（日本

ゆう こ

ジュエリーデザイ
ナー協会正会員）
■定５０人（当日先着順）
■￥１５００円から
ガラス細工＆とんぼ玉教室
■時５月３日抄午前１０時から
■講杉浦英津子氏（が

え つ こ

らすあそび KERY
主宰）
■定５０人（当日先着順）
■￥１５００円から
花のリース作り教室
■時５月４日抄午前１０時から
■講内藤満里子氏（花遊舎）

ま り こ

■定５０人（当日先着順）
■￥１０００円から
押し花教室
■時５月５日抄・６日承午前１０時から
■講長谷川はる子氏（ふしぎな花倶楽部

こ

インストラクター）
■定各５０人（当日先着順）
■￥５００円から

■場■問デンパーク（緯〈９２〉７１１１）
ＪＲ安城駅から無料シャトルバスを運
行します
■時４月２７日松～２９日抄、５月３日抄～
６日承

■場ＪＲ安城駅①番バスのりば
グルメ＆クラフトビールフェア
■時４月２７日松～２９日抄

■内浜松餃子・豊川いなり・瀬戸焼きそ
ば・四日市とんてきなどの食べ物、
県下の地ビールが楽しめます

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
かわいい動物ふれあい広場
■時５月３日抄～６日承

■内うさぎレース、リクガメやヘビとの
記念撮影。アルパカもやってきます。

ドキドキ！プリキュアキャラクターシ
ョー
■時５月５日抄午前１１時、午後２時３０分
はなかっぱキャラクターショー
■時５月６日承午前１１時、午後２時３０分

■赤ちゃん読み聞かせ・このゆびと
～まれの「にこにこ会」
■時５月１０日晶・１７日晶・３１日晶、６
月７日晶午前１０時３０分～１１時（全
４回）
■対生後１０カ月までの子とその保護者
で、全てに参加できる未受講の人
■定１５組（先着順）
■申４月２３日昇午前９時から電話で同
館へ

■５月１日昌から無線ＬＡＮインタ
ーネット接続サービスの実証実験を
開始
図書館の利用者カード番号とパス
ワードを申請し、無線ＬＡＮ対応の
パソコン・スマートフォンを持参す
れば、利用することができます。ぜ
ひ活用してください。利用者カード
がない場合は、登録をお願いします。

７日昇・１３日捷・２０日捷・２４日晶・
２７日捷

催し・お知らせ

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!

５月の休館日

中央図書館（緯〈７６〉６１１１）

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
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※対象年齢は、目安です。

おはなし会
５月２日昭
午前１０時３０分

おはなしゆりかご
（０～２歳）

５月３日抄
午前１０時３０分

おはなしポッケ
（０～２歳）

５月４日抄
午後３時

おはなしレストラン
（小学生以上）

５月８日昌
午前１０時３０分

おはなしたまてばこ
（１～５歳）

５月１１日松
午後２時

おはなしどんどん
（１歳～小学校低学年）

５月１６日昭
午前１０時３０分

いないいないばあ
（１～５歳）

５月１９日掌
午後２時

かみしばいの会
（幼児～小学校低学年）

５月２１日昇・
２８日昇
午前１０時３０分

えほんとわらべうたの
会（０～２歳）

５月２２日昌
午前１０時３０分

おはなしまあだ
（１～５歳）

５月２５日松
午前１１時

大人のための絵本朗読
会（一般）

５月３０日昭
午前１０時３０分

おはなしの森
（１～５歳）

浜浜松餃浜松餃子子

安城市民憲章実践者の推薦募集

■時５月１２日掌午前１０時（雨天中止）
■場無

む

量
りょう

寿寺・八橋かきつばた園（知立
じゅ じ

市） 集合場所獅北部公民館駐車場
■持昼食・水筒・雨具・敷物など
■他乗り合わせか公共交通機関でお越し
ください。希望する人は、在原寺・

ざいげん じ

根上りの松・業平塚も巡ります
ね あが なりひらづか

■問市体育館（緯〈７５〉３５３５）

■時基礎講習会獅５月１８日松午後１時３０
分～３時、フォローアップ講習会獅

７月２０日松午後３時１５分～４時１５分
（全２回）
■場リサイクルプラザ
■内スターターキットを使って、生ごみ
を堆肥化するダンボ－ルコンポスト
の講習
■講安城市消費生活学校
■対市内在住の１８歳以上の人
■定１５人程度（先着順）
■￥７００円
■申４月１９日晶午前９時から（松掌抄承

を除く）清掃事業所（緯〈７６〉３０５３）へ

■場■問丈山苑（緯〈９２〉７７８０）
春の宵開苑
■時５月４日抄・５日抄・１１日松・１２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）
■￥入苑料１００円（中学生以下は無料）、呈
茶料３００円
新緑茶会
■時５月１２日掌午前１０時～午後３時
■他晴天時は野点あり

の だて

■￥入苑料１００円（中学生以下は無料）、呈
茶料３００円
イネ・セイミコンサート

■時６月１日松午後６時～７時
■内出演獅イネ・セイミ（フルート）、Ｍ
ＡＢＯ雅弥（パーカッション）、望月

まさ や

雄史（ギター）
たけ し

■定１２０人（先着順）
■￥１０００円（中学生以下は９００円）
■申４月２０日松からの午前９時～午後５
時（休苑日を除く）に電話で同苑へ

■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。

■時５月１６日昭・１７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２２日捷～２６日晶午前８時３０分～
午後５時に、申込書と写真を持って
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。

丈山苑の催し 甲種防火管理新規講習

カキツバタ歩け運動

ダンボールコンポスト講習
会

活動が市民憲章（本紙２０ページ）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。
●対象 安城市民で、次の①～⑥のような功労・善行を継続的に実施してい
る個人および団体（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、非行防止など
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。実践頻度諮週１～2回程度獅

５年以上継続、月１～2回程度獅１０年以上継続、年１～６回程度獅１５年間
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します。６月の安城市民憲章推進協議会総
会で表彰状を授与します
●申し込み ４月１７日昌～２９日抄午前９時～午後５時（２２日捷を除く）に、推
薦書を持って文化センター（緯〈７６〉１５１５）へ
※推薦書は、同センター・市公式ウェブサイトで配布。

■対■時■場乳幼児諮８日昌・２９日昌獅東部
公民館、１０日晶・３１日晶獅高棚町公
民館、１４日昇・２８日昇獅南部公民館
いずれも午前１０時～１１時

■問子育て支援センター（緯〈７２〉２３１７）

５月の移動児童館
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■他オムツ着用の人は利用できません。
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）
■場■問マーメイドパレス（緯〈９２〉７３５１）

ジャンケン大会
■時４月２１日掌午後２時
■内ジャンケンで勝った人にマーメイド
パレス無料券を進呈
■対当日のプール利用者
■定１００人（先着順）
■￥施設使用料
水中宝探し
■時４月２７日松午前１０時から
■内プールに隠されたカプセルを見つけ
た人におもちゃを進呈
■対小学生以下
■定５０人（先着順）
■￥施設使用料
お菓子のつかみどり
■時４月２８日掌午前１０時から
■内つかんだ分のお菓子を進呈
■対小学生以下
■定５０人（先着順）
■￥施設使用料
文字探しラリー
■時４月２９日抄午前１０時から
■内プールに隠された文字から正しいキ
ーワードを完成した人にお菓子を進
呈
■対小学生以下
■定５０人（先着順）
■￥施設使用料
プールこども無料開放
■時５月３日抄～６日承

■対中学生以下

マーメイドパレスの催し

■場■問歴史博物館（緯〈７７〉６６５５）
入門講座「安城の歴史①」
■時４月２７日松午後２時～３時３０分
■内安城の縄文・弥生・古墳時代
映画会「松本清張シリーズ①」
■時４月２８日掌午前１０時～午後０時５分
■内彩

いろど

り河
がわ

体験講座「鎧の試着会」
■時５月５日抄午前１０時～午後３時
体験講座「古文書の修理をする」
■時５月１８日松午前１０時から
■講ＮＰＯ文化財を守る会
■定２０人（先着順）
■￥５００円
■申４月２０日松からの午前９時～午後５
時（休館日を除く）に電話で同館へ

歴史博物館の催し

碧海信用金庫本店前会場（御幸本町）
■時４月２７日松午前９時から（商品がな
くなり次第終了）
■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４月２７日松午前１０時～午後３時
■内地元産野菜・特産物のグルメ品販売、
手作り市、一色漁港で水揚げされた
新鮮な魚介類や海産物の販売、安城
商店街アイドル「看板娘。」ステージ、
きーぼー撮影会、まちなかスタンプ
ラリー＆くじ引き、きーぼーグッズ
販売、桜井凧保存会協力のきーぼー
凧づくりコーナー、PitchFMサテ
ライトカーからの菓子まき
■問商工課（緯〈７１〉２２３５）、叙安城スタイ
ル（緯〈７３〉９５１１）

今月のきーぼー市場
■時６月２３日掌

■場名古屋市内
■内甲種・乙種全類・丙種
■他予備講習会については、鋤愛知県危
険物安全協会連合会ウェブサイトで
確認してください
■申電子申請獅５月１０日晶午前９時～１９
日掌午後５時に、除消防試験研究セ
ンター愛知県支部ウェブサイトから
郵送・持参獅５月１３日捷～２２日昌午
前９時～午後５時（松掌を除く）に除

消防試験研究センター愛知県支部
（〒４６１－００１１名古屋市東区白壁１－
５０／緯０５２〈９６２〉１５０３）へ
※願書は４月３０日昇から安城消防署
で配布。

危険物取扱者試験

■時１日昌～３日抄・６日承・８日昌～
１１日松・１４日昇～１７日晶・２１日昇～
２５日松・２８日昇～３１日晶午後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）

５月の土器づくり教室

■時５月１４日昇午後２時～４時
■場衣浦東部保健所（刈谷市）
■内実技「みんなで笑おう！～笑い体操
～」、交流会
■講河村聡枝氏（愛知笑い健康事務局）

さ え

■対１８歳以上の神経系難病患者（パーキ
ンソン病関連疾患・脊髄小脳変性症・
多発性硬化症・多系統萎縮症・筋萎
縮性側索硬化症）とその家族
■定３０人（先着順）
■申５月２日昭～１３日捷（松掌抄承を除
く）に衣浦東部保健所健康支援課（緯

〈２１〉４７７８）へ

神経系難病患者・家族教室
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駐車場防犯カメラ設置補助を受け付け

■場■問堀内公園（緯〈９９〉５９４７）

堀内公園春まつり
■時４月２７日松～２９日抄午前９時
■内輪投げ・スーパーボールすくい
■対小学生以下
■￥１００円
体験！昔あそび
■時５月１日昌～６日承午前１０時～午後
３時
■内竹馬・けん玉遊び
作ってみよう！「折り紙DEかぶとづ
くり」
■時５月３日抄午前１０時～午後３時
※材料が無くなり次第終了。
こどもの日記念「遊具こども無料開放」
■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、メルヘン号、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。

■時５月１９日掌～８月２５日掌

■内体重測定を毎日しながら、ダイエッ
トに挑戦。参加者へは、ダイエット
情報や講座を紹介します。１００日間
連続で記録をつけた人には参加賞を
進呈
■対市内在住または在勤の１８歳以上で、
BMIが２３以上でやせたいと思って
いる人
■定１００人（先着順）
■他希望者には、保健師、管理栄養士が
ダイエットをお手伝いします
■申４月２２日捷～５月１０日晶に、申込書
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.aichi.jp／緯〈７６〉
１１３３）へ
※申込書は、同センター・市公式
ウェブサイトで配布。

堀内公園の催し

１００日間ダイエットチャレ
ンジ２０１３

補助は、今年度限りとなります。
●補助金額 補助対象経
費の２分の１（ただし、
防犯カメラは１台５万円
で４台まで。録画装置一
体型防犯カメラは１台８
万円で４台まで。録画装
置は１台のみで１２万５０００
円を上限）
●対象 補助対象獅駐車
場に設置する防犯カメラ、
録画装置一体型防犯カメ
ラ、録画装置の購入費
対象駐車場獅５台以上駐
車できる次の駐車場 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
●申し込み ５月１５日昌～１１月２９日晶（松掌抄を除く）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。

■時４月２１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
■内産直農産品青空市、押し花キーホル
ダー教室、ペットボトルロケット飛
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）

榎前町せせらぎ・れんげま
つり

住宅、公共施設、隣接作物などの周
辺は緩衝区を設け、十分に注意して散
布します。また、強風時は散布しませ
ん。散布作業中は危険ですので、近寄
らないよう、お願いします。
■時４月中旬～５月中旬
■場市内小麦栽培ほ場（水田）
■内散布方法獅乗用管理機および無人ヘ
リコプター 使用農薬獅小麦赤かび
病用殺菌剤（農水省登録農薬）
■問ＪＡあいち中央営農資材課（緯〈７３〉
４４０２）、同農畜産課（緯〈７３〉４４０６）、市
農務課（緯〈７１〉２２３３）

小麦病害防除を実施

■時４月１５日捷～３０日昇午前８時３０分～
午後５時１５分（松掌抄を除く）

■内農地の「貸し手」と「借り手」の賃貸借
の申し出をとりまとめたもの 利用
権設定面積獅２０５ヘクタール

■場■問農務課（緯〈７１〉２２３４）

農用地利用集積計画の縦覧

広報あんじょう 2013.4.15蛾
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