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■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 2013.12.1５

ミニ門松作り教室
■時１２月２５日昌午前１１時、午後２時
■定各１０人（先着順）
■￥１個７００円
■申１２月２０日晶午前９時３０分から同クラ
ブハウスへ

ジェルキャンドル教室
■時来年１月２日昭～５日掌午前１０時～
午後３時
■定各５０人（当日先着順）
■￥１２００円から
新春いちご大福教室
■時来年１月２日昭～５日掌午前１１時、
午後１時・２時３０分
■定各１６人（当
日先着順）
■￥５００円
■申当日午前９
時３０分から
同クラブハ
ウスへ
手作りパン教室「デニッシュパン＆動
物あんパン」
■時来年１月２日昭～５日掌午後１時・
２時３０分
■定各１８人（当日先着順）
■￥５００円
■申当日午前９時３０分から同クラブハウ
スへ

シルバーアクセサリー教室
■時１２月２１日松・２２日掌午前１０時～午後
３時
■講近藤祐子氏

ゆう こ

（日本ジュ
エリーデザ
イナー協会
正会員）
■定各５０人（当日先着順）
■￥１５００円から
手作りパン教室「クリスマスツリーパ
ン＆デニッシュパン」
■時１２月２１日松～２３日抄午後１時・２時
３０分・４時
■定各１８人（当日先着順）
■￥５００円
■申当日午前９時３０分から同クラブハウ
スへ
愛知県産の米粉を使ったクッキーファ
クトリー
■時１２月２１日松～２５日昌、来年１月２日
昭～６日捷午前１０時～午後３時（１２
月２１日～２３日
は午後６時ま
で）
■内冬限定のジン
ジャークッキ
ーを作ります
■￥７００円

■かみしばいの会新年お楽しみ会
正月の遊びをします。
■時来年１月１９日掌午後２時

■持ち込みパソコン優先席・グ
ループ学習者優先席を設置
３階第１特別閲覧室に、持ち込み
パソコン優先席（１０席）とグループ
学習席（４人掛けを４カ所）を設けま
した。持ち込みパソコン優先席およ
び２階参考資料室の社会人専用学習
席（１４席）は、パソコン用電源コン
セントが利用できます。
※インターネットへの接続は、図書
館公衆無線ＬＡＮを利用してくだ
さい。
※電源コンセントはパソコン専用で
す。携帯電話やゲーム機などの充
電はできません。
※持ち込みパソコン優先席およびグ
ループ学習優先席の近くでは、キ
ーボードを叩く音や討議の会話が
周囲まで聞こえる場合があります。

１日抄～４日松・６日捷・１４日昇・
２０日捷・２４日晶・２７日捷

中央図書館の携帯電話
用ウェブサイトへ葛葛

中央図書館（緯〈７６〉６１１１）

来年１月の休館日

■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

ンパーククラブハウスの体験教室デ

んかく２１カレッジ～素敵
に生きる～

さ

おはなし会
来年１月７日昇
・２１日昇午前１０
時３０分

えほんとわらべうた
の会（０～２歳）

来年１月８日昌
午前１０時３０分

おはなしたまてばこ
（１～５歳）

来年１月９日昭
午前１０時３０分

おはなしゆりかご
（０～２歳）

来年１月１１日松
午後２時

おはなしどんどん
（幼児～小学３年生）

来年１月１６日昭
午前１０時３０分

いないいないばあ
（１～５歳）

来年１月２２日昌
午前１０時３０分

おはなしまあだ（１
～５歳）

来年１月２５日松
午前１１時

大人のための絵本朗
読会（一般）

来年１月２８日昇
午前１０時３０分

絵本好き集まれ！お
すすめ絵本紹介

来年１月３０日昭
午前１０時３０分

おはなしの森（１～
５歳）
※対象年齢は目安です。

「きーぼー市場」がリニューアル。Ｊ
Ｒ安城駅南側が歩行者天国となります。
碧海信用金庫本店前会場（御幸本町）
■時１２月２８日松午前９時（商品が無くな
り次第終了）

■内地元産野菜の販売、調理アドバイス
■問農務課（緯〈７１〉２２３３）
ＪＲ安城駅南側ホコ天会場（御幸本町）
■時１２月２８日松午前１０時～午後２時
■内地元産野菜・特産物・新鮮な魚介類
の販売、手作り市、飲食ブース、グ
ルメ移動車、
商店街アイ
ドル「看板
娘。」ステー
ジ、きーぼ
ーＳＨＯＰ
mini、ま
ちなかラリ
ー

■問商工課（緯〈７１〉２２３５）、叙安城スタイ
ル（緯〈７３〉９５１１）

月のホコ天きーぼー市今

自自分だけの作品を作ろ自分だけの作品を作ろうう

ジンジャークッキジンジャークッキーー

いちご大いちご大福福

■場市民交流センター
■時■内■講下表のとおり。いずれも午前１０
時～正午（全３回）

■定４０人（先着順）
■他託児あり（要予約。先着各５人、１
人１回３００円）
■申来年１月６日捷～２０日捷午前８時３０
分～午後５時１５分（松掌抄を除く）に、
市民協働課（緯〈７１〉２２１８）へ

講師内容とき

松岡万里子氏
ま り こ

（ＮＰＯ法人ing
代表）

その関係素
敵ですか？

来年２月
１日松

久末美智子氏
ひさ すえ み ち こ

（医療コーディ
ネートフィレー
ル代表）

納得して医
療を受ける
ために

２月２日
掌

田中理恵氏（愛
り え

知県警察子ども
女性安全対策課）

女性のため
の防犯教室
（講義・護
身術の実技）

２月８日
松

小山将人氏（安
まさひと

城警察署地域課）

ＪＲ安城駅前がホコ天ＪＲ安城駅前がホコ天にに

■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

山苑新春茶会丈
■時来年１月１３日抄午前１０時～午後３時
■￥入苑料１００円（中学生以下無料）、呈茶
料３００円
■他箏の演奏もあります

こと

■場■問丈山苑（緯〈９２〉７７８０）

ンパーク新春イベントデ
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■￥入園料
■場■問デンパーク（緯〈９２〉７１１１）
三河万歳の初舞
■時来年１月２日昭午前１１時
餅投げ
■時来年１月２日昭～５日掌午後１時
（雨天中止）
書道パフォーマンス
■時来年１月２日昭午後２時

舞楽（ぶがく）
■時来年１月３日晶午前１１時、午後２時
祝太鼓
■時来年１月４日松午前１１時、午後２時
津軽三味線
■時来年１月５日掌午前１１時、午後２時

安城の三河万歳保存会による新春招福の舞
■時■場来年１月１日抄午前０時施白山比売神社（今本町）・南明治八幡社（花ノ木

はく さん ひ め

町）・大岡白山神社（大岡町）・榎前八劔神社（榎前町） 午前０時４５分施
はっ けん

不乗
のら ずの

森神社（里町）・上条
もり

白山媛神社（上条町）・池浦天満宮（池浦町） 午前１時１５
はく さん ひめ

分施二本木八幡社（緑町）
■問歴史博物館（緯〈７７〉６６５５）
丈山苑新春三河万歳
丈山小学校の児童が
舞う「新春招福の舞」を
お楽しみください。
■時来年１月１１日松午後
２時～２時２０分
■￥入苑料１００円（中学生
以下無料）
■場■問丈山苑（緯〈９２〉７７８
０）

ーメイドパレスの催しマ
■他小学３年生以下は保護者同伴。保護
者１人につき２人まで可

■場■問マーメイドパレス（緯〈９２〉７３５１）
ちびっこデー
■時１２月２１日松～２３日抄

■内未就学児のプール利用料が無料。幼
児プールにボールを開放
※オムツの子は不可。同伴の保護者
は施設利用料がかかります

お菓子つかみどり
■時１２月２１日松～２３日抄午前１０時から
■対当日プールを利用した中学生以下
■定各１００人（当日先着順）
■￥施設利用料
水中宝探し
■時１２月２３日抄午前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

■対当日プールを利用した小学生以下
■定５０人（当日先着順）
■￥施設利用料
お楽しみ抽選会
■時１２月２３日抄午前１０時から
■内景品や施設利用券が当たる抽選会
■対当日プールまたはトレーニングルー
ムを利用した高校生以上

■定１００人（当日先着順）
■￥施設利用料

■時来年１月１０日晶・１３日抄・１５日昌～
１８日松・２１日昇～２４日晶・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）

月の土器づくり教室１

ーぼーに年賀状を送ろうき
投函された年賀状は、来年１月に安
城郵便局に展示します。また、来年１
月２５日松のホコ天きーぼー市で、年賀
状の中からきーぼーグッズが当たる抽
選会を実施します。
■申１２月２５日昌まで（必着）に、裏面にき
ーぼーのイラストと願いごとを記入
し、表面に住所・氏名と宛名に「き
ーぼーへ」と記入し、郵送で安城郵
便局（〒４４６－８７９９桜町１６－３安城郵
便局留）へ

■問商工課（緯〈７１〉２２３５）、叙安城スタイ
ル（緯〈７３〉９５１１）

■対■時■場乳幼児 ▼来年１月７日昇・２８日
昇獅南部公民館 １５日昌・２９日昌獅

東部公民館 １７日晶・３１日晶獅高棚
町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）

月の移動児童館１

史博物館の催し歴
■場■問歴史博物館（緯〈７７〉６６５５）
考古学最前線Ⅲ「西三河の古墳時代研
究」
■時１２月２１日松午後２時～３時３０分
■内桜井古墳群と鹿乗川流域遺跡群
映画会「大滝秀治を偲ぶシリーズ韻」
■時１２月２２日掌午前１０時～正午
■内「私が棄てた女」１９６９年作品 出演獅

す

河原崎長一郎、浅丘ルリ子ほか

■時来年１月１８日松午前１０時～１１時
■場安城更生病院（安城町）
■内認知症の基礎知識、対応の仕方など
■講キャラバン・メイト（認知症サポー
ター市認定講師）
■対市内在住の１８歳以上
■問安城更生病院医療福祉相談室（緯〈７５〉
２１１１）、市介護保険課（緯〈７１〉２２２６）

知症サポーター養成講座認

丈丈山小の児童が三河万歳を披露しま丈山小の児童が三河万歳を披露しますす

書道パフォーマン書道パフォーマンスス


