
俄

■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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■除籍本リサイクルフェア
■時３月１５日松・１６日掌午前９時～午
後３時（当日、入場時間を指定し
た整理券を配布。状況により早め
に終了の場合あり）
■内図書館で不要になった本や雑誌を
１人１０冊まで進呈

■持本を入れる袋

■除籍本リサイクルフェアでの
ボランティア募集
■時３月１４日晶午前９時～正午、１５日
松・１６日掌午前８時３０分～１１時３０
分、午後２時～５時
■内除籍本リサイクルフェアの準備、
受付、会場係、片付け
■対中学生以上
■定各１５人
■他除籍本を３０冊まで進呈
■申２月２５日昇午前９時から中央図書
館へ

３日捷・１０日捷・１７日捷・２４日捷・
２８日晶・３１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）

３月の休館日

おはなし会
３月１日松午後
３時

おはなしレストラン
（小学生以上）

３月４日昇・１８
日昇午前１０時３０
分

えほんとわらべうた
の会（０～２歳）

３月６日昭午前
１０時３０分

おはなしゆりかご
（０～２歳）

３月７日晶午前
１０時３０分

おはなしポッケ（０
～２歳）

３月８日松午後
２時

おはなしどんどん
（幼児～小学３年生）

３月１２日昌午前
１０時３０分

おはなしたまてばこ
（１～５歳）

３月１６日掌午後
２時

かみしばいの会（幼
児～小学校３年生）

３月２０日昭午前
１０時３０分

いないいないばあ
（１～５歳）

３月２２日松午前
１１時

大人のための絵本朗
読会（一般）

３月２６日昌午前
１０時３０分

おはなしまあだ（１
～５歳）

３月２７日昭午前
１０時３０分

絵本好き集まれ！お
すすめ絵本紹介
※対象年齢は目安です。

■対■時■場乳幼児諮４日昇・１８日昇獅南部
公民館 ５日昌・１９日昌獅東部公民
館 ７日晶・２８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）

■時３月１日松・４日昇～７日晶・１１日
昇～１５日松・１８日昇～２１日抄・２５日
昇～２９日松午後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３３３３３３３３３３３ 月の移動児童館３３３３３３３３３３３

■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
■場■問同クラブハウス（緯〈９２〉７１１２）
シルバーアクセサリー教室
■時２月２２日松・２３日掌午前１０時～午後
３時
■内シルバー、レジン（樹脂）のオリジナ
ルアクセサリー作り
■講近藤祐子氏（日本ジュエリーデザイ

ゆう こ

ナー協会正会員）
■定各５０人（当日先着順）
■￥１５００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２月２２日松～２４日捷、３月１日松～
３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

３Ｄカードクラフト教室
■時３月１日松午前１０時～午後３時
■講吉田譲氏（デコグラフ工房）

ゆずる

■定５０人（当日先着順）
■￥４００円

手作りパン教室「デニッシュパン＆動
物あんパン」
■時３月１日松・２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

ンパーククラブハウスの
体験教室

デデデデデデデデデデデ

民公開講座「大震災にい
かに備えるか」

市市市市市市市市市市市

■時３月１日松午後１時４０分～４時
■場文化センター
■内講演「安城市総合防災訓練を振り返
って」と、震災復興支援の映画「ガレ
キとラジオ」の上映
■講田渕昭彦氏（災害医療コーディネー

あきひこ

ター、安城更生病院医師）
■問防災危機管理課（緯〈７１〉２２２０）

■他オムツ着用の
子は、プール
への入場不可。
小学校３年生
以下は、保護
者１人につき２人まで同伴入場可
■場■問マーメイドパレス（緯〈９２〉７３５１）
ちびっこデー
■時３月１日松・２日掌

■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解放します
平日限定「マーメイドパレス利用料還
元フェア」
■時３月４日昇～７日晶・１１日昇～１４日
晶

■内くじを引き、当たりが出たらマーメ
イドパレス無料券を進呈
■対期間中のマーメイドパレス利用者
■￥施設利用料
ベビーマッサージ
■時３月１４日晶午前１０時３０分～正午
■講竹本まどか氏（ロイヤルセラピスト
協会認定講師）
■対生後２カ月～１歳前後の子とその保
護者
■定８組（先着順）
■￥１５００円
※保護者２人の場合は２０００円。
■持大きめのバスタオル・子どもの飲み
物（ミルク・お茶など）
■申２月２０日昭午前１０時からマーメイド
パレスへ

ーメイドパレスの催しマママママママママママ

３３Ｄカー３Ｄカードド

好きな生地を選んで型抜きしま好きな生地を選んで型抜きしますす

マーメイドパレマーメイドパレスス

■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
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■場■問堀内公園（緯〈９９〉５９４７）
お得な回数券販売
■時３月１日松～３１日捷午前９時～午後
４時３０分（捷を除く。３１日捷は開園）
■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
南吉スタンプラリー
■時３月１日松・２日掌・８日松・９日
掌・１５日松・１６日掌・２１日抄～２３日
掌・２５日昇～３１日捷午前９時～午後
４時３０分

■内新美南吉作品を題材にしたクイズ形
式のスタンプラリー。集めた人に参
加賞を進呈
■対小学生以下
■他１日につき台紙１人１枚
作ってみよう！「お雛様を作ろう」
■時３月１日松・２日掌午前１０時～午後
３時（材料が無くなり次第終了）
大人向け講座「花の小物作り」
■時３月７日晶午前１０時～正午
■内デコクレイ粘土で小物を作成
■講飯田恵美氏（デコクレイアカデミー

めぐ み

講師）
■対１８歳以上
■定１０人（先着順）
■￥５００円
■申２月２０日昭～３月６日昭午前９時～
午後４時３０分（捷を除く）に堀内公園
へ

作ってみよう！「カラ―バンドで金魚
の小物づくり」
■時３月８日松・９日掌午前１０時～午後
３時（材料が無くなり次第終了）
ノルディックウォーキング＆棒ビクス
体験会
■時３月１５日松陰ノルディックウォーキ
ング獅午前９時３０分～１０時３０分
隠棒ビクス獅午前１１時～正午

■内陰獅ポールの使い方、歩き方 隠獅

肩こり・腰痛予防体操
■対１８歳以上
■定陰獅４０人 隠獅２０人
※両方参加可。
■￥専用用具レンタル代各５００円
※両方参加の人はあわせて８００円。
持参する人は無料。
■持飲み物・運動しやすい服装・ウイン
ドブレーカー・運動靴
■申２月２０日昭～３月１４日晶午前９時～
午後４時３０分（捷を除く）に堀内公園
へ
※費用は当日お支払いください。

■場■問歴史博物館（緯〈７７〉６６５５）
特別展記念講演会「古墳出現期の伊勢
湾沿岸地域における集落の動向」
■時２月２２日松午後２時～３時３０分
■講石井智大氏（三重県教育委員会）

ともひろ

映画会「歴史の改革者シリーズ②」
■時２月２３日掌午前１０時、午後２時
■内「娠武田信玄唇地を拓き水を治める～

ひら

戦国時代制覇への夢～」「侵信長寝執
念の天下統一～大坂本願寺との十年

おおさかほんがん じ

戦争～」
特別展記念講演会「古墳出現期の列島
の土器交流とその歴史的意義」
■時３月１日松午後２時～３時３０分
■講北島大輔氏（山口市教育委員会）

だいすけ

考古学シンポジウム「古墳出現前夜の
土器交流～鹿乗川流域と東日本～」
■時３月２日掌午後１時～４時
■講コーディネーター獅黒沢浩氏（南山

ひろし

大学教授）

史博物館の催し歴歴歴歴歴歴歴歴歴歴歴 内公園の催し堀堀堀堀堀堀堀堀堀堀堀

と若者のセミナー親親親親親親親親親親親
■時３月１３日昭午後２時～４時
■場文化センター
■内親と子の就活セミナー「やる気がで
る言葉！」と題し、事例を通して若
者と一緒に考えます
■講加藤早苗氏（ＮＰＯ法人育て上げネ

さ なえ

ット中部虹の会理事長）
■対１８～４５歳の人とその家族
■定３０人（先着順）
■申２月２４日捷からの午前８時３０分～午
後５時１５分（松掌を除く）に、郵送・
電話・ファクスで商工課（〒４４６－８５
０１住所記載不要／緯〈７１〉２２３５／胃〈７
６〉００６６)へ

山苑「つばき盆栽展」丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈
■時３月７日晶～９日掌午前９時～午後
５時（７日は午後１時から、９日は
午後４時まで。入苑は午後４時３０分
まで）
■￥入苑料１００円（中学生以下無料）
■場■問丈山苑（緯〈９２〉７７８０)

月のホコ天きーぼー市今今今今今今今今今今今

碧海信用金庫本店前会場（御幸本町）
■時２月２２日松午前９時から（商品が無
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）
ＪＲ安城駅南側ホコ天会場（御幸本町）
■時２月２２日松午前１０時～午後２時
■内手作り品や新鮮な魚介類・地元産野
菜・特産物の販売、飲食ブース、グ
ルメ移動販売車、限定きーぼーグッ
ズが買えるきーぼーショップミニ。
安城商店街アイドル「看板娘。」ステ
ージのほか、きーぼーにも会えます

■問叙安城スタイル（緯〈７３〉９５１１）、商工
課（緯〈７１〉２２３５）

あんくるバス乗車券をプレゼント
各会場で買い物をした人に、当日の
み利用できるあんくるバス乗車券を進
呈します。
■問都市計画課（緯〈７１〉２２４３）

ききーぼーにも会えまきーぼーにも会えますす

ぜひつばきをご覧くださぜひつばきをご覧くださいい

春を代表する和菓子「ヨモギもち」を
作って食べよう。
■時３月１５日松午前１０時～１１時３０分
■場環境学習センターエコきち
■対４歳以上（未就学児は保護者同伴）
■定１５人（定員を超えた場合は抽選）
■￥１００円
■持エプロン・三角巾・ふきん・飲み物
■申３月６日昭までの午前９時～午後９
時（捷を除く）に、住所・氏名・年齢・
電話番号・参加人数を環境学習セン
ターエコきち（緯〈７６〉７１４８）へ

■問環境首都推進課（緯〈７１〉２２０６）

の味覚を楽しもう！こね
こねヨモギもちづくり会

春春春春春春春春春春春
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■時３月５日昌午前１０時４５分～１１時４５分
■場昭林公民館
■内エリーゼのために（ベートーヴェン）、
春よ来い（松任谷由実）ほか 出演獅

森藤さちよ（ピアノ／安城音楽協会）、
藤村佳恵（ピアノ伴奏／同）、高橋美

か え み

智子（オカリナ／同）、前嶋郁子（声楽
ち こ いく こ

／同）
■定１５９人（要整理券）
■他未就学児の入場は不可
※託児あり（要予約申込、先着１０人、
１人３００円）。
■申２月２０日昭午前９時から整理券を昭
林公民館（緯〈７７〉６６８８）で配布

子で楽しむイースター親親親親親親親親親親親
■時３月９日掌午後２時～３時３０分
■場文化センター
■内イースターエッグ作りと、エッグハ
ンティング（宝探しゲーム）

■講ローラス・バイヤーズ氏
■対小学生とその保護者
■定１０組（先着順）
■￥１組５００円
■申２月２０日昭～３月５日昌午前８時３０
分～午後５時１５分（松掌を除く）に、
市国際交流協会（市民協働課内／緯

〈７１〉２２６０)へ

ごみ収集車で、缶・びん・粗大ごみ・
ペットボトルなどを回収します。
■内雇用期間獅４月１日昇～９月３０日昇

勤務日時獅抄を含む捷～晶午前８時
３０分～午後５時 賃金獅時給１２４０円、
通勤割増１日２００円 選考獅面接（３
月１０日捷）

■対健康で体力に自信のある人
■定６人程度
■他面接日に、写真付きの履歴書を持参
してください
■申２月１７日捷～３月３日捷午前８時３０
分～午後５時１５分（松掌を除く）に、
電話で清掃事業所（緯〈７６〉３０５３）へ

時清掃作業員臨臨臨臨臨臨臨臨臨臨臨

■内雇用期間施いずれも４月１日昇～来年３月３１日昇（来年４月以降も更新の
場合あり）
■申２月２１日晶～２８日晶午前９時～午後５時（掌捷を除く）に、申込書と資格証
明書の写しを、持参か郵送で市社会福祉協議会総務課（〒４４６－００４６赤松町
大北７８－４／緯〈７７〉２９４１）へ
※申込書は、同協議会・同ウェブサイトで配布。

福祉センター事務員
福祉センターの利用受付、施設管
理、経理、庶務などをします。
■内勤務日時施昇～松午前８時３０分～
午後５時１５分 勤務場所施総合福
祉センターまたは市内各福祉セン
ター 賃金施時給９００円、通勤割
増１日２００円 選考施面接（３月７
日晶）

■対普通自動車運転免許を有する人
■定５人
相談援助業務
福祉サービスに関する相談援助や
プランの作成などをします。
■内勤務日時施捷～晶または昇～松午
前９時～午後５時（勤務時間は応
相談） 賃金施時給１４２０円、通勤
割増１日２００円 選考施面接（３月
６日昭）

■対介護支援専門員・保健師・看護師・
准看護師・保育士・精神保健福祉
士・社会福祉士・介護福祉士・社
会福祉主事のいずれかの資格（取
得見込み可）を持ち、普通自動車
運転免許を有する人

■定２人

介護予防業務
体操を中心とした、介護予防の指
導などをします。
■内勤務日時施昇～松午前８時３０分～
午後４時３０分のうち指定した日時
（１カ月約２０日） 賃金諮看護師・
准看護師・理学療法士・作業療法
士獅時給１４００円（体操指導以外の
時給１０７０円） 社会福祉士・介護
福祉士獅時給１０７０円（いずれも通
勤割増１日２００円） 選考施面接
（３月７日晶）
■対看護師・准看護師・理学療法士・
作業療法士・社会福祉士・介護福
祉士のいずれかの資格（取得見込
み可）を持ち、普通自動車運転免
許を有する人
■定２人

乳幼児健診・相談などをします。
■内勤務日時獅捷～晶午前８時３０分～午
後５時（抄を除く） 賃金獅時給１４００
円、通勤割増１日２００円 選考獅面
接（３月１２日昌） 採用日獅４月１日
昇

■定１人
■申２月２０日昭～３月１０日捷午前８時３０
分～午後５時１５分（松掌を除く）に、
写真付き履歴書と保健師免許証を持
って市保健センター（緯〈７６〉１１３３）へ

保健センター臨時保健師市市市市市市市市市市市

卵卵に絵を描いて作るイースターエッ卵に絵を描いて作るイースターエッググ
介護予防の指導などをしま介護予防の指導などをしますす

■時３月１日松午後１時３０分
■内まちづくりをシニアの視点で捉えた、
市の木・食文化・菜園などの活動発
表。活動団体の発表もあり
■定１００人程度（当日先着順）
■場■問文化センター（緯〈７６〉１５１５）

ニアフォーラムシシシシシシシシシシシ

のひとときコンサート
（託児付き）

朝朝朝朝朝朝朝朝朝朝朝

空空き缶やびんなどを回収しま空き缶やびんなどを回収しますす

健診などで子どもの発育を確認しま健診などで子どもの発育を確認しますす

ボーイスカウト・ガールスカウト団員募集

■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
広報あんじょう 2014.2.1５牙

■内支給額獅月額９０００円（７月・１２月に
６カ月分を支給）
■対市内在住で、経済的理由から高等学
校への修学が困難で、ほかの奨学金
を受けていない学力優秀な人
■持奨学金申請書、推薦書、家庭状況調
査書、戸籍謄本、世帯全員の住民票
の写し、在学証明書、成績証明書、
合格通知書の写し（平成２６年度入学
者）、振込口座申出書

■申３月３日捷～３１日捷（松掌抄を除く）
に、必要書類を持って、今年進学す
る人獅在籍している中学校へ 高校
在学中の人獅市教育委員会総務課へ
※申請書などは、同課・市内各中学
校で配布。

■問市教育委員会総務課（緯〈７１〉２２５３）

ボランティア活動を通し、国際的
に活躍できる子どもたちを育成しま
す。
■内ロープワーク・救急法・レクリエ
ーションなどの技術習得、キャン
プ・サイクリング・スキー訓練な

育園臨時職員保保保保保保保保保保保
■内採用日獅４月
１日昇 勤務
場所施市内公
立保育園
■申２月２８日晶ま
での午前８時
３０分～午後５
時（松掌を除
く）に、写真
付き履歴書と
保育士は保育士証を持って子ども課
（緯〈７１〉２２２８）へ
週休パート保育士
■内勤務日時獅捷～晶午前８時３０分～午
後４時 松午前８時３０分～正午（週
２・３日勤務） 賃金獅時給１０６０円、
通勤割増１日２００円
パート用務員
■内勤務日時諮５時間パート獅捷～晶午
前１０時３０分～午後４時 ４時間パー
ト獅捷～晶午前９時～午後１時３０分
賃金獅時給８８０円、通勤割増１日２００
円
■定若干名

校施設利用団体の登録を
受け付け

学学学学学学学学学学学

■内利用可能施設・日時獅下表のとおり

■対市内在住・在勤の１０人以上で構成さ
れた団体
※小学校利用は、学区内在住・在勤
者に限ります。
■他小学校運動場は、ソフトボール場程
度の広さです
■申３月４日昇～４月３０日昌に、小・中
学校施設獅利用を希望する各学校
（松掌抄を除く）へ 県立学校施設獅

市体育館（緯〈７５〉３５３５／捷を除く）へ

利用可能日時利用可能施設
松掌抄、学校休業
日の昼間市内小学校運動場

松掌抄の昼間市内県立学校運動場

平日の夜間、松掌

抄、学校休業日

市内小・中学校体育
館、市内中学校運動
場（安城北中学校を
除く）

松掌抄の夜間県立安城東高等学校
体育館

等学校修学の奨学金制度高高高高高高高高高高高

どの野外活動、安城七夕まつりで
の奉仕活動、募金活動など
■対幼稚園・保育園の年長児相当以上
の子
■申昇～掌午前８時３０分～午後５時１５
分に、青少年の家（緯〈７６〉３４３２）へ

１２月分／受け付け順／敬称略
市社会福祉協議会／福祉銀行／福祉基金
安城の歴史を学ぶ会、中部福祉センタ
ー利用者、齋藤績、鳥居弘美、柴田辰
雄、石川辰美、古井町農用地利用改善
組合、安城市健民少年団、ダボ、早川
豊、さわやかダンス、つるや菓子舗、
安城快足ＡＣ、日本モウルド工業株式
会社、アンデン株式会社、デンパーク、
西部公民館利用者、コニックス東海支
店、二本木公民館利用者、安城市身体
障害者福祉協会、安城市町内会長連絡
協議会、安城市民生児童委員協議会、
国際ソロプチミスト安城、福祉まつり
事務局、安城市福祉まつり実行委員会、
匿名
市役所関係
内田龍夫、株式会社ヤマコ、学校法人
安城学園、市民交流センターまつり来
場者有志、市民交流センター来館者、
待田康苑（待田康枝）、株式会社デンソ
ーハートフルクラブ安城自主企画、愛
三工業株式会社、ＮＰＯ法人幸せな家
庭環境をつくる会安城支部、匿名

祉への善意
ありがとうございます

福福福福福福福福福福福

一一緒にスカウト活動をしてみません一緒にスカウト活動をしてみませんかか

学校施設を利用したい団体は登録学校施設を利用したい団体は登録をを

保育園で働きません保育園で働きませんかか


