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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。

■場■問デンパーク（緯〈９２〉７１１１）
■￥入園料
安城サルビア会押し花展
■時３月１９日昌～３１日捷

■内花・草・葉の押し花約６０点を展示
カブトムシの幼虫掘り体験
１人２匹まで持ち帰れます。
■時３月２６日昌～２８日晶午前９時３０分～
１１時（雨天中止）
■対小学生以下
■定各１００人（当日先着順）
■持軍手、幼虫を入れる物
フラワーフェスティバルイベント
■時■内４月５日松獅動物ふれあい広場
４月６日掌獅「みかん」爆笑ものまね
ライブ

■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
ロザフィ教室
■時３月２１日抄・２２日松午前１０時～午後
３時
■講ＧｏｌｄＭａｒｒｙ中根氏
■定各５０人（当日先着順）
■￥７００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３月２１日抄～３１日捷午前１０時～午後
３時３０分
■￥７００円
春休みいちご大福教室
■時３月２１日抄・２４日捷・２６日昌～２８日
晶・３１日捷午前１１時、午後１時・２
時３０分、２２日松午前１１時
■定各１６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

手作りパン教室「デニッシュパン＆動
物あんパン」
■時３月２１日抄・２２日松・２４日捷・２６日
昌～３１日捷午後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

ガラス細工＆とんぼ玉教室
■時３月２３日掌午前１０時～午後３時
■講杉浦英津子氏

え つ こ

■定５０人（当日先着順）
■￥１５００円から
春休みジェルキャンドル教室
■時３月２６日昌～２８日晶・３１日捷～４月
４日晶午前１０時～午後３時
■定各５０人（当日先着順）
■￥１２００円から
シルバーアクセサリー教室
■時３月２９日松・３０日掌午前１０時～午後
３時
■講近藤祐子氏

ゆう こ

■定各５０人（当日先着順）
■￥１５００円から
エンジョイ！写真講座
■時４月２４日昭、５月１５日昭、６月１２日
昭午前１０時～正午（全３回）
■講細井哲雄氏

てつ お

■定２０人（当日先着順）
■￥３０００円
■申３月２０日昭午前９時３０分から同クラ
ブハウスへ

■４月から祝日の翌日も開館
中央図書館・公民館図書室のいず
れも祝日の翌日を開館します。開館
時間諮中央図書館獅午前９時～午後
７時（松掌抄は午後５時まで） 公民
館図書室獅午前９時～午後８時
※午後５時以降は貸出・返却のみと
なります。

■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１９日松午後３時～４時
■内楽器の演奏に合わせた、楽しい絵
本の読み聞かせ 作品獅「あさに
なったのでまどをあけますよ」「お
おきなかぶ」
■定５０人（当日先着順）

７日捷・１４日捷・２１日捷・２５日晶・
２８日捷

中央図書館の携帯電話
用ウェブサイトへ葛葛

おはなし会

４月の休館日

中央図書館（緯〈７６〉６１１１）

催し・お知らせ

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

４月１日昇・１５
日昇午前１０時３０
分

えほんとわらべうた
の会（０～２歳）

４月３日昭午前
１０時３０分

おはなしゆりかご
（０～２歳）

４月５日松午後
３時

おはなしレストラン
（小学生以上）

４月９日昌午前
１０時３０分

おはなしたまてばこ
（１～５歳）

４月１２日松午後
２時

おはなしえがお（幼
児～小学３年生）

４月１７日昭午前
１０時３０分

いないいないばあ
（１～５歳）

４月１８日晶午前
１０時３０分

このゆびと～まれ
（０～２歳）

４月２０日掌午後
２時

かみしばいの会（幼
児～小学校３年生）

４月２３日昌午前
１０時３０分

おはなしまあだ（１
～５歳）

４月２４日昭午前
１０時３０分

絵本好き集まれ！お
すすめ絵本紹介

４月２６日松午前
１１時

大人のための絵本朗
読会（一般）
※対象年齢は目安です。

ンパークの催しデデデデデデデデデデデ

■場環境学習センターエコきち
■申４月１日昇午前９時から（昌を除く）
エコきち（緯〈７６〉７１４８）へ
■問環境首都推進課（緯〈７１〉２２０６）
親子ＤＥ秋葉自然体験
■時４月５日松・１２日松・２６日松午前１０
時～１１時３０分
■内葉っぱ遊び、秋葉公園内の散策など
■対４歳以上の子とその保護者
■定１０組（先着順）
こどもエコ工作教室
■内■時陰ムササビフリスビーを作ろう獅

４月５日松午前１０時～１１時３０分、１２
日松午後１時～２時３０分 隠牛乳パ
ックで絵本を作ろう獅４月１９日松午
前１０時～１１時３０分 韻紙トンボを作
ろう獅４月１３日掌・２０日掌・２７日掌

午前１０時～１１時３０分
■対４歳以上（未就学児は保護者同伴）
■定陰韻獅各２０人 隠獅１５人（いずれも
先着順）

身近な野草講座
■内■時陰食べられる野草を学ぼう獅４月
２１日捷午前１０時～１１時３０分 隠春の
野草クッキング獅４月２８日捷午前１０
時～１１時３０分
■対１５歳以上（中学生は不可）
■定陰獅２０人 隠獅１０人（いずれも先着順）
■￥隠獅３００円

コきち春のイベントエエエエエエエエエエエ

血にご協力ください献献献献献献献献献献献
■時４月８日昇午後１時３０分～４時３０分
■場安城碧海看護専門学校（安城町）
■他上記以外でも、刈谷・岡崎の献血ル
ームでは松～昭（年末年始を除く）に
献血ができます
■問市保健センター（緯〈７６〉１１３３）

■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■問歴史博物館（緯〈７７〉６６５５）
特別展記念講演会「倭国新生～３世紀
の日本のかたち～」
■時３月２２日松午後２時～３時３０分
■講寺沢薫氏

かおる

（奈良県桜井市纒向学研究
まき むく

センター所長）
映画会「歴史の改革者シリーズ韻」
■時３月２３日掌午前１０時、午後2時
■内「志ある者よ立ち上がれ～獄中の出
会いが生んだ吉田松

しょう

陰の思想～」「幕
いん

末京都炎上～長州・久坂玄瑞志に散
く さか げん ずい

る～」

史博物館の催し歴歴歴歴歴歴歴歴歴歴歴

■対■時■場乳幼児諮８日昇・２２日昇獅南部
公民館 １１日晶・１８日晶獅高棚町公
民館 １６日昌・３０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）

月の移動児童館４４４４４４４４４４４

■時１日昇～５日松・８日昇～１２日松・
１５日昇～１８日晶・２２日昇～２６日松・
２９日抄・３０日昌午後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４４４４４４４４４４４

■時■内４月９日昌～７月９日昌の毎週昌

（４月３０日・５月７日を除く。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（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
も日本語を使
いません。
■場文化センター
■対市内在住また
は在勤の１８歳
以上の人（高
校生および過去３年間に５回以上受
講した人は不可）
■定各３０人
■￥各５０００円（国際交流協会個人会員は
３０００円）
■申４月２日昌 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（クラスⅠ獅午後６時３０
分、クラスⅡ獅午後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、文化センターへ
※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も受
け付け。
■問市国際交流協会（緯〈７１〉２２６０）

国人講師による英会話講
座

外外外外外外外外外外外

■場■申３月２０日昭午前１０時から電話でマ
ーメイドパレス（緯〈９２〉７３５１）へ
はじめてのお灸～肩こりを改善しよう
■時４月１７日昭午前１０時３０分～正午
■内自分でツボを見つけてお灸をする、
初心者向け体験会
■講高橋裕子氏（鍼灸マッサージ師）

ひろ こ

■対１８歳以上の女性
■定５人（先着順）
■￥１５００円
■他肘・膝が出せる服装で来てください
（スカート不可）
ベビーマッサージ体験講座
■時４月１８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（保護者が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）

ーメイドパレスの催しマママママママママママ山苑さくらコンサート丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈
■時４月５日松午後２時～３時
■内民謡、三味線、太鼓 出演獅美竹会

み たけ

■￥入苑料１００円（中学生以下無料）
■場■問丈山苑（緯〈９２〉７７８０）

能五輪プレイベント「碧
南ワザランド」

技技技技技技技技技技技

■時３月２９日松・３０日掌午前１０時～午後
５時
■場碧南市ものづくりセンター（名鉄碧
南駅から徒歩約８分）
■内巨大スクリーンを使ったＡＲ体感ゲ
ーム、技能五輪の職種体験、ふわふ
わ遊具など。全日本製造業コマ大戦
のみ２９日正午～午後３時
■他駐車場は、碧南市立棚尾小学校・同
南中学校運動場を利用してください
■問碧南市商工課（緯〈４１〉３３１１）、安城市
商工課（緯〈７１〉２２３５）

内公園の春休み企画堀堀堀堀堀堀堀堀堀堀堀
■場■問堀内公園（緯〈９９〉５９４７）
メルヘン号（汽車）で撮影会
■時３月２５日昇～２８日晶午前１１時、午後
３時（１０分前から汽車乗り場で受け
付け）
■内汽車の運転席での撮影会
■対未就学児
■定各１０組（先着順）
■持撮影用カメラ
■他撮影中、汽車を止めます
じゃんけん大会
■時３月２５日昇～２８日晶午後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
■定各５０人（当日先着順）
赤ちゃんハイハイレース
■時３月２９日松午前１１時、午後２時（雨
天時は３０日掌に順延）

■内参加者に有料遊具利用券を進呈
■対まだ歩けない乳幼児とその保護者
■定各２０組（当日先着順）
模擬店
■時３月３０日掌・３１日捷午前１０時～午後
３時（景品が無くなり次第終了）
■内輪投げなどの模擬店
■対小学生以下
■￥各１００円

■時４月１日昇～５月６日承午前９時～
午後４時３０分（昇を除く。ただし、
４月１日・２９日、５月６日は開園）
■内１０００円分の回数券を購入した人に有
料遊具利用券を２枚進呈 販売場所
獅公園管理事務所
■場■問堀内公園（緯〈９９〉５９４７）

■時４月１３日掌午前９時３０分～午後２時
３０分（雨天中止）
■場■内集合・解散場所獅ＪＡあいち中央
桜井支店（姫小川町） コース獅桜井
支店～八ツ面山山頂（西尾市）の往復
約１１灼

■持昼食・水筒・敷物・
携帯雨具など
■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）

ツ面山歩け運動八八八八八八八八八八八

歩歩きません歩きませんかか

内公園の回数券を販売堀堀堀堀堀堀堀堀堀堀堀
楽楽しく英会話を学ぼ楽しく英会話を学ぼうう


