
■図書館友の会「みんなのひろば、
ビブリオバトル」
■時■内２月２２日掌諮①午前１０時～正午
獅みんなのひろば ②午後１時３０
分～２時３０分獅ビブリオバトル

■内①施ぬり絵・折り紙・マジックシ
ョー ②施発表者がオススメ本を
紹介。その中から、会場に集まっ
た人たちで一番を決めます

■除籍本リサイクルフェア
■時３月１４日松・１５日掌午前９時～午
後３時（本・雑誌がなくなり次第
終了）

■内図書館で使わなくなった本や雑誌
を１人１０冊まで無料で配布

■他各日午前９時から、入場可能な時
間を記した整理券を配布

２日捷・９日捷・１６日捷・２３日捷・
２７日晶・３０日捷

３月３日昇・１７
日昇午前１０時３０
分

えほんとわらべうた
の会（０～２歳）

３月５日昭午前
１０時３０分

おはなしゆりかご
（０～２歳）

３月６日晶午前
１０時３０分

おはなしポッケ（０
～２歳）

３月７日松午後
３時

おはなしレストラン
（小学生以上）

３月１１日昌午前
１０時３０分

おはなしたまてばこ
（１～５歳）

３月１４日松午後
２時

おはなしどんどん
（３歳～小学３年生）

３月１５日掌午後
２時

かみしばいの会（３
歳～小学３年生）

３月１９日昭午前
１０時３０分

いないいないばあ
（１～５歳）

３月２０日晶午前
１０時３０分

絵本好き集まれ！お
すすめ絵本紹介

３月２５日昌午前
１０時３０分

おはなしまあだ（１
～５歳）

３月２８日松午前
１１時

大人のための絵本朗
読会（一般）

デンパークの催し
■場■問デンパーク（緯〈９２〉７１１１）
装道木村会展「花を結ぶ」
■時３月４日昌～９日捷午前９時３０分～
午後５時

■内日本の伝統文化「きもの」の帯を花や
蝶などに美しく結んだ「帯結び」作品
２５点を展示
きものショー
■時３月７日松・８日掌午後２時
■内装道礼法きもの学院講師の木村恭子

やす こ

氏と、その生徒によるきものショー。
７日は十二単の披露もあり

ひとえ

安城市議会議員一般選挙立
候補予定者説明会
■時３月５日昭午後２時
■場市民会館
■他同選挙の投票日は、４月２６日掌です
■問選挙管理委員会（行政課内／緯〈７１〉
２２０８）

■時３月２１日抄午前９時～午後３時３０分
■場■問中央図書館（緯〈７６〉６１１１）
きものチャレンジ
■時■定女性獅午前９時・９時３０分・１０時
３０分、午後１時・１時３０分・２時３０
分 男性獅午前１１時１５分、午後３時
１５分 いずれも各１人（先着順）

■内着物の着付け体験、館内や昭林公園
の散策、記念撮影

■持肌襦袢・足袋など（着物は用意しま
じゅ ばん

す）
■申２月２２日掌午前９時から、電話で中
央図書館へ

着物展示
■内有松絞・加賀友禅など全国各地の代
表的な着物を紹介、振袖の展示
講演「和装の魅力とおもてなし」
■時午後２時～３時３０分
■内和のおもてなしの魅力を、和装・舞
踊・邦楽などから紹介

■講磯貝明美氏
あけ み

■定５０人（当日先着順）

■場■問堀内公園（緯〈９９〉５９４７）
回数券限定販売
■時３月１日掌～３１日昇（休園日を除く）
■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

フラエクササイズプログラム
フラダンスを取り入れたエクササイ
ズ運動をします。
■時①３月２日捷・１６日捷午前１０時～１０
時５０分 ②３月１１日昌・２５日昌午前
９時３０分～１０時２０分 ③３月１１日昌・
２５日昌午前１０時３０分～１１時２０分

■対①獅１８歳以上 ②獅６０歳以上 ③獅

１歳～未就学児とその母
■定①獅各２０人 ②獅各２０人 ③獅各１０
組 いずれも先着順

■持運動ができる服装・タオル
■申２月２０日晶～各開催日前日の午前９
時～午後４時３０分（休園日を除く）に、
直接か電話で同園へ

デコクレイ講座
■時３月４日昌・１３日晶午前１０時～正午
■内デコクレイ粘土による小物作り ４
日獅スイーツの小物作り １３日獅花
の小物作り

■対１８歳以上
■定各１０人（先着順）
■￥各５００円
■申２月２０日晶～各開催日前日の午前９
時～午後４時３０分（休園日を除く）に、
直接か電話で同園へ

ノルディックウオーキング＆棒ビクス
体験会
■時３月１４日松諮①ノルディックウオー
キング獅午前９時３０分～１０時３０分
②棒ビクス獅午前１１時～正午

■内①獅ポールの使い方・歩き方 ②獅

肩こり・腰痛予防体操
■対１８歳以上
■定①獅４０人 ②獅２０人
■￥器具レンタル代各５００円。両方レン
タルする人は８００円、持参する人は
無料

■持運動ができる服装・靴、飲み物
■申２月２０日晶～３月１３日晶午前９時～
午後４時３０分（休園日を除く）に、直
接か電話で同園へ

堀内公園の催し

中央図書館（緯〈７６〉６１１１）

３月の休館日

中央図書館の携帯電話
用ウェブサイトへ葛葛

お知らせ

※対象年齢は目安です。

おはなし会

■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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有有料遊具を楽しも有料遊具を楽しもうう

十二単や着付けの実演などを披露しま十二単や着付けの実演などを披露しますす

きものライブラリー

■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

■内月額９０００円（７月・１２月に６カ月分ずつ支給）
■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

■持必要書類施奨学金申請書・推薦書・家庭状況調査書・戸籍謄本・在学証明
書・成績証明書・合格通知書の写し（平成２７年度入学の人のみ）・奨学金振
込口座申出書

■申３月２日捷～３１日昇（松掌抄を除く）に、必要書類を持って、今年進学する
人施在学している中学校へ 高等学校在学中の人施市教育委員会総務課へ
※奨学金申請書などは同課・市内各中学校で配布。

■問市教育委員会総務課（緯〈７１〉２２５３）

交通安全市民大会
■時２月２８日松午後２時１５分
■場文化センター
■内式典施交通安全宣言、交通安全市民
運動活動方針の発表など アトラク
ション施「お笑い劇団笑

しょう

劇派」による
げき は

交通安全の劇
■他来場者に交通安全啓発品を進呈
■問市民安全課（緯〈７１〉２２１９）

安城文化協会の催し
■場文化センター
■問安城文化協会（緯〈７４〉６０６６）、市民ギ
ャラリー（緯〈７７〉６８５３）

文人展
■時２月２０日晶～２２日掌午前９時～午後
５時（２２日は午後４時まで）

■内日本画・水墨画・洋画・書・写真・
陶芸・工芸・ちぎり絵などの展示
文化講演会
■時２月２１日松午後２時～３時３０分
■内演題施安城の巨樹・名木 講師施稲
垣英夫氏

ひで お

ごあ展
■時２月２１日松・２２日掌午前９時～午後
５時（２２日は午後４時まで）

■内作品展、喫茶コーナーのほか、子ど
も向け体験コーナーとして２１日午前
１０時～１１時３０分に「自分でお茶をた
てよう」、２２日午前１０時、午後１時３０
分から「妖怪をかこう」もあり

３月の移動児童館
■対■時■場乳幼児親子諮１０日昇・１７日昇獅

南部公民館 ４日昌・１１日昌獅東部
公民館 ６日晶・１３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）

丈山苑つばき盆栽展
■時３月１３日晶～１５日掌午前９時～午後
５時（１３日は午後１時から、１５日は
午後４時まで）

■内椿
つばき

一花会の作品展示
いち はな

■￥入苑料（中学生以下無料、呈茶を希
望する人は別途３００円必要）

■場■問丈山苑（緯〈９２〉７７８０）
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バーベキュー野菜を栽培し
よう
■時４月２５日松、５月１６日松・２３日松・
３０日松、６月１３日松・２７日松午前１０
時～１１時（全６回）
※５月１６日は午後１時３０分から。

■場アグリライフ支援センター
■内３釈程度の畑でトウモロコシ、ナス、
ピーマンなど約６種類の野菜を育て
ます

■対市内在住の人
■定２０組（定員を超えた場合は抽選）
■￥１５００円（種子・苗・保険代を含む）
■他器具などは貸し出します
■申２月２４日昇～３月１３日晶午前８時３０
分～午後５時１５分（捷を除く）に、電
話かファクス・Ｅメール・郵送（必
着）で参加者の住所・氏名・連絡先
を、アグリライフ支援センター（緯

〈９２〉６２００／胃〈９２〉６１２２／agrilife@
city.anjo.aichi.jp／〒４４４－１２０１石
井町辻原１３１－２）へ

■時３月１０日昇午前１０時３０分～正午
■場安祥閣
■内春の日本庭園を眺めながら、洋風の
苔玉を作ります

■講近藤かおり氏
（フローラル
ガーデンよさ
みチーフガー
デナー）

■対小学生以上
■定１０人（先着順）
■￥５００円
■申２月２０日晶～
２８日松午前９
時～午後４時３０分に、住所・氏名・
電話番号・参加人数を電話で安祥閣
（緯〈７４〉３３３３）へ

洋風苔玉つくり講座

プラネタリウム３月の生解
説
■時■内１日掌・７日松・８日掌・１４日松・
１５日掌・２１日抄・２２日掌・２８日松・
２９日掌諮午後１時３０分獅春の星座探
訪 午後３時獅ベテルギウス爆発！
～星の一生を探る～
※１５日は午後１時３０分のみ。

■￥５０円（団体４０円、中学生以下無料）
■場■問文化センター（緯〈７６〉１５１５）

親親子遊びを楽しみましょ親子遊びを楽しみましょうう


