
画広報あんじょう 2015.4.15

■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。

■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８日晶・１５日晶・２９日晶、６
月５日晶午前１０時３０分～１１時（全
４回）
■対全日程に参加できる１０カ月までの
子とその保護者
■定１５組（先着順）
■持バスタオル
■申４月２３日昭午前９時から、電話で
中央図書館へ

１１日捷・１８日捷・２２日晶・２５日捷

中央図書館（緯〈７６〉６１１１）

５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。

５月１日晶午前
１０時３０分

おはなしポッケ（０
～２歳）

５月２日松午後
３時

おはなしレストラン
（小学生以上）

５月５日抄・１９
日昇午前１０時３０
分

えほんとわらべうた
の会（０～２歳）

５月７日昭午前
１０時３０分

おはなしゆりかご
（０～２歳）

５月９日松午後
２時

おはなしどんどん
（幼児～小学３年生）

５月１２日昇午前
１０時３０分

えほんのとびら（０
～２歳）

５月１３日昌午前
１０時３０分

おはなしたまてばこ
（１～５歳）

５月１６日松午前
１０時３０分

南吉朗読ででむし会
（小学生以上）

５月１７日掌午後
２時

かみしばいの会（幼
児～小学３年生）

５月２１日昭午前
１０時３０分

いないいないばあ
（１～５歳）

５月２３日松午前
１１時

大人のための絵本朗
読会（一般）

５月２７日昌午前
１０時３０分

おはなしまあだ（１
～５歳）

５月２７日昌午前
１０時３０分

絵本好き集まれ！お
すすめ絵本紹介

おはなし会

デンパーククラブハウスの
体験教室
■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■問デンパーククラブハウス（緯〈９２〉
７１１２）
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２５日松～２７日捷・２９日抄、５月
２日松～６日承・９日松～１１日捷午
前１０時～午後
３時３０分

■￥７５０円
■内イースターに
ちなんだ型で
クッキー作り
手作りパン教室「デニッシュパン＆動
物あんパン作り」
■時４月２５日松・２６日掌、５月１０日掌午
後１時・２時３０分
■定各１８人（先着順）
■￥５５０円
■申当日午前９時３０分から、直接か電話
で同クラブハウスへ

手作りパン教室「鯉のぼり＆ソーセー
ジロールパン作り」
■時４月２９日抄、５月２日松～６日承午
前１０時３０分、正午、午後２時・３時
３０分
■定各１８人（先着順）
■￥７００円
■申当日午前９時３０分から、直接か電話
で同クラブハウスへ

デンパーククラブハウスの
講座
■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■申４月２０日捷午前９時３０分から、直
接か電話でデンパーククラブハウス
（緯〈９２〉７１１２）へ
地元の野菜を使ってつくるヘルシー料
理教室
■時５月１５日晶午前１０時～午後０時３０分
■内献立獅トマトとナスのパスタ・アサ
リと牛乳のあっさりスープ・ニース
風サラダなど
■定１５人（先着順）
■￥１５００円
■持エプロン・手拭き用タオル・箸
ミニチュア雑貨教室
■時５月２２日晶・
６月２６日晶午
前１０時～正午
（全２回）
■内多肉植物やド
ライフラワー
などを使った雑貨作り
■定２０人（先着順）
■￥３５００円
がま口教室
■時５月２８日昭午前１０時～午後０時３０分
■内手縫いでのがま口作り
■定１５人（先着順）
■￥２５００円

お茶やコーヒーを飲みながら、和やかな雰囲気で市長と語り合いませんか。
■時５月３１日掌、６月２９日捷、７月８日昌午前１０時３０分～１１時３０分（６月２９日
は午後２時３０分～３時３０分）
■場市内公共施設の会議室など（希望場所があれば、相談してください）
■対市内在住・在勤・在学の人で構成し、市内で活動している団体・グループ
■定各１団体（１団体につき５～１０人、定員を超えた場合は抽選）
■他要望や政治・宗教などに関する内容は不可。また、本会での発言内容や写
真などは、個人情報に配慮した上で、市公式ウェブサイトに掲載します
■申５月８日晶までの午前８時３０分～午後５時１５分（松掌抄承を除く）に、電話
または申込書を郵送（必着）かファクス・Eメールで秘書課広報広聴係（緯

〈７１〉２２０２／〒４４６－８５０１住所記載不要／胃〈７６〉１１１２／info@city.anjo.aichi.
jp）へ
※申込書は、同係・市公式ウェブサイトで配布。

■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

臥 広報あんじょう 2015.4.15

５月の移動児童館
■対■時■場乳幼児親子諮１２日昇・２６日昇獅

南部公民館 １３日昌・２７日昌獅東部
公民館 ８日晶・２９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）

プラネタリウム５月の生解
説
■時■内２日松～６日承・９日松・１０日掌・
１６日松・１７日掌・２３日松・２４日掌・
３０日松・３１日掌午後１時３０分・３時
獅意外に面白い初夏の星座
※２４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）

５月の土器づくり教室
■時１日晶・４日抄～６日承・８日晶・
９日松・１２日昇～１５日晶・１９日昇～
２３日松・２６日昇～３０日松午後１時～
４時（受け付けは午後２時まで）
■内弥生時代と同じ方法での土器作り
■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）

■内１００日間（５月１５日晶～８月２２日松）
毎日体重を測ります
■対BMIが２３以上あり、やせたいと思っ
ている市内在住・在勤の１８歳以上
※BMI=体重（手）÷身長（杓）÷身長
（杓）。
■定１００人（先着順）
■他参加者には月１回ダイエットに関す
る情報を提供します。希望者には、
管理栄養士・保健師がダイエットを
手伝います
■申４月２０日捷～５月１日晶午前８時３０
分～午後５時１５分（松掌抄を除く）に、
申込書を持参か郵送（必着）・ファク
スで市保健センター（〒４４６－００４５横
山町下毛賀知１０６－１／緯〈７６〉１１３３
／胃〈７７〉１１０３）へ
※申込書は同センター・市公式ウェ
ブサイトで配布。

１００日間ダイエットチャレ
ンジ２０１５

■￥入苑料（中学生以下無料、呈茶を希
望する人は別途３００円）

■場■問丈山苑（緯〈９２〉７７８０）
週末春の宵開苑
午後７時まで開苑します。（入苑は午
後６時３０分まで）
■時５月２日松・３日抄・９日松・１０日
掌

新緑茶会
■時５月１０日掌午前１０時～午後３時
■他晴天時は野点もあり

の だて

蓄音機とジャズレコードの世界
■時５月１６日松午前１０時～午
後３時
■内昭和初期のジャズＳＰレ
コードを蓄音機を使って
流します

丈山苑の催し
インターネットと電子メールを利用した登録制のアンケート調査です。設
問は市政に関するもので、アンケートは原則選択式、１０問程度で、簡単に回
答できます。
■時任期獅来年３月３１日昭まで
■内年度内の回答数に応じ、次の額の商品券を進呈 回答数５～９回獅５００円
分 回答数１０回以上獅１０００円分（アンケートは１５回程度実施予定）
■対次の要件を全て満たす人
暫市内在住・在勤の満１８歳以上
暫電子メールを利用でき、市からのメールを受信できる人（携帯電話の電
子メールも可）
暫インターネットを利用できる人
■他アンケート結果は、個人が特定されない形式で市公式ウェブサイトで公表
します。通信費用などは全てｅモニターの負担となります

■申５月１５日晶までに、市公式ウェブサイト「市政情報」内「安城市ｅモニター
制度」ページから、登録してください
■問秘書課広報広聴係（緯〈７１〉２２０２）

■時５月２０日昌午前８時３０分～午後４時
３０分
■場集合・解散獅市役所西会館駐車場
■内渥美農林高等学校（田原市）や赤塚山
公園（豊川市）の施設見学や講習など
■対市内在住・在学・在勤の２０歳以上
■定２４人（先着順）
■持昼食・筆記用具・雨具
■申４月２０日捷～５月１日晶に、郵便番
号・住所・氏名・年齢・電話番号・
ファクス番号をファクスでエコネッ
トあんじょう（胃・緯〈５５〉１３１５）へ
■問エコネットあんじょう、環境首都推
進課（緯〈７１〉２２０６）

ふれあい田んぼアート２０１５
田植え
今年、生誕２５０年を迎える都築弥厚

にちなんだ絵柄を、色とりどりの稲で
田んぼに描きましょう。
■時５月１７日掌午前９時４５分（受け付け
は午前９時から）
■場和泉町七ツ田（デンパーク正面ゲー
トから西へ４００杓）

■内手作業による田植え、関連イベント
■定５００人（定員を超えた場合は抽選）
■持田んぼで作業のできる服装・長靴・
軍手・タオルなど

■申５月７日昭までに、申込用紙を郵送
（必着）かファクスで①～③のいずれ
かへ
①市農務課（〒４４６－８５０１住所記載不
要／胃〈７６〉１１１２）
②ＪＡあいち中央営農企画部（〒４４６
－００４６赤松町浄善５０／胃〈７３〉４４１５）
③水土里ネット明治用水総務課（〒

み ど り

４４６－００６５大東町２２－１６／胃〈７６〉６５
６１）
※申込用紙は、市農務課、文化セン
ター、各地区公民館、JAあいち中
央各支店、水土里ネット明治用水で
配布。
■問市農務課（緯〈７１〉２２３３）

花木の栽培管理を学ぼう

昨昨年の絵昨年の絵柄柄



芽広報あんじょう 2015.4.15

■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。

歴史ウオーク「桜井古墳群
を歩く」
古墳時代（約１７００年前）、三河の中心

は、本市の桜井地区でした。国史跡二
子古墳・姫小川古墳などの古墳を巡り、
身近な文化財の素晴らしさを再発見し
ましょう。
■時４月２９日抄午前９時
■場集合場所獅ＪＡあいち中央桜井支店
（姫小川町）
■問文化振興課（緯〈７７〉４４７７）

榎前町せせらぎ・れんげま
つり
■時４月１９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（榎前町）
■内産直農産品青空市、輪投げコーナー、
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
■問榎前町内会（緯〈９２〉００７１）、清掃事業
所（緯〈７６〉３０５３）

体験！昔あそび
■時５月２日松～６日承午前１０時～午
後３時
■内竹馬・けん玉遊びを体験
作ってみよう！「折り紙ＤＥ兜（かぶ
と）づくり」
■時５月３日抄～５日抄午前１０時～午
後３時
※材料が無くなり次第終了。
■他バルーンアートでの剣作りもあり
こどもの日記念「遊具こども無料開
放」
■時５月５日抄午前１０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
料で開放します
■対小学生以下（未就学児は保護者同
伴）
ノルディックウオーキング＆棒ビク
ス体験会
■時５月９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４月２０日捷～５月８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

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①５月１１日捷・２５日捷午前１０時～
１０時５０分 ②５月１３日昌・２７日昌

午前９時３０分～１０時２０分 ③５月
１３日昌・２７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～未就学児とその母親
■定①②獅各２０人 ③獅１５組 いずれ
も先着順
■持運動ができる服装・タオル
■申４月２０日捷～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５月１５日晶・２０日昌・２９日晶午前
１０時～正午
■内デコクレイ粘土を使った小物作り
１５日・２０日獅デコスイーツの小物
作り ２９日獅花の小物作り
■対１８歳以上
■定各１０人（先着順）
■￥各５００円
■申４月２０日捷～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

■場■問堀内公園（緯〈９９〉５９４７）

■場環境学習センターエコきち
■申４月１８日松～各講座開催日３日前ま
での午前９時～午後９時（昌を除く）
に、講座名・住所・氏名・年齢・電
話番号・参加人数を直接か電話・
ファクスで環境学習センターエコき
ち（秋葉公園内／☎・胃〈７６〉７１４８）へ

木の観察と宝探しをしよう
■時５月２日松午前１０時～１１時３０分
■対４歳以上（未就学児は保護者同伴）
■定１０人（先着順）
■￥１００円
秋葉公園でかたちあそび
■時５月３日抄午前１０時～１１時３０分
■内秋葉公園で同じ形のものを探して遊
びます
■対４歳以上（未就学児は保護者同伴）
■定１０人（先着順）
■￥１００円
親子で木のぼり体験
■時５月４日抄午前１０時～１１時３０分
■対小学生以上の子とその保護者
■定１０人（先着順）
■￥５００円

プラ板でアクセサリーづくり
■時５月６日承・１６日松午前１０時～１１時
３０分
■対４歳以上（未就学児は保護者同伴）
■定各１０人（先着順）
■￥１００円
野草料理を体験しよう
■時５月９日松午前１０時～１１時３０分
■対４歳以上（未就学児は保護者同伴）
■定１０人（先着順）
■￥３００円
■持エプロン・三角巾
母の日ありがとうフレームをつくって
プレゼントしよう
■時５月１０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１０人（先着順）
■￥１００円

エコきちの環境学習講座

木木登りを楽しも木登りを楽しもうう

安祥城などを巡った前回の様安祥城などを巡った前回の様子子

フラダンスを取り入れた運動をしまフラダンスを取り入れた運動をしますす

■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

蛾 広報あんじょう 2015.4.15

活動が市民憲章（本紙１９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（※）に実践し
ている個人または団体（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環境美化活動
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・家庭教育など
※「継続的」の目安となる実践頻度諮週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１６日昭～３０日昭午前９時～午後５時（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。

マーメイドパレス「ゴール
デンウィークの催し」

■対いずれもおむつが外れていない子は
不可、小学３年生以下の子は保護者
１人につき２人まで可

■場■問マーメイドパレス（緯〈９２〉７３５１）
お菓子のつかみどり
■時４月２５日松・２６日掌午前１０時
■対小学生以下
■定各５０人（当日先着順）
■￥施設利用料
ちびっこ抽選会
■時４月２９日抄午前１０時
■内抽選で菓子の詰め合わせなどを進呈
■対小学生以下
■定５０人（先着順）
■￥施設利用料
文字探しラリー
■時５月２日松・３日抄午前１０時
■内プールに隠された文字を探し、キー
ワードを完成させた人に菓子を進呈

■対小学生以下
■定各５０人（当日先着順）
ちびっこデー
■時５月２日松・３日抄

■内■対未就学児にプールを無料で開放
こども無料開放
■時５月４日抄～６日承

■内■対中学生以下にプールを無料で開放

■場マーメイドパレス
■申各申込開始日の午前１０時から、電話
でマーメイドパレス（緯〈９２〉７３５１）へ
高齢者のためのお手軽エクササイズ～
転倒予防運動～
■時５月１日晶午前１０時３０分～１１時３０分
■内下半身の筋力を鍛える、簡単なエク
ササイズを健康運動指導士が指導
■対６０歳以上の女性
■定１０人（先着）
■￥５００円
■持運動のできる服装・タオル・飲み物
（ペットボトル）
■申申込開始日獅４月２１日昇

フィトセラピー（植物療法）体験会
■時５月８日晶午前１０時３０分～正午
■内紫外線対策に効くハーブの紹介、ス
キンローション作り
■対１８歳以上
■定８人（先着順）
■￥１９００円
■持バスタオル
■申申込開始日獅４月２２日昌

女性のためのお手軽エクササイズ
■時５月１５日晶午後１時３０分～２時３０分
■内ボールを使ったストレッチや、全身
運動を取り入れたエクササイズを健
康運動指導士が指導
■対運動を始めようと思っている中高年
の女性
■定１０人（先着順）
■￥５００円
■持運動のできる服装・タオル・飲み物
（ペットボトル）
■申申込開始日獅４月２１日昇

マーメイドパレスの教室

碧海信用金庫本店前会場（御幸本町）
■時４月２５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）

ＪＲ安城駅南側ホコ天会場（御幸本町）
■時４月２５日松午前１０時～午後３時
■内手作り品・地元産野菜・特産物の販
売、商店街アイドル「看板娘。」ステ
ージ、きーぼーのお楽しみ抽選会。
きーぼーショップミニではきーぼー
グッズを販売
■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、当日と
５月のホコ天きーぼー市開催日まで利
用できる乗車券を各１枚進呈。
■問都市計画課（緯〈７１〉２２４３）

今月のホコ天きーぼー市

新新鮮な野菜を買うことができま新鮮な野菜を買うことができますす

フィトセラピーを体験できまフィトセラピーを体験できますす


