
わくわくサロン「親子ｄｅ
ストーンアート講座」

■他入園料別途。都合により変更する場
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）

ジェルキャンドル教室
■時５月１６日松・１７日掌午前１０時～午後
３時
■内砂とガラス細工を使ったキャンドル
作り
■定各５０人（当日先着順）
■￥１２００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５月１６日松～１８
日捷・２３日松～
２５日捷午前１０時
～午後３時３０分

■￥７５０円
手作りパン教室「デニッシュパン＆動
物あんパン」
■時５月１６日松・１７日掌・２３日松・３０日
松・３１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

フォトスポット撮影ツアー「夏めくコ
コロ」
■時５月２３日松午後１時３０分
■講鶴田郁夫氏（フォトマスターＥＸ（エ

いく お

キスパート））
■定２０人（先着順）
■￥１３００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

ガラス細工＆とんぼ玉教室
■時５月３０日松・３１日掌午前１０時～午後
３時
■講杉浦英津子氏（がらすあそび KERY

え つ こ

主宰）
■定各５０人（当日先着順）
■￥１５００円から
寄せ植え講座「ハイドロカルチャー」
■時６月１２日晶午前１０時
■講野正美保子氏（ＲＨＳＪコンテナガ

み ほ こ

ーデニングマスター）
■定２０人（先着順）
■￥４０００円
■持薄手袋、はさみ、エプロン（ガーデニ
ング用）
■申５月５日抄～２９日晶午前９時３０分～
午後５時（休園日を除く）に、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
体験教室
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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■問市スポーツセンター（緯〈７５〉３５４５）
大人の筋トレ教室
■時６月３日昌・１０日昌・１７日昌・２４日
昌午後１時３０分～２時３０分（全４回）

■内自宅でできる筋力トレーニングの正
しい方法を指導
■対１８歳以上で運動
制限のない人
■定１５人（先着順）
■￥施設使用料
■持運動ができる服
装・室内用シュ
ーズ・タオル・
飲み物（ペット
ボトル）
■申５月６日承～開催日前日の午前９時
～午後８時（捷を除く）に、直接か電
話で同センターへ

水中ウオーキングエクササイズ（中高
年向け）
■時６月９日昇・１６日昇・２３日昇午後１
時～２時（全３回）
■定１０人（先着順）
■￥施設使用料
■持水着・水泳帽子
■申５月６日承～開催日前日の午前９時
～午後８時（捷を除く）に、直接か電
話で同センターへ

子供水泳教室（初心者向け）
■時６月１７日昌・２４日昌、７月１日昌・
８日昌・１５日昌・２２日昌（全６回）
①午後４時～５時 ②午後５時～６
時

■対①獅小学１・２年生 ②獅小学３・
４年生（いずれも２５ｍを泳げない人）
■定各１５人（先着順）
■￥３４００円
■持水着・水泳帽子・ゴーグル（必要な
人）
■申５月６日承～２０日昌の午前９時～午
後８時（捷を除く）に、直接か電話で
同センターへ

体力測定会
■時６月２７日松午前１０時～正午
■内６種目を測定し、
体力年齢を算出
■対１８～６４歳
■定２０人（先着順）
■持運動ができる服装・
室内用シューズ・
タオル・飲み物
（ペットボトル）
■申５月６日承～開催日前日の午前９時
～午後８時（捷を除く）に、直接か電
話で同センターへ

■時５月１６日松午前１０時～正午
■場市民交流センター
■内画用紙ではなく、河原に流れ着いた
小石に思い思いの絵を描きます。ま
た、大昔の人が岸壁や石に描いたこ
とを学習します
■講鬼頭茂雄氏（環境アドバイザー）

しげ お

■対３歳～小学生（未就学児は保護者同
伴）

■定１０人（先着順）
■持水彩絵の具・筆・鉛筆・油性サイン
ペン
■申５月５日抄からの午前９時～午後８
時に、参加者全員の住所・氏名・電
話番号・保護者氏名を直接か電話・
郵送・ファクス・Ｅメールで市民交
流センター（緯〈７１〉０６０１／〒４４６－００
６５大東町１１－３／胃〈７１〉０６６８／cen
ter@katch.ne.jp）へ

スポーツセンターの催し

粗大ごみとしてリサイクルプラザに
持ち込まれたものの中から、まだ使え
るものを補修などして販売します。掘
り出し物を見つけましょう。
■時５月１０日掌午前９時～正午
■場リサイクルプラザ
■問清掃事業所（緯〈７６〉３０５３）、当日の問
い合わせ（緯０９０〈９８９２〉２９３３）

今月の再生家具入札販売

市民交流センタ市民交流センターー

目指せ筋力向目指せ筋力向上上

ままだまだ使えままだまだ使えますす

■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 2015.5.1

■場■問堀内公園（緯〈９９〉５９４７）
母の日記念「折り紙カーネーション作
り」
■時５月９日松・１０日掌午前１０時～午後
３時
※材料がなくなり次第終了。

南吉スタンプラリー
■時５月９日松・１０日掌・１６日松・１７日
掌・２３日松・２４日掌・３０日松・３１日
掌

■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。参加賞あり

■対小学生以下
■定各１００人（当日先着順）
作って遊ぼう「紙ブーメラン作り」
■時５月１６日松・１７日掌午前１０時～午後
３時

■定各１００人（当日先着順）
赤ちゃんハイハイレース
■時５月２３日松午前１０時３０分（受け付け
は午前１０時から）
※雨天中止。
■内参加者に有料遊具利用券を進呈
■対立ち歩きのできない赤ちゃんとその
保護者
■定４０組（先着順）

堀内公園の催し

■場■申５月５日抄（昌を除く）から各講座
開催の３日前までの午前９時～午後
９時に、講座名・住所・氏名・年齢・
電話番号・参加人数を電話かファク
スで環境学習センターエコきち（緯・
胃〈７６〉７１４８）へ
野菜スタンプで絵をかこう
■時５月１７日掌・２４日掌午前１０時～１１時
３０分
■対４歳以上（小学生未満は保護者同伴）
■定各１０人（先着順）
■持野菜の切れ端を１つ程度

安城メダカ里親プロジェクト２０１５
■時５月２３日松午後１時３０分～３時
■内安城メダカ（ニホンメダカ）の飼育・
繁殖

■対市内在住・在勤・在学の人（小学３
年生以下は保護者同伴）

■定３０人（先着順）
■講岩松鷹司氏（愛知教育大学名誉教授）

たか し

■持メダカを持ち帰る容器（飼育ケース
など）

冬・水・田んぼDeいきものみっけプ
ロジェクト２０１５
冬の間も水を張り、生物の力を利用
して土をトロトロにした田んぼで生き
物を見つけて環境を学ぼう！

■時①５月３０日松 隠６月２０日松、７月
１８日松 いずれも午前１０時～１１時３０
分（全３回）
■内①獅「冬・水・田んぼ」講習会とバケ
ツ田植え 隠獅いきものみっけ
※隠の会場はデンパーク西の田んぼ。
■対全日程参加できる、市内在住の小中
学生（小学３年生以下は保護者同伴）

■定１０人（先着順）
■持汚れてもよい服装、タオル、水筒

エコきちで自然と遊ぼう マーメイドパレスの催し
■問マーメイドパレス（緯〈９２〉７３５１）へ
母の日カーネーションプレゼント
■時５月１０日掌午前１０時から
■内■対プールまたはトレーニングルーム
を利用した１８歳以上の女性にカーネ
ーションを進呈
■定１００人（当日先着順）
■￥施設利用料
ＢＩＮＧＯ大会！
■時５月１７日掌午後２時
■対プールを利用した人
■定１００人（先着順）
■他ビンゴカードは１０分前から造波プー
ル前で配布
■￥施設利用料
アロマテラピー体験会
■時５月１９日昇午前１０時３０分～１１時３０分
■内精油で制汗スプレーを作ります
■定１０人（先着順）
■￥１３００円
■申５月７日昭午前１０時から、直接か電
話でマーメイドパレスへ
はじめてのお灸～精神的な疲れに効く
ツボ～
■時５月２１日昭午前１０時３０分～正午
■内お灸の使い方など初心者向け体験会
■対１８歳以上の女性
■定５人（先着順）
■￥１５００円
■持肘・膝を出せる服装（スカート不可）
■申５月７日昭午前１０時から、直接か電
話でマーメイドパレスへ
ベビーマッサージ
■時５月２２日晶午前１０時３０分～正午
■内赤ちゃんとの肌と肌のふれあいによ
って、さまざまな悩みを解消
■対２カ月～１歳
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・子ども用の飲
み物
■申５月１２日昇午前１０時から、直接か電
話でマーメイドパレスへ

託児あり！トレーニングジム利用会
■時５月２８日昭午前１０時３０分～正午
■対６カ月～未就園児とその保護者
■定５人（先着順）
■￥施設利用料
■持運動のできる服装、室内用シューズ
■申５月１３日昌午前１０時から、直接か電
話でマーメイドパレスへ

田んぼで観察しま田んぼで観察しますす

蒸気機関車写生大会
■時５月１０日掌午前９時～午後３時（雨
天時は１７日掌に延期）

■場総合運動公園
■対小学生以下（保護者同伴）
■持画板、絵の具、クレヨンなど
■他優秀作品に賞状と賞品。また、応募
者全員に参加賞あり

■問公園緑地課（緯〈７１〉２２４４）

機関車を描こ機関車を描こうう


