
■ぬいぐるみのおとまり会
■時４月２９日抄午後３時３０分～５時３０
分、３０日松午前１１時～１１時３０分
■内お気に入りのぬいぐるみと一緒に
館内ツアーやおはなし会に参加し
ます。夜はぬいぐるみだけでおと
まり会をします
■対利用者カードを持っている小学生
以下の子とぬいぐるみ１体（※）
※６０尺四方に収まるもの。

■定１０組（定員を超えた場合は、初め
て参加する人を優先して抽選）
■申３月２４日昭～４月７日昭に申込用
紙を持って中央図書館へ
※申込用紙は同館ウェブサイトで
配布。

中央図書館（緯〈７６〉６１１１）

お知らせ

せん定枝リサイクルプラントで製造した「安城いきいきたい肥」を配布しま
す。
■時４月２９日抄～５月７日松（期間中は掌抄も配布します）
■内受け取り数量施総量２００ｔのうち、たい肥使用対象面積（１釈当たり３手）
に応じて１世帯３００手まで
※応募者多数の場合は抽選の上、決定者のみ通知します。
受け取り方法施たい肥を直接積み込める４ｔ以下のトラックで来るか袋を
持参して、せん定枝リサイクルプラントへ
■申３月１５日昇～２８日捷午前８時３０分～午後５時１５分（松掌抄承を除く）に、申
込書に住所・氏名・電話番号・希望数量（手）・たい肥使用面積又はプランタ
ーの個数を記入し、持参か郵送（必着）・ファクス・Ｅメールで清掃事業所
（〒４４４－１１５５堀内町西新田２／胃〈７７〉１３１８／ikiiki@city.anjo.aichi.jp）へ
※申込書は同所・市公式ウェブサイトで配布。任意の用紙でも可。
※記入漏れがある場合は失格となります。
■問清掃事業所（緯〈７６〉３０５３）

大学生等海外留学奨学金制
度の奨学生（追加募集）
■内奨学金施留学先の国・地域に応じ月
額３～５万円（最長１年間） 選考施

書類審査及び面接（６月１８日松予定）
■対８月以降に留学を開始し、４月１日
現在２５歳以下で本人及び保護者が市
内に１年以上住所がある人
※この他にも、経済要件や学力要件
等があります。詳しくは本紙昨年１２
月１５日号１０ページを参照。
■定６人（予定）
■申４月１日晶～２８日昭午前８時３０分～
午後５時１５分（松掌を除く）に、申請
書を持参か郵送（必着）で教育委員会
総務課（〒４４６－００４５横山町下毛賀知
１３－１／緯〈７１〉２２５３）へ
※申請書は同課・市公式ウェブサイ
トで配布。

■内職務内容施出土品の洗浄・図化、報
告書の編集等 雇用期間施４月１日
晶～９月３０日晶（１０月以降も更新の
場合あり） 勤務時間施午前９時～
午後３時３０分で週４日程度（松掌抄

の勤務ができること） 賃金施時給
９３０円、通勤割増１日２００円 選考施

面接（３月２３日昌）
■対パソコンの操作ができる人
■定若干名
■申３月２１日承までの午前９時～午後５
時（休館日を除く）に、登録申込書を
持って歴史博物館（緯〈７７〉４４７７）へ
※登録申込書は市公式ウェブサイト
で配布。
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埋蔵文化財センター臨時職員

■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。

※対象年齢は目安です。

２日松午後３時おはなしレストラン
（小学生以上）

５日昇・１９日昇
午前１０時３０分

えほんとわらべうた
の会（０～２歳）

６日昌午前１０時
３０分

えほんのとびら（０
～２歳）

７日昭午前１０時
３０分

おはなしゆりかご
（０～２歳）

９日松午後２時おはなしえがお（３
歳～小学３年生）

１３日昌午前１０時
３０分

おはなしたまてばこ
（１～５歳）

１５日晶午前１０時
３０分

このゆびと～まれ
（０～２歳）

１６日松午前１０時
３０分

南吉朗読ででむし会
（小学生以上）

１７日掌午後２時かみしばいの会（３
歳～小学３年生）

２１日昭午前１０時
３０分

いないいないばあ
（１～５歳）

２３日松午前１１時大人のための絵本朗
読会（一般）

２６日昇午前１０時
３０分

絵本好き集まれ！お
すすめ絵本紹介

２７日昌午前１０時
３０分

おはなしまあだ（１
～５歳）

４月のおはなし会

４月の休館日
４日捷・１１日捷・１８日捷・２２日晶・
２５日捷

生活習慣病予防のための保健指導、
健康教育、保健相談等、成人保健事業
に従事する臨時保健師を募集します。
フルタイム勤務
■内勤務日時獅捷～晶午前８時３０分～午
後５時（松掌勤務あり）
■他健康保険・厚生年金・雇用保険対象
パートタイム勤務
■内勤務日時獅捷～晶午前８時３０分～午
後５時のうち、週１～３日程度で指
定する時間
共通事項
■内雇用期間獅４月１５日晶～９月３０日晶

（更新の場合あり） 賃金獅時給１４４０
円、通勤割増１日２００円 選考獅面
接（４月７日昭）
■定フルタイム勤務・パートタイム勤務
ともに若干名
■申３月１５日昇～３１日昭午前８時３０分～
午後５時１５分（松掌抄承を除く）に、
顔写真付き履歴書と保健師免許証の
原本を持って市保健センター（緯〈７６〉
１１３３）へ

臨時保健師

障害者差別解消法が施行さ
れます
障害を理由とした差別をなくすため
の措置を定め、障害のある人もない人
も、分け隔てなく共生できる社会を目
指すために「障害を理由とする差別の
解消の推進に関する法律（障害者差別
解消法）」が施行されます。
■時施行日施４月１日晶

■内本法律の施行により、次のことが禁
止されます

暫障害のある人に対し正当な理由なく
障害を理由として、財・サービスの
提供を拒否する等、不当な差別的扱
いをすること

暫障害のある人から配慮を求める意思
の表明があるにも関わらず、日常生
活や社会生活を送るうえでの障壁を
取り除くための必要かつ合理的な配
慮（※）をしないこと
※一例として耳の不自由な人に対し、
手話や筆談で対応すること。
※合理的配慮の提供は、行政機関に
は法的義務、民間事業者には努力義
務とされています。
■問障害福祉課（緯〈７１〉２２２５）

障害者の通院・外出に係るタクシー
料金助成利用券を交付します。
※１人１冊。ただし、週２回以上かつ
２カ月以上の通院が必要な人は、通
院報告書の提出により２冊目を交付。
■対陰～韻のいずれかを持っている人
陰身体障害者手帳１～３級
②療育手帳A・B判定
韻精神障害者保健福祉手帳１・２級
※自動車税・軽自動車税の減免を受
けている人、市高齢者タクシー料金
助成利用券の交付を受けている人を
除く。
■申３月２４日昭からの午前８時３０分～午
後５時１５分（松掌抄を除く）に、陰～
韻のいずれかを持って障害福祉課
（緯〈７１〉２２２５）へ

平成２８年度障害者福祉タク
シー料金助成利用券を交付

安城理容組合加盟店の理容師が出張
し、自宅にて理髪・ひげそりを行う訪
問理容の料金助成利用券を交付します。
■対陰又は②に該当する人
陰在宅ねたきり高齢者等介護人手当
受給者が介護するねたきり高齢者
②肢体不自由者で、下肢又は体幹の
程度が１級である身体障害者手帳所
持者
■申３月２４日昭からの午前８時３０分～午
後５時１５分（松掌抄を除く）に、陰施

認印を持って高齢福祉課（緯〈７１〉２２
２３）へ ②施身体障害者手帳と認印
を持って障害福祉課（緯〈７１〉２２２５）へ

平成２８年度訪問理容料金助
成利用券を交付

■問衣浦東部広域連合総務課（緯〈６３〉０１３１）
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■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

■衣浦東部広域連合議会
平成２８年第１回衣浦東部広域連合議会定例会が２月９日に開催されました。
議会では、一般質問のほか行政不服審査法の施行等に伴う関係条例の整備に関する条例の制定を始め８件の条例制定、
平成２７年度一般会計補正予算（第２号）、平成２８年度衣浦東部広域連合一般会計予算等、計１０件の議案が原案どおり可決
され、成立しました。

■平成２８年度衣浦東部広域連合一般会計予算
歳入歳出総額は、６４億５９００万円。主に高機能消防指令センター総合整備事業に係る経費により、前年度より１４億６４００

万円、約２９.３％の増額となりました。歳入・歳出は下表のとおりです。
＜歳入＞

内容金額（千円）科目

構成市からの負担金５，５４８，２４６分担金及び
負担金

消防関係許可の手数料等１４，８６７使用料及び
手数料

３国庫支出金
煙火消費許可事務等に係る交付金４２県支出金
財産の貸付収入５３８財産収入

１寄附金
前年度剰余金５０，０００繰越金
防火管理講習料等１０，１０３諸収入
借入金８３５，２００連合債

６，４５９，０００合計

＜歳出＞
内容金額（千円）科目

広域連合の議会運営費用２，３３６議会費

連合事務所の維持管理、人事管
理等の総務関係費用２１３，７５１総務費

消防署、消防車両、消防団、消
防水利等の費用６，２１２，８３７消防費

消防施設・設備整備の借入金償
還費用１０，０７６公債費

２０，０００予備費

６，４５９，０００合計



デンパーク春のイベント
■場■問デンパーク（緯〈９２〉７１１１）
■他入園料別途。詳細は問い合わせてく
ださい
フラワーフェスティバル
■時３月１９日松～５月２９日掌（昇を除く、
ただし３月２９日昇、５月３日抄は開
園）
■内主なイベント諮３月１９日松施妖怪
ウォッチキャラクターショー １９日
松～２１日承施動物ふれあい広場 ２０
日抄施GIRLSWAVE２０１６inデンパ
ーク ２１日承施動物戦隊ジュウオウ
ジャーショー ２６日松施イースター
ダンスパーティー ２６日松・２７日掌

施わんわん動物園がやってくる！
２７日掌施イースターパレード ４月
２日松施大道芸パフォーマンス「パ
クパクりゅうじ」 ３日掌施きかん
しゃトーマスキャラクターショー

ミラーワールド～鏡愕（きょうがく）の
世界へようこそ～
■時３月１９日松～７月３日掌

■￥大人５００円、小中学生４００円、幼児
（３歳～小学生未満）３００円

■場■問マーメイドパレス（緯〈９２〉７３５１）
チビッコ抽選会
■時３月２６日松午前１０時
■対■内当日プールを利用した小学生以下
に抽選でお菓子の詰め合わせを進呈
■定５０人（当日先着順）
■￥施設利用料
水中宝探し
■時３月２７日掌午前１０時
■対■内プールに隠されたカプセルを見つ
けた小学生以下に景品を進呈
■定５０人（当日先着順）
■￥施設利用料

マーメイドパレスの催し

■時３月３１日昭から
■場宇頭茶屋町、尾崎町、二本木町、別
郷町、高木町、大岡町、山崎町、北
山崎町、御幸本町、末広町、花ノ木
町、和泉町、東端町、根崎町、桜井
町、姫小川町及び小川町の一部
■他公共下水道の使える区域は、市全体
で２,２７７ヘクタールとなります
■問下水道管理課（緯〈７１〉２２４７）、下水道
建設課（緯〈７１〉２２４８）

新たな使用可能区域の縦覧
■時３月１７日昭～３１日昭午前８時３０分～
午後５時１５分（松掌抄承を除く）

■場下水道管理課
１日も早く下水道に接続を
川や海を汚す最大の原因は、家庭か
らの生活排水です。下水道が使用可能
になったら、一日も早く接続をお願い
します。
敷地内の排水管・排水ますは、個人
負担で施工することになります。工事
の際は、市が指定する「安城市排水設
備工事指定工事店」へ直接申し込んで
ください。

公共下水道の使える区域が
広がります

市不妊治療等助成制度の対
象者を変更
年齢要件を設けました。４月１日晶

から、治療開始日において妻の年齢が
４３歳未満の夫婦が対象となります。
※経過措置等があります。詳しくは、
市保健センターへ問い合わせてくだ
さい。

■問市保健センター（緯〈７６〉１１３３）

第３次安城市子ども読書活動推
進計画（案）への意見募集結果
意見等は寄せられませんでした。
■問中央図書館（緯〈７６〉６１１１）

福祉への善意・寄付ありが
とうございます
１月分／受け付け順／敬称略
市社会福祉協議会善意銀行
桜井福祉センター利用者、野村君江、
寺田由美子、日本モウルド工業株式会
社、中村富士子、株式会社イノアック
コーポレーション桜井事業所、イノア
ック労働組合桜井支部、横山眞司、ふ
れあいダンス、二本木公民館利用者、
明治安田生命安城営業所、公民館まつ
り実行委員会、匿名
市役所関係
安城市仏教会、学校法人安城学園愛知
学泉大附属幼稚園、NPO団体ZERO
DREAM、株式会社イトーヨーカ堂安
城店労働組合、匿名
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ごみ収集日お知らせメール
サービスのご利用を
ごみの収集日をＥメールで通知しま
す。ごみ収集日お知ら
せメールサービスサイ
ト（※）から登録できま
す。ごみの出し忘れ防
止にご活用ください。
※http://www.53cal.jp/anjo又は右
上のＱＲコードからアクセス可。

■問清掃事業所（緯〈７６〉３０５３）市役所「西会館」の名称を
「さくら庁舎」に変更します
■時変更日施４月１日晶

■内名称諮変更前施市役所西会館 変更
後施市役所さくら庁舎
■問行政課（緯〈７１〉２２０８）

あいちトリエンナーレ２０１６
の特別先行前売券を販売
■時販売期間施４月１日晶～３０日松

■場販売場所施コンビニエンスストア
（サークルＫサンクス、セブンイレ
ブン、ファミリーマート、ミニスト
ップ、ローソン）、岡崎市シビックセ
ンター（岡崎市羽根町）ほか

■￥一般施１１００円 大学生施７００円 高
校生施３００円
※中学生以下は無料。

■他詳細は問い合わせてください
■問市民ギャラリー（緯〈７７〉６８５３）

■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■問堀内公園（緯〈９９〉５９４７）
利用者還元ふわふわランド
■時３月２６日松・２７日掌午前９時～午後
４時（雨天中止）
■対有料遊具（観覧車・汽車・サイクル
モノレール・メリーゴーランド）を
２種類利用した小学生以下
■￥有料遊具利用料
Mama'smarche～ママたちの手作り・
愛情こもった市場～
■時３月２７日掌午前１０時～午後３時（雨
天中止）
■内手作り雑貨・オーガニック食品・野
菜の販売等
じゃんけん大会
■時４月１日晶・４日捷～８日晶午後３
時・３時３０分

■内じゃんけんに勝った人へ有料遊具利
用券を進呈
■対小学生以下
■定各５０人（当日先着順）
鯉のぼりにメッセージを書こう
■時４月１日晶～１０日掌午前１０時～午後
３時
※鯉のぼりにメッセージを書くスペ
ースがなくなり次第終了。

回数券の販売
■時４月１日晶～５月８日掌午前９時～
午後４時３０分（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
臨時開園のお知らせ
３月２９日昇、４月５日昇は開園しま

す。ぜひご来園ください。

堀内公園の催し

■時３月２５日晶午前１０時３０分～正午
■場マーメイドパレス
■内骨盤体操で骨盤の左右の歪みを整え、
スタイルや姿勢を矯正します
■講岩瀬裕子氏

ゆう こ

■対１８歳以上の女性
■定８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）、ヨガマット又はバ
スタオル
■申３月１８日晶午前１０時から、電話でマ
ーメイドパレス（緯〈９２〉７３５１）へ

目指せ美ボディ！骨盤エク
ササイズ

４月の土器づくり教室
■時１日晶・２日松・５日昇～９日松・
１２日昇～１４日昭・１９日昇～２３日松・
２６日昇～３０日松午後１時から（受け
付けは午後２時まで）

■内弥生時代と同じ方法で土器作り
■対小学生以上（小学１～３年生は保護
者同伴）
■場■問埋蔵文化財センター（緯〈７７〉４４９０）
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■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

地元の野菜を使ってつくるヘルシー
料理教室
■時４月１５日晶午前１０時
■内献立施豆腐とアスパラのオイスタ
ーソース煮、雲白肉（ウンパイロ
ウ）、トマトのスープ

■講入山竜彦氏
たつ ひこ

■定２０人（先着順）
■￥１５００円
■持エプロン、手拭きタオル、箸
■申３月２０日抄午前９時３０分から、同
クラブハウスへ

正しく歩くウォーキング講座
■時４月２２日晶、５月６日晶・２０日晶、
６月３日晶午前１０時３０分（全４回）

■内ウォーキングの質を高めるための、
効率的な歩き方を学ぶ

■講鈴木清吾氏
せい ご

■定２０人（先着順）
■￥４０００円
■申３月２０日抄午前９時３０分から、同
クラブハウスへ

■場■問デンパーククラブハウス（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

花の写真講座（前期）
■時４月２２日晶、５月６日晶・２０日晶、
６月３日晶午後１時３０分（全４回）
■内園内の花の撮影を通して、カメラ
の基本を学ぶ
■講岡田巳吉氏

み よし

■定２０人（先着順）
■￥４０００円
■申３月２０日抄午前９時３０分から、同
クラブハウスへ
チーズ講座「世界のチーズを楽しも
う！」
■時４月２８日昭、５月１９日昭、６月１６
日昭午前１０時３０分（全３回）
■内欧州を中心に各国のチーズを味わ
いながら、チーズの特色・歴史・
風土とのつながり、ワインの選び
方や楽しみ方を紹介
■講加藤純

じゅん

子氏
こ

■定２０人（先着順）
■￥６０００円（材料費別途１回１０００円～
１５００円）
■申３月２０日抄午前９時３０分から、同
クラブハウスへ

'



「アフリカ独立革命～援助に頼らな
い自立と真の独立を目指して」と題し、
島岡強

つよし

氏・由美子氏が自著『我が志ア
ゆ み こ

フリカにあり』等に書いたタンザニア
での独立を目指した活動について語り
ます。
■時４月２３日松午後２時～４時
■場中央図書館
■対中学生以上
■定１００人（先着順）
■申３月１９日松午前９時から、電話で中
央図書館（緯〈７６〉６１１１）へ
島岡夫妻の紹介ＤＶＤ鑑賞会
講演会に先立ち、島岡夫妻の活動を
紹介するＤＶＤを上映します。
■時４月１０日掌・１６日松午後３時～５時
■場中央図書館
■内「世界で頑張る日本人タンザニア編・
島岡強」「世界で勝負！グレートジャ
パニーズ『タンザニアで漁業革命に
挑戦する日本人・島岡強』」
■他申込不要、上映時間中の入退室自由

自著を語る講演会その３

■時①４月１日晶午前１０時３０分～１１時３０
分 ②４月１５日晶午後１時３０分～２
時３０分
■場マーメイドパレス
■内①初級編施

体力に自信
がない人で
も気軽に参
加できるお
手軽エクサ
サイズ
②中級編施ストレッチや全身運動を
取り入れたお手軽エクササイズ

■講健康運動指導士
■対運動を始めたい中高年の女性
■定各８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３月２２日昇午前１０時から、電話でマ
ーメイドパレス（緯〈９２〉７３５１）へ

女性のためのお手軽エクサ
サイズ

歴史博物館の講座
■場■問歴史博物館（緯〈７７〉６６５５）
安城の歴史入門「目からウロコ、安城
史」
■時４月１６日松、５月１４日松、６月１８日
松、７月１６日松、８月６日松、９月
１０日松午前１０時～正午（全６回）
■内安城の歴史を古代から現代にかけて
分かりやすく解説
■定３０人（先着順）
■￥５００円
■申３月２０日抄午前９時から、電話で歴
史博物館へ

押し寿司をつくろう
■時４月１６日松午前１０時～１１時３０分
■内郷土料理の押し寿司を楽しく作り、
安城の食文化を学ぶ
■講古居敬子氏（環境アドバイザー）

けい こ

■定３０人（先着順）
■￥５００円
■持エプロン、三角巾
■申３月２０日抄午前９時から、電話で歴
史博物館へ

■時４月３０日松午前１０時～１１時３０分
■場あんぱ～く
■講高田浩史氏（国語・

ひろ し

作文教室「文聞分」
ぶん ぶん ぶん

主宰）
■対乳幼児の父親
■定３０人（先着順）
■他別室託児あり
■申４月７日昭午前９時から、電話で子
育て支援センター（あんぱ～く内／
緯〈７２〉２３１７）へ

パパ講座「イクメンで家族
仲よし、子どもイキイキ」
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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。

主な認定土産品屋号
百花蜜深津養蜂園

一丈そうめん叙和泉そうめん丈
山の里

和泉手延べ半生長そ
うめん女たつみ麺店

和泉手延長そうめん和泉手延麺業組合
安城ハム（ポーク・
チキン）叙ネクスト

安城名物北京飯中国料理北京本店
ごんの想いどんぐり本店
抹茶と玉露の詰め合
わせ叙南山園

抹茶 松お茶の富光園
安らぎの城 深むし
茶（紫）叙碧香園

安城池浦まるくて通
り 自家焙煎珈琲ぬ
くもりブレンド

（福）ぬくもり福祉
会まるくてワーク
ス

安城むすめ桝見屋
あんじょはんじょ櫻屋
安城梨羊かん穂積堂

主な認定土産品屋号
安城一番 福たこ叙北城屋
デンパークオリジナ
ルサブレ

（公財）安城都市農
業振興協会

南吉からのおくりも
の叙安城スタイル

いちじくグラッセあんじょうハート
しあわせカステラ５
つの味のギフトBOX

パティスリーしあ
わせのえき

南吉青春シリーズ王
冠フィナンシェ

デ・レーヴ タカハ
シ

清酒三河安城純米酒、
清酒三河安城上撰、
焼酎三河安城（甲乙
混合）

女マルコウ酒店

ごんの正義（白のビ
ール）、ごんの愛情
（赤のビール）、ごん
の勇気（黒のビール）

安城デンビール叙

新美南吉かるた安城駅前元気会
安祥どわん籠竹之内かご店
三河万歳叙金魚屋
三河どら焼名人鼓やき女両口屋菓匠

市にふさわしい土産品として、２６業者４８品（下表参照）を
選定しました。
認定品には右の認定シールを貼っています。
■時認定期間施４月～平成３０年３月末
■問商工課（緯〈７１〉２２３５） 認定シー認定シールル諮諮

碧海信用金庫本店前会場（御幸本町）
■時３月２６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
イスに加え、午前１０時３０分から食育
紙芝居を上演
■問農務課（緯〈７１〉２２３３）
JR安城駅南側ホコ天会場（御幸本町）

■時３月２６日松午前１０時～午後３時
■内子どもの遊び場（昔懐かしい手作り
おもちゃが登場）、パパかふぇ（子育
てパパたちの憩いの場）、グルメ移動
販売車、商店街アイドル「看板娘。」
ステージ、きーぼーお楽しみ抽選会、
ハンドクラフトグッズ販売、市民団
体の発表ステージ、「き～☆モビ」の
車両展示・紹介等

■問叙安城スタイル（緯〈７３〉９５１１）、商工
課（緯〈７１〉２２３５）

まちなか発見クイズラリー
■時毎週松午前１０時
～午後５時

■内安城市観光案内
所「KEYPORT」

キ ー ポ ー ト

を発着点にまち
なかをまわりク
イズに答え、全
問正解した人に
南吉・きーぼーグッズを抽選で進呈

■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
■内各会場で買い物をした人に、当日か
ら次回のホコ天きーぼー市開催日ま
で利用できる乗車券を２枚進呈

■問都市計画課（緯〈７１〉２２４３）

今月のホコ天きーぼー市

アグリライフ支援センター
の催し
■場■問アグリライフ支援センター（緯〈９２〉
６２００）
ミニトマトプランター植付体験
■時５月７日松午前９時３０分～１１時
■内プランターに２種類のミニトマトを
植え付けます
※植え付け後は、自宅で管理・収穫。
■対市内在住の人
■定２０組（定員を超えた場合は抽選）
■￥１５００円
※４０狩（４０尺×７０尺×２５尺程度）のプ
ランターを持参する人は８００円。
■申申込期限施３月２９日昇

親子さつまいも植付・収穫体験
■時植付施５月２１日松 収穫施１０月８日
松 いずれも時間は午前９時３０分～
１１時（全２回）
■内アグリライフ支援センターの畑にさ
つまいもの苗を５株植え付け、秋に
収穫します。伸びたつるを地面から
引きはがす、つる上げの作業体験も
あり
■対市内在住の小学生以下の子とその保
護者
■定３０組（定員を超えた場合は抽選）
■￥５００円
■申申込期限施４月６日昌

申し込み
各申込期限までの午前８時３０分～午

後５時１５分（捷を除く）に、代表者の住
所・氏名・連絡先、代表者を含む参加
人数、ミニトマト
プランター植付体
験はプランターの
要・不要を電話か
ファクス・Ｅメー
ル・郵送（必着）で
アグリライフ支援センター（胃〈９２〉６
１２２／agrilife@city.anjo.aichi.jp）へ。
※右上のQRコードからも電子申請で
きます。
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プラネタリウム４月の生解
説
■時■内１日晶獅生解説「春の星座の物語」、
春休み投映番組 ２日松・９日松・
２４日掌・２９日抄・３０日松獅生解説
「春の星空めぐり」、通常投映番組
３日掌・１０日掌・１６日松・１７日掌・
２３日松獅生解説「春の宵空、親子の
星座」、通常投映番組
※時間はいずれも午後１時３０分・３
時（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）

畑と友だちになろう
種まきから収穫までを体験します。
また、収穫した作物を使って料理をし
ます。
■時■内下表のとおり（全９回）
■場箕輪町地内の圃場等

ほ

■講人の環ネットあんじょう畑クラブ
わ

■対市内在住の小学４～６年生
■定２０人（定員を超えた場合は抽選）
■￥１０００円
■申３月２２日昇～３１日昭に、住所・氏名・
学年・電話番号をファクスで人の環
ネットあんじょう畑クラブ（胃〈９７〉
９３５０）へ
■問人の環ネットあんじょう畑クラブ・
古井さん（緯０９０〈８１３５〉４７５５）、農務課
（緯〈７１〉２２３３）

内容とき
とうもろこしの苗植え付け、
じゃがいもの土寄せ４月２４日掌

さつまいもの畑準備、草取
り５月２２日掌

じゃがいもの収穫、さつま
いもの苗植え付け６月２６日掌

とうもろこしの収穫、大豆
の種まき、草取り７月２４日掌

クッキング、草取り８月２８日掌

草取り９月２５日掌

さつまいも・大豆の収穫１０月２３日掌

大豆の収穫１１月２７日掌

エコクッキング、豆腐作り１２月１８日掌

※時間 ▼４月～６月及び１０月～１２月施午
前１０時～１１時３０分 ７月～９月施午後
４時～５時。

■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


