
■大人のためのおはなし会
大人の皆さんに楽しんでもらえる
ストーリーテリングの会です。
■時４月２９日抄午前１０時
■内演目獅くわずにょうぼう、かえる
の王さま、かしこい証人ほか
■講おはなしレストラン
■定６０人（当日先着順）

■古典講座「映像と朗読で楽しむ
源氏物語」
■時５月１５日掌・２９日掌、６月１２日掌・
２６日掌いずれも午後２時～４時
（全４回）
■内映像や朗読で『源氏物語』を楽しく
学びます。初心者はもちろん、読
み込んでいる人も新しい魅力を発
見できる内容です
■講河原徳子氏（日本文学研究家）

とく こ

■定８０人（先着順）
■対１５歳以上（中学生不可）
■申４月２６日昇午前９時から、電話で
中央図書館へ

中央図書館（緯〈７６〉６１１１）

お知らせ

※対象年齢は目安です。

５日抄午前１０時
３０分

おはなしゆりかご
（０～２歳）

７日松午後３時おはなしレストラン
（小学生以上）

１１日昌午前１０時
３０分

おはなしたまてばこ
（１～５歳）

１４日松午後２時おはなしどんどん
（幼児～小学３年生）

１５日掌午後２時かみしばいの会（幼
児～小学３年生）

１７日昇・２４日昇
午前１０時３０分

えほんとわらべうた
の会（０～２歳）

１９日昭午前１０時
３０分

いないいないばあ
（１～５歳）

２１日松午前１０時
３０分

南吉朗読ででむし会
（小学生以上）

２５日昌午前１０時
３０分

おはなしまあだ（１
～５歳）

２８日松午前１１時大人のための絵本朗
読会（一般）

３１日昇午前１０時
３０分

絵本好き集まれ！お
すすめ絵本紹介

５月のおはなし会

５月の休館日
２日捷・９日捷・１６日捷・２３日捷・
２７日晶・３０日捷

わくわくサロン「親子deス
トーンアート講座」
■時５月１５日掌午前１０時～正午
■場市民交流センター
■内大昔の人が岩壁や石に絵を描いたこ
とを学びながら、小石に思い思いの
絵を描く
■講鬼頭茂雄氏

しげ お

■対幼児～小学６年生の子とその保護者
■定１０組（先着順）
■持水彩絵の具、筆、鉛筆、油性ペン
■申４月２０日昌午前９時から、直接か電
話で市民交流センター（緯〈７１〉０６０１）
へ

いちご大福づくり

プラネタリウム５月の生解
説
■時■内１日掌・３日抄～５日抄・７日松・
８日掌獅生解説「春の大曲線を探そ
う」、通常投映番組 １４日松・１５日掌・
２１日松・２８日松・２９日掌獅生解説
「春の星旅」、通
常投映番組
※時間はいずれ
も午後１時３０分・
３時。

■￥５０円（団体４０円、
中学生以下無料）

■場■問文化センター（緯〈７６〉１５１５）

マーメイドパレスの催し
■問マーメイドパレス（緯〈９２〉７３５１）
■￥プール利用料
■他いずれも小学３年生以下は保護者同
伴（保護者１人につき、子ども２人
まで）。また、オムツを着用している
人はプールを利用できません
お菓子のつかみどり
■時４月２３日松・２４日掌午前１０時
■内つかんだ分のお菓子を進呈
■対小学生以下
■定各５０人（当日先着順）
ちびっこ抽選会
■時４月２９日抄午前１０時
■内抽選でお菓子の詰め合わせ等を進呈
■対小学生以下
■定５０人（当日先着順）
文字探しラリー
■時４月３０日松、５月１日掌午前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、お菓子の詰
め合わせ等を進呈
■対小学生以下
■定各５０人（当日先着順）
こども無料開放
■時５月３日抄～５日抄

■対■内中学生以下はプールを無料で利用
できます

ちびっこデー
■時５月７日松・８日掌

■対■内未就学児はプールを無料で利用で
きます

緑化木の配布
■時４月２９日抄午前９時から
※配布樹木がなくなり次第終了。
■場堀内公園サイクルモノレール前
■内■定配布樹木諮ブルーベリー獅２００本、
イチジク・レモン獅各１００本

■他あわせて緑の募金活動も実施します
ので、ご協力をお願いします
■問公園緑地課（緯〈７１〉２２４４）
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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。

■時５月１４日松午前９時３０分～正午
■場でんまぁと安城西部（福釜町）
■内安城で採れたいちごを使って、美味
しいいちご大福を作ります
■講米太郎（女性農業委員のグループ）
■対４歳以上の子とその保護者
■定１０組（定員を超えた場合は抽選）
■￥１組５００円
■持エプロン・三角巾・持ち帰り用容器
■申４月２７日昌までの午前８時３０分～午
後５時１５分（松掌を除く）に、直接か
電話、又は「いちご大福づくり」と明
記し、代表者の住所・氏名・電話番
号、参加者数（子ども・大人それぞ
れ）を郵送（必着）・ファクス・Ｅメー
ルで農務課（〒４４６－８５０１住所記載不
要／胃〈７６〉１１１２／ nomu@city.
anjo.aichi.jp）へ
※右のＱＲコードから
も申し込みできます。

■問米太郎・榊原さん（緯

０９０〈１５６４〉２２４８）、農務課（緯〈７１〉２２３３）

■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

■￥入苑料施１００円（中学生以下無料）
呈茶料施３００円
■場■問丈山苑（緯〈９２〉７７８０）
新緑茶会
■時５月８日掌午前１０時～午後３時
※苑庭での野点もあり（雨天の場合

の だて

は中止）。
週末春の宵開苑
■時５月１４日松・１５日掌・２１日松・２２日
掌

■内開苑時間を午後７時まで延長します
（入苑は午後６時３０分まで）
蓄音機とジャズレコードの世界
■時５月１４日松午前１０時～午後３時
■内神谷栄氏所蔵の蓄音機でＳＰレコー

さかえ

ドを鑑賞します

丈山苑の催し

■問堀内公園（緯〈９９〉５９４７）
体験！昔あそび
■時４月２９日抄～５月８日掌午前１０時～
午後３時（５月２日捷・６日晶を除
く）
■内竹馬・けん玉を体験します
折り紙ＤＥ兜づくり
■時５月３日抄～５日抄午前１０時～午後
３時
■内折り紙で兜を、バルーンアートで剣
を作ります

遊具こども無料開放
■時５月５日抄午前９時～午後４時３０分
■内こどもの日を記念して、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１８歳以上の
保護者同伴）

ノルディックウォーキング＆棒ビクス
体験会
■時５月１４日松諮①ノルディックウォー
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施４０人 ②施２０人 いずれも先着順
■￥器具使用料各５００円。２種類使用す
る場合は８００円、持参する人は無料

■持運動しやすく体温調節のできる服装・
靴・飲み物
■申４月２０日昌～５月１３日晶午前９時～
午後４時３０分（休園日を除く）に、直
接か電話で堀内公園へ

堀内公園の催し

碧海信用金庫本店前会場（御幸本町）
■時４月２３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４月２３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）、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、地元産野
菜・特産品・ハンドクラフトグッズ
の販売
■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
■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

■時①５月６日晶午前１０時３０分～１１時３０
分 ②５月２０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４月１９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

５月の移動児童館
■対■時■場乳幼児親子諮１１日昌・１８日昌獅

東部公民館 １３日晶・２７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）

かつて日本中の田んぼで見ることが
できたホタルが、今では姿を消してい
ます。ホタルが飛ぶ安城の風景を取り
戻すことを通して、住みよい安城につ
いて考えましょう。
■時４月２３日松、６月４日松午後７時～
８時
■場集合場所獅環境学習センターエコき
ち
■内秋葉公園でヘイケホタルを鑑賞
■講近藤音吉氏（小川ホタルを育てる会

おと きち

代表）
■対４歳以上（小学生以下は保護者同伴）
■定各２０人（先着順）
■持懐中電灯
■他ホタルの里親も募集しています。７
月に飼育講習会を開催予定です。詳
しくは問い合わせてください
■申４月１９日昇午前９時から、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（☎・胃〈７６〉
７１４８）へ

ヘイケホタル鑑賞会
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■時５月８日掌午前１０時（雨天中止）
■内無

む

量
りょう

寿寺・八橋かきつばた園（知立
じゅ じ やつ はし

市）まで往復約７灼 集合場所獅北
部公民館駐車場
■持昼食・水筒・雨具・敷物など
■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）

カキツバタ歩け運動



■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
地元の野菜を使ってつくるヘルシー料
理教室
■時５月２０日晶午前１０時
■内献立施きゅうりとわかめの酢の物、
鯵と野菜の天ぷら・天つゆ、鯵の潮
汁

■講入山竜彦氏
たつ ひこ

■定２０人（先着順）
■￥１５００円
■持エプロン・手拭き用タオル・箸
■申５月１３日晶までの午前９時３０分～午
後５時に、同クラブハウスへ

フォト・アラカルト
撮り方を基礎から学ぶ、本気の２時
間。当日募集の写真教室です。
■時５月２８日松午後１時
■講鶴田郁夫氏

いく お

■定３０人（当日先着順）
■￥２０００円

コーヒー教室
コーヒーの基本と淹れ方を学び、好

い

みの味を深めます。
■時５月２３日捷、６月６日捷午前１０時３０
分（全２回）

■講倉橋誠氏(SpecialtyCoffee蒼代表)
まこと

■￥３５００円
■定２０人（先着順）
■申５月１６日捷まで
の午前９時３０分
～午後５時に、
同クラブハウス
へ

デンパーククラブハウスの
催し

５月の土器づくり教室
■時３日抄～６日晶・１０日昇～１４日松・
１７日昇～２０日晶・２４日昇～２８日松・
３１日昇午後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）
木の観察・宝探し
■時５月１日掌午前１０時～１１時３０分
■内葉っぱや木を観察しながら宝探し
をします
■講古居敬子氏（環境アドバイザー）

けい こ

■対４歳以上（小学２年生未満は保護
者同伴）
■定１０人（先着順）
■￥１００円
■持帽子・水筒・歩きやすい服装
ヨモギ団子づくり
■時５月３日抄午前１０時～１１時３０分
■内春の香りのヨモギで団子づくり
■講神谷直子氏

なお こ

■対４歳以上（小学２年生未満は保護
者同伴）
■定５人（先着順）
■￥３００円
■持エプロン・三角巾・マスク・ふき
ん・箸・皿
エコきちオリジナルストラップづく
り
■時５月４日抄午前１０時～１１時３０分
■内どんぐりを使った自分だけのスト
ラップづくり
■講川角正彦氏

まさ ひこ

■対４歳以上の子とその保護者
■定１０組（先着順）
■￥１００円
親子で木登り体験
■時５月５日抄午前１０時～１１時３０分
■内秋葉公園の木に登って、木と友達
になろう
※雨天の場合は、室内で絵を描き
ます。
■講鬼頭茂雄氏

しげ お

■対小学４年生以上の子とその保護者
■定１０組（先着順）
■￥５００円
■持軍手・汚れてもいい服装・運動靴・
水筒

野菜スタンプでお絵かき体験
■時５月７日松・８日掌午前１０時～１１
時３０分
■内野菜の切り口にインクをつけて、
絵を描こう
■対４歳以上（小学２年生未満は保護
者同伴）
■定１０人（先着順）
■￥１００円
■持野菜の切れ端２つ・タオル・汚れ
てもいい服装
武道であそぼう
■時５月１４日松午
前１０時～１１時
３０分（小雨決
行）
■内体操や受け身、
護身術を使っ
た動きで遊ぼう
■講服部真史氏

まさ ふみ

■対小学３年生以上（小学３年生は保
護者同伴）
■定１０人（先着順）
■持手袋・汚れてもいい服装・運動靴・
水筒・タオル

ペットボトル風車をつくろう
■時５月１５日掌午前１０時～１１時３０分
■内使用済みペットボトルを使った風
車作り
■講神谷輝幸氏（環境カウンセラー）

てる ゆき

■対小学４年生以上
■定１０人（先着順）
■￥１００円
春の大人向け講座
つる性の植物
と季節の花苗を
寄せ植えしまし
ょう。
■時５月１３日晶午
前１０時～１１時
３０分
■講大橋輝美子氏（安城オープンガー

き み こ

デンクラブ）
■対１８歳以上
■定１５人（先着順）
■￥１２００円（花かご代含む）
■持手袋・汚れてもいい服装・タオル

■場環境学習センターエコきち
■申４月１９日昇～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（☎・胃〈７６〉７１４８）へ
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外国人講師による英会話講
座
外国人講師と楽しく英会話を勉強し
ませんか。
■時５月１１日昌～７月２７日昌の毎週昌

（全１２回） 旅行編獅午後２時～３時
ビジネス編獅午後７時～８時
※講座では、両クラスとも日本語は
使いません。
■場市民会館
■対市内在住・在勤者（学生は不可）
■定各３０人（定員を超えた場合は抽選）
■￥各５０００円（市国際交流協会個人会員
は３０００円）
■申４月２７日昌諮旅行編獅午後２時から
ビジネス編獅午後７時からそれぞれ
抽選を実施。各時間までに費用を持
って市民会館へ
※１人で２人分以上の申し込みは不
可。定員に満たない場合は、４月２８
日昭午前８時３０分から、市国際交流
協会にて受け付け。

■問市国際交流協会（緯〈７１〉２２６０）

小麦病害防除を実施
住宅・公共施設・隣接作物等の周辺
は緩衝区を設け、十分に注意して農薬
を散布します。また、強風時等は散布
しません。散布作業中は近寄らないよ
うお願いします。
■時４月中旬～５月中旬
■場市内小麦栽培ほ場（水田）
■内散布方法獅乗用管理機及び無人ヘリ
コプター 使用農薬獅小麦赤かび病
用殺菌剤（農水省登録農薬）

■問ＪＡあいち中央営農資材課（緯〈７３〉
４４０２）、同農畜産課（緯〈７３〉４４０６）、市
農務課（緯〈７１〉２２３３）

あんじょう市民活動情報サ
イト
３００を超える市内の市民活動団体が
登録しており、活動内容やイベントの
紹介、ボランティア募集等、市民活動
に関する情報を集約して掲載していま
す。
■内URL獅http://www.genki３６５.co
m/anjo/
※市公式ウェブサイト・安城市民活
動センターウェブサイトからもアク
セスできます。

■問市民交流センター（緯〈７１〉０６０１）

ここ数年、５月から６月にかけて市
内で柿の新葉が巻き上がったり、枯れ
たりする被害が多く見受けられました。
原因は、カキノヒメヨコバイという害
虫です。
新芽が被害を受けると、その年の収
穫量は激減します。昨年はカキノヒメ
ヨコバイの発生が多く、周りの野菜等
にも被害がありました。
今年も発生量が多くなることが予想
されますので、４月下旬～５月上旬及
び６月上旬に防除してください。
■問ＪＡあいち中央安城営農センター
（緯〈７３〉４４４０）、市農務課（緯〈７１〉２２３３）

柿の新芽を害虫から守りま
しょう

愛知県は空き巣被害が全国でワース
ト１位です。ゴールデンウィークは空
き巣被害が増加しますので、被害に遭
わないように次のことに気をつけまし
ょう。
暫出掛ける前に
施錠を確認

暫玄関や窓に補
助錠を付ける

暫門灯やセンサ
ーライトで家
の周りを明るくする

暫多額の現金を手元に置かない
暫隣近所に声をかける等、地域の連携
を高める
■問市市民安全課（緯〈７１〉２２１９）、安城警
察署（緯〈７６〉０１１０）

ゴールデンウィークは空き
巣被害にご注意を

福祉への善意・寄付ありが
とうございます
２月分／受け付け順／敬称略
市社会福祉協議会善意銀行
中部福祉センター利用者、作野福祉セ
ンター利用者、鹿乗町内会、中村富士
子、JAあいち中央いちご部会、株式
会社ニッセイ、東部公民館利用者、匿
名
市役所関係
市民交流センター来館者他（募金箱）、
アイシン精機株式会社、若杉徹心、桜
井神社、丸山今朝三、神谷季彦、香村
愛子、久野和洋、協働に関する指針を
考える市民会議（あんねっと）、株式会
社デンソー、匿名

人権擁護委員を決定
４月１日付けで人権擁護委員に白谷

しら や

隆子氏（再任・城南町）が委嘱されまし
たか こ

た。任期は３年です。
■問市民課（緯〈７１〉２２２１）

インターネットによる安祥
閣の施設予約を開始します
利用日６カ月前の月の第１営業日の
午前９時から、インターネットで予約
できるようにな
ります。
■時受付開始日時
獅６月１日昌

午前９時
■他事前に安祥閣
で利用者登録が必要です。詳しくは
問い合わせてください

■問安祥閣（緯〈７４〉３３３３）

■時５月１７日昇午前９時～午後４時
■場集合・解散獅市役所西駐車場
■内県緑化センター・株式会社豊田ガー
デン（豊田市）の施設見学等
■対市内在住・在学・在勤の２０歳以上
■定２４人（定員を超えた場合は抽選）
■持昼食・筆記用具・雨具
■申５月２日捷までに、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〈５５〉１３１５）へ
■問エコネットあんじょう（緯〈５５〉１３１５）、
環境都市推進課（緯〈７１〉２２０６）

花木の栽培管理を学ぼう
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