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平成２９年３月３１日で４年間の任期満了となった浜田実副市長（６２
歳）が、平成２９年３月定例市議会において引き続き副市長に再任さ
れました。
また、同日付で新井博文副市長（６８歳、７年間在職）が１年の任期
を残し退任しました。後任は当面欠員とし、副市長一人体制となり
ます。
■問人事課（緯〈７１〉２２０３）

福祉への善意・寄付ありが
とうございます
２月分／受付順／敬称略
市社会福祉協議会善意銀行／福祉基金
ほほえみダンス、鹿乗町内会、株式会
社三企メンテナンス、アンデン株式会
社、東部公民館利用者、鈴木健、あい
ち中央農業協同組合いちご部会、安祥
公民館利用者、安祥公民館高齢者教室、
北部福祉センター利用者、カトリック
安城教会典礼委員会、野村君江、中村
富士子、桜井福祉センター利用者、創
年塾耕し人、シルバーカレッジ１３期生、
ふれあいダンス、国際ソロプチミスト
安城、匿名
市役所関係
株式会社ニッセイ、加藤孝、内藤華岳、
八島正明、杉浦とくえ、アイシン精機
株式会社、市民交流センター来館者他
（募金箱）

平成３０年３月３１日時点で８０歳の人を
対象に、歯科健康診査を実施します。
対象者へは個別に通知します。４月１５
日松～５月３１日昌に、通知書に記載さ
れている実施医療機関を受診してくだ
さい。
また、８０歳以上で自分の歯を２０本以
上持つ人は、安城市歯科医師会より表
彰があります（既表彰者を除く）。
■問市保健センター（緯〈７６〉１１３３）

８０２０歯科健康診査

裁判所では、憲法の精神や司法の役
割の理解促進を目的に、５月３日の憲
法記念日を中心とした５月１日～７日
を憲法週間と定めています。
全国各地の裁判所では、例年この時
期に、法廷等の見学ツアーや各種説明
会等の憲法週間行事を開催しています。
興味のある方は、「裁判所」と検索し裁
判所HPを閲覧するか、各裁判所の総
務課に問い合わせてください。
■問名古屋家庭裁判所総務課（緯０５２〈２２３〉
０９９４）

５月１日～７日は憲法週間

■申申込方法等 ■問問い合わせ先 ※なお、指定及び制限を設けない項目は記載していません。

木造住宅の無料耐震診断・耐震改修費を補助します
今年度の耐震補助がスタートします。

（木造住宅無料耐震診断先着１００件、木
造住宅耐震改修費補助先着３０件）
①～④共通事項
■対昭和５６年５月３１日以前に着工された
２階建て以下で、在来軸組工法又は
伝統工法の木造住宅（プレハブ、ツ
ーバイフォー等の特殊工法を除く）
■他非木造住宅に対する改修費補助制度
もあります。詳しくは問い合わせて
ください。補助金交付決定前に改修
工事に着手している場合は交付できません
■申■問１２月２８日昭までの午前８時３０分～午後５時１５分（松掌抄を除く）に、木造住宅
無料耐震診断獅申込書 木造住宅耐震改修費補助・耐震シェルター整備費補助
獅申請書とその他必要書類を持って建築課（緯〈７１〉２２４１）
※木造住宅無料耐震診断のみファクス（胃〈７６〉１１１２）での申込みも可。
※申込期限前でも予算を超えた時点で受付終了。
※申込書・申請書は、同課・市ＨＰで配布。

①木造住宅無料耐震診断
■内家の耐震性を数値で判定し、耐震改修の概算工事費を提示します
②木造住宅耐震改修費補助（一般型）
■対無料耐震診断の判定値が０．７未満のものを１．０以上（判定値が０．７以上１．０未満の
場合は、０．３加算した数値以上）にする改修工事
■内補助額施１２０万円（対象経費が１２０万円を下回る場合は当該経費額）
③木造住宅耐震改修費補助（簡易型）
■対無料耐震診断の判定値が１．０未満のものを０．１加算した数値以上にする改修工事
■内補助額施対象経費の２分の１（上限３０万円）
④耐震シェルター整備費補助
■対無料耐震診断の判定値が１．０未満のもので、身体障害者手帳等保持者又は６５歳
以上の人が居住する住宅に耐震シェルターを設置する工事
※対象となる耐震シェルターについては問い合わせてください。

■内補助額施３０万円（対象経費が３０万円を下回る場合は当該経費額）

桜井土地区画整理事業の進捗状況に
合わせ、３月３１日付で以下のとおり変
更しました。
事業施行期間獅「平成３４年３月３１日ま
で」を「平成３７年３月３１日まで」に３年
延長 総事業費獅収入・支出３０５億円
を３２３億円に変更（約１８億円増加）
■問区画整理課（緯〈７１〉２２４６）

安城桜井駅周辺特定土地区
画整理事業の事業計画変更

ゴールデンウィークの長期休暇時は、
空港の駐車場が満車になり駐車できな
い場合があります。
空港へは公共交通機関を利用いただ
きますよう、ご理解ご協力をお願いし
ます。
■問名古屋空港ビルディング叙（緯０５６８
〈２９〉１６００）

県営名古屋空港からのお知
らせ

４月１日付けで人権擁護委員に杉浦
智之氏（再任・城ヶ入町）、行政相談委
員に矢羽々みどり氏（新任・篠目町）が

や は ば

委嘱されました。任期はそれぞれ３年
及び２年です。

■問市民課（緯〈７１〉２２２１）

人権擁護委員、行政相談委
員が決定しました

計画の中間評価及び改訂版策定にあ
たり、委員の一部を公募します。
■内任期獅６月２８日～平成３１年３月３１日
報酬獅会議１回につき７５００円 選考
獅書類審査・面接 募集人数獅２人
■対４月１日現在、市内在住・在勤の満
２０歳以上で、年間２～３回平日の昼
間に開催する会議に出席できる人

■申４月２０日昭～５月１２日晶午前８時３０
分～午後５時１５分（松掌抄を除く）に、
応募用紙と８００字以内の小論文（テー
マ「わたしの家族やまわりの人が健
康になるために」）を持参か郵送・
ファクス・Ｅメールで市保健センタ
ー（〒４４６－００４５横山町下毛賀知１０６
－１／胃〈７７〉１１０３／kenko@city.
anjo.lg.jp／緯〈７６〉１１３３）
※応募用紙は同センター及び市ＨＰ
で配布。

第３子以降の小中学校給食費を保護
者の申請に基づき無料とします。ただ
し、無料化認定には年齢等一定の要件
があります。詳細は市ＨＰで確認する
か、教育委員会総務課（緯〈７１〉２２５３）に
問い合わせてください。

お済みですか？第３子以降
の給食費無料化申請

第２次健康日本２１安城計画
策定委員会委員

■内対象事業施市民提案型事業（テーマ
は自由、市民協働によるまちづくり
の推進又は地域的な課題の解決に資
する事業）で、平成２９年度中に申請
団体が主体的に実施する公益性のあ
る事業 補助対象施会場使用料・講
師謝礼等（人件費・飲食費・団体の
運営経費等は対象外） 補助率・補助
限度額施補助対象経費の２分の１・１５
万円以内 選考施書類審査、７月中旬
に本審査（公開プレゼンテーション）

■対市民活動センター登録団体（未登録
団体は４月３０日掌までに要登録）
■申４月１５日松～５月１５日捷午前８時３０
分～午後５時１５分（松掌抄を除く）に
申請書、実施計画書、収支予算書、
同センター登録証の写しを持参か郵
送（必着）で市民協働課（〒４４６－８５０１
住所不要／緯〈７１〉２２１８）
※１団体につき１年度１事業まで。
※募集要項・申請書類は、市ＨＰ、
同課、市民交流センターで配布。

チャレンジ精神旺盛な高校生等の国
際交流を支援します。
■内対象活動獅次のすべてに該当する活動
暫出国日が７月１日松以降で、来年
２月２８日昌までに帰国する

暫出国日より６０日以内に帰国する
暫滞在国の学校等での研修が４日以
上あり、滞在国での滞在日数の半
数以上である

暫滞在国でのホームステイ又は寮で
の宿泊日数が５日以上あり、滞在
国の滞在日数の半数以上である

補助額獅次の活動経費の２分の１
滞在国での語学研修・体験活動への
参加費、宿泊費用、１往復分国際航
空運賃、パスポート取得手続き・海
外傷害保険料等の諸費用
※上限５０万円。
選考獅書類審査、面接（６月１１日掌）

■対次のすべてに該当する人
暫高等学校等に在籍し、英語での簡
単な日常会話ができる

暫４月１日現在２０歳未満であり、本
人及び保護者のうちの１人以上が
本市に１年以上住所があり、引き
続き市内に居住している

暫本人及び保護者等のいる世帯に市
税の滞納がなく、所得が市が定め
る限度額以下である

暫過去に本市の姉妹都市交換学生事
業に参加していない

暫他の行政機関から類似する補助金
の交付、又は過去に本事業の交付
を受けていない

■定５人程度
■申４月１７日捷～６月７日昌午前８時３０
分～午後５時１５分（松掌抄を除く）に、
申請書を持参か郵送（必着）で市民協
働課（〒４４６－８５０１住所不要／緯〈７１〉
２２１８）
※申込書・募集要項は同課・市ＨＰ
で配布。

高校生等の海外での国際交
流活動を支援します

杉杉浦杉浦氏氏 矢羽々矢羽々氏氏
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■時期間・日時 ■場場所 ■内内容 ■講講師 ■対対象・資格 ■定定員 ■￥費用 ■持持ち物 ■他その他

市民活動補助金対象事業



プラネタリウム５月の生解
説
■時■内３日抄～７日掌獅生解説「しし座
のお話」、通常投映番組 １３日松・１４
日掌・２０日松・２１日掌・２７日松・２８
日掌獅生解説「いびつな家」、通常投
映番組
※時間はいずれも午後１時３０分・３
時。ただし、２８日は特別投影のため
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）

マーメイドパレスの催し
①～⑤共通事項
■場■問マーメイドパレス（緯〈９２〉７３５１）
■￥プール利用料（④⑤を除く）
■他いずれも小学３年生以下は保護者同
伴（保護者１人に子ども２人まで）。
オムツ着用の子はプール入場不可
①お菓子のつかみどり
■時４月２９日抄午前１０時
■内つかんだ分のお菓子を進呈
■対小学生以下
■定５０人（当日先着順）
②ちびっこ抽選会
■時４月３０日掌午前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）
③文字探しラリー
■時５月３日抄～５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、お菓子の詰
め合わせ等を進呈

■対小学生以下
■定各日５０人（当日先着順）
④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

⑤ちびっこデー
■時５月６日松・７日掌

■対■内未就学児はプールを無料で利用で
きます

①～⑨共通事項
■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
■申各申込期限までに直接か電話でデンパーククラブハウス
①ペーパークイリング
■時５月１７日昌午前１０時～正午
■講磯貝裕子氏
■定１０人（先着順）
■￥２５００円
■申申込期限獅５月１０日昌

②エンジョイ写真講座
■時５月１８日昭、６月１日昭・１５日昭・
２９日昭午前１０時～正午（全４回）
■講細井哲雄氏
■定２０人（先着順）
■￥４５００円
■申申込期限獅５月１１日昭

③もったいナイスな料理教室
■時５月１９日晶午前１０時～午後０時３０
分

■内メニュー獅５分で完成！新玉と桜
えびのパスタ、お肉のソテー～赤
玉のソース、オニオンクッキー
※玉ねぎ皮茶＆スープ付き。
■講永井恵氏（Mottainice☆cooking
schoolそら）

■定２０人（先着順）
■￥３０００円（材料費込）
■持エプロン、手拭き用タオル、箸
■申申込期限獅５月１２日晶

④ソープカービング講座
タイ伝統の「カービング」を石鹸で。
■時５月１９日晶午前１０時～正午
■講今

いま

庄規子氏（タイカービングgulaap
じょう

代表）
■定１０人（先着順）
■￥３０００円（材料費込）
■申申込期限獅５月１２日晶

⑤青空幼児体操教室
■時５月１９日晶、６月２日晶・１６日晶・
３０日晶午前１０時～正午（全４回）
■講鈴木清吾氏（wisesports代表）
■定２０人（先着順）
■￥４０００円
■申申込期限獅５月１２日晶

⑥つまみ細工講座
■時５月１９日晶・２６日晶、６月９日晶・
２３日晶、７月１４日晶午後１時３０分
～３時３０分（全５回）
■講加藤多美子氏（佐田つまみ画研究
所師範）

■定２０人（先着順）
■￥１３６００円（材料費込）
■申申込期限獅５月１６日昇

⑦デンマーク語講座
■時５月２５日昭、６月１日昭・８日昭・
２２日昭・２９日昭、７月６日昭午後
１時～２時（全６回）
■講野畑竜子氏
■定２０人（先着順）
■￥１２０００円
■申申込期限獅５月１８日昭

⑧整理収納お片付け講座（応用編）
■時５月２６日晶、６月２３日晶、７月１４
日晶午前１０時～正午（全３回）
■講岡京子氏（整理収納アドバイザー）
■定１０人（先着順）
■￥６０００円
■申申込期限獅５月１９日晶

⑨日曜写真教室 はじめの一歩
初心者歓迎！今さら聞けないアレ
コレを一緒に勉強しましょう！
■時５月２８日掌午後１時３０分～３時３０
分
■講鶴田郁夫氏
■定２０人（先着順）
■￥１５００円
■申申込期限獅５月２１日掌
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■申申込方法等 ■問問い合わせ先 ※なお、指定及び制限を設けない項目は記載していません。

■￥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１４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）。

丈山苑の催し
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碧海信用金庫本店前会場（御幸本町）
■時４月２２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２２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
の販売等

■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）

茶臼山ウォーキング
県最高峰の茶臼山周辺を歩きます。
■時５月２８日掌午前８時～午後４時３０分
（雨天中止）
■内集合・解散場所獅市体育館 コース
獅市茶臼山高原野外センター⇔茶臼
山（往復約５灼）
※市バスで現地へ到着後、午前１１時
～午後２時は現地にてウォーキング
（昼食・休憩含む）。
■対市内在住・在勤・在学者
■定４０人（先着順）
※ただし受付開始日午前９時時点で定
員を超える申込があった場合は抽選。
詳細は事前に市体育館へ問い合わせ
るか市ＨＰで確認してください。

■￥１５０円（保険代等）
■持昼食・水筒・雨具・敷物等
■申４月３０日掌～５月１３日松午前９時～
午後５時に、申込書と参加料を持っ
て市体育館（緯〈７５〉３５３５）
※申込書は市体育館・市ＨＰで配布。

■時５月７日掌午前１０時～午後２時（雨
天中止）
■内集合・解散場所獅北部公民館 コー
ス獅北部公民館⇔無

む

量
りょう

寿寺・カキツ
じゅ じ

バタ園（知立市）（往復約７灼）
※希望者は在原寺、根上り松、業平

あり はら ね あが なり ひら

塚へも足を伸ばします。
づか

■持昼食・水筒・雨具・敷物等
■他乗合せか公共交通機関で来館ください
■問市体育館（緯〈７５〉３５３５）

カキツバタ歩け運動

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
スモモ・オリーブ獅各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）

衣浦東部保健所の相談・検
査
有料検査の費用は問い合わせてくだ
さい。
こころの健康医師相談（予約制）
■時陰５月９日昇午後２時～４時 隠５
月１８日昭午後２時～４時
■場陰衣浦東部保健所（刈谷市大手町）
隠安城保健分室（横山町）

■内精神科医師による相談
■申事前に衣浦東部保健所健康支援課
（緯〈２１〉９３３７）
エイズ・肝炎検査（無料）、梅毒検査（有
料）、骨髄バンクドナー登録（予約制）
■時毎週昇午前９時～１１時（５月２日・１６
日を除く）
※エイズ検査は５月１５日捷午後６時
～７時も実施。
■場衣浦東部保健所（刈谷市大手町）
■申■問骨髄バンクドナー登録のみ事前に
衣浦東部保健所生活環境安全課（緯

〈２１〉４７９７）
検便・井戸水検査等（有料）
■場■問衣浦東部保健所試験検査課（緯〈２１〉
９３５３）

■問堀内公園（緯〈９９〉５９４７）
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
■定材料が無くなり次第終了
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・汽車
メルヘン号・観覧車を無料開放
■対小学生以下（未就学児は１８歳以上の
保護者同伴）
折り紙カーネーション作り
■時５月６日松・７日掌午前１０時～午後
３時
■内折り紙でカーネーションを作って、
お母さんにプレゼントしよう！
■定材料が無くなり次第終了

堀内公園の催し

■時期間・日時 ■場場所 ■内内容 ■講講師 ■対対象・資格 ■定定員 ■￥費用 ■持持ち物 ■他その他

今月のホコ天きーぼー市



①親子で木登り＆プレーパーク体験
■時５月３日抄午前９時３０分～１１時３０
分
※雨天の場合は室内でお絵描き。

■講鬼頭茂雄氏、増田貴子氏（あんじょ
じょうプレーパーク）

■対４歳以上の子（保護者同伴）
■定１５人（先着順）
■￥３００円
■持手袋、長袖、長ズボン、運動靴、
タオル、水筒

②自然の宝探し
■時５月４日抄午前１０時～１１時３０分
■内秋葉公園の木の観察や自然の宝探
し
■講古居敬子氏（環境アドバイザー）
■対４歳以上の子（保護者同伴）
■定１５人（先着順）
■￥１００円
■持運動靴、タオル、水筒、帽子
③ヨモギだんごづくり
■時５月５日抄午前１０時～１１時３０分
■内無農薬ヨモギで季節の団子づくり
■講神谷直子氏
■対４歳以上の子と保護者
■定１０人（先着順）
■￥一人２００円
■持エプロン、三角巾、マスク、ふき
ん、持ち帰り容器
④母の日ありがとうフレーム
■時５月７日掌午前１０時～１１時３０分
■内秋葉公園の葉っぱや木の枝で写真
フレームを作り、お母さんにあり
がとうの気持ちをプレゼントしよ
う
■対４歳以上の子（保護者同伴）
■定１０人（先着順）
■￥１００円

⑤秋葉の風と遊ぼう！～なんでもブ
ーメラン
■時５月６日松午前１０時～１１時３０分
■内身近にあるものを使っていろいろ
な形や大きさのブーメランづくり
■講川角正彦氏
■対小学1年生以上の子（保護者同伴）
■定５人（先着順）
■￥１００円
■持持っている人は水泳用ゴーグル

⑥親子でハイキング～豊田市王滝渓
谷
■時５月１３日松午前１０時～午後２時
（雨天中止。天候次第で解散時刻
変更の場合あり）
■内講師の案内で新緑の渓谷を親子で
ハイキング 集合・解散獅王滝渓
谷駐車場（豊田市王滝町）
■講鬼頭茂雄氏
■対４歳以上の子と保護者
■定１０組（先着順）
■持雨具、弁当、水筒、ハイキングで
きる服装、帽子

⑦多肉植物を育てよう
■時５月１４日掌午前１０時～１１時３０分
■内ペットボトルで多肉植物を育てて
みよう
■講大橋輝美子氏（安城オープンガー
デンクラブ）
■対４歳以上の子と保護者
■定１０組（先着順）
■￥一組２００円
■持持っている人はビニール手袋

①～⑦共通事項
■場環境学習センターエコきち
■申４月２０日昭～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）
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①～⑤共通事項
■問マーメイドパレス（緯〈９２〉７３５１）
■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
①女性のためのお手軽エクササイズ
■時５月１２日晶午前１０時３０分～１１時３０分
■内椅子に座って行うエクササイズを健
康運動指導士が指導
■対運動を始めたい中高年の女性
■定８人（先着順）
■￥５００円
■申申込開始日獅４月２０日昭

②プールサイドYOGA
■時５月１６日昇午前１０時～１１時
■内室温３０℃程度の開放感ある造波プー
ル波打ち際で行う、ヨガの体験講座

■講近藤恭子氏（日本総合ヨガ普及協会
ヨガインストラクター）

■対１８歳以上の女性
■定２０人（先着順）
■￥５００円
■持運動のできる
服装（水着可）、
ヨガマット又
は厚手のバス
タオル、飲料

■申申込開始日獅４月２１日晶

③ベビーマッサージ
■時５月１７日昌午前１０時３０分～正午
■講竹本まどか氏（ロイヤルセラピスト
協会認定講師）
■対２カ月～１歳の子と保護者
■定８組（先着順）
■￥１５００円（保護者が２人の場合２０００円）
■持大きめのバスタオル、子どもの水分
補給用飲料
■申申込開始日獅４月２５日昇

④目指せ美☆ボディ！骨盤エクササイ
ズ
■時５月１８日昭午前１０時３０分～正午
■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（中級編）
■講岩瀬裕子氏
■対初級編に参加したことのある人
■定８人（先着順）
■￥５００円
■持ヨガマット又はバスタオル
■申申込開始日獅４月２６日昌

⑤女性のためのマットエクササイズ
■時５月１９日晶午前１０時３０分～１１時３０分
■内マット上でストレッチエクササイズ
■対運動を始めたい中高年の女性
■定８人（先着順）
■￥５００円
■申申込開始日獅４月２７日昭

マーメイドパレスの講座

■申申込方法等 ■問問い合わせ先 ※なお、指定及び制限を設けない項目は記載していません。

■場■問歴史博物館（緯〈７７〉６６５５）
体験講座「安城の巨樹名木をめぐる」
■時４月３０日掌午前１０時～午後３時
■内本證寺のイブキ、村高の大クス、永
安寺の雲竜の松等、指定の天然記念
物を中心にバスで巡ります

■講稲垣英夫氏（市博物館協議会副会長）
■定１８人（先着順）
■￥１０００円（食事代込）
■申４月２０日昭午前９時から電話で歴史
博物館

昭和の名作シネマ「いつでも夢を」
■時４月２３日掌午前１０時
■内東京下町の青年男女の青春像を描い
た作品。出演は吉永小百合、橋幸夫

■定８０人（当日先着順）
体験講座「鎧の試着会」
■時５月５日抄午前１０時～午後３時（午
前９時３０分より受付）
■内甲冑をつけ、刀を持って写真撮影
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歴史博物館の催し・講座

元プリンセスプリンセスのボーカル・岸谷香の
ひとりライブツアー。「Diamonds」「Ｍ」等のプリ
ンセスプリンセスの曲とオリジナルソロ曲を交え
て贈ります！
■時１０月１５日掌午後３時３０分開演（午後３時開場）
■￥全席指定６０００円（税込）
※３歳以上有料、３歳未満ひざ上１人まで無料
（ただし席が必要な場合は有料）。
■申市民限定先行申込（市内在住・在勤・在学者）獅
４月２３日掌～２７日昭午前９時～午後９時に市民
会館（２３日掌は窓口のみで受付、電話予約は２４日捷午前９時より）
一般前売獅５月１４日掌より市民会館、稲垣電気商会（緯〈９７〉８１８１）、竹
内書店（緯〈７４〉０５１１）、産直センター安城南部（緯〈９２〉１３１６）、名鉄ホール
チケットセンター（緯０５２〈５６１〉７７５５）、チケットぴあ（緯０５７０〈０２〉９９９９／
Ｐコード３２７－８６６／http://pia.jp）、ローソンチケット（緯０５７０〈０８４〉
００４／Ｌコード：４５１６８）
※市民限定先行申込及び一般前売ともに初日は一人８枚まで。
※一般前売の電話予約は残席がある場合のみ５月１５日捷午前９時より
市民会館で受付。車いす席は４月２４日捷から市民会館で電話受付。

※市民会館の一般前売開始時刻は午前９時。それ以外
の開始時刻は各店舗まで問い合わせてください。

■場■問市民会館（緯〈７５〉１１５１）

「油ヶ淵水辺公園」予定地に、彼岸花
等を植えるイベントです。
■時５月１３日松午前１０時～正午（午前９
時４５分より受付。雨天中止）

■場油ヶ淵水辺公園予定地（碧南市油渕
町）
■定２０人（先着順）
■持汚れてもいい服装、水やり用のペッ
トボトル（５００ml）、軍手

■申４月１７日捷～５月２日昇にＥメール
で件名を「油ヶ淵水辺公園イベント」
とし、住所・氏名・年齢・性別・電
話番号・参加人数を愛知県知立建設
事務所（abu-park@pref．aichi．lg．jp
／緯〈８２〉６４９４）

油ヶ淵水辺公園に花を植え
よう錘

５月の移動児童館
■対■時■場乳幼児親子諮１０日昌・１７日昌獅

東部公民館 １２日晶・１９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）

５月の土器づくり教室
■時２日昇～５日抄・９日昇～１３日松・
１６日昇～１９日晶・２３日昇～２７日松・
３０日昇・３１日昌午後１時から（受付
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）

県緑化センターの研修
①②共通事項
■場■申各申込開始日の午前９時から電話
で県緑化センター（豊田市西中山町
／緯０５６５〈７６〉２１０９）
※同センターＨＰからも申込可。

①低木類の刈込
■時５月１９日晶午前１０時３０分～午後３時
３０分
■内低木類の刈込方法の学習、刈込実習
■定３０人（先着順）
■申申込開始日獅４月１９日昌

②生垣の種類と管理
■時５月２６日晶午前１０時３０分～午後３時
３０分
■内樹種や管理方法の学習、刈込実習
■定３０人（先着順）
■申申込開始日獅４月２６日昌

■時期間・日時 ■場場所 ■内内容 ■講講師 ■対対象・資格 ■定定員 ■￥費用 ■持持ち物 ■他その他

永永安寺の雲竜の永安寺の雲竜の松松


