
霞広報あんじょう 2019.2.15

アンフォーレ課（緯〈７６〉６１１１）

※対象年齢は目安です。
３月の休館日

５日昇・１２日昇・１９日昇・２２日晶・
２６日昇

■図書館友の会「みんなのひろば」
■時■内２月２４日掌 おりがみ「おひな
さま」施午前１０時～１１時３０分 マ
ジックショー施午前１１時３０分～正
午 第１１回ビブリオバトル施午後
１時３０分～２時４５分

■安城ひびきの会の対面朗読
■時３月１１日捷、２５日捷午前１０時～正
午
■内朗読者から１対１で図書、新聞、
雑誌の朗読を聴けます
※持ち込んだ図書等の朗読も可。
■他朗読者２人が時間中常駐します

１日晶
午前１０時３０分

おはなしポッケ
（０～２歳）

２日松
午後３時

おはなしレストラン
（小学生以上）

３日掌
午後３時

ネコ・ロンデ朗読会
（小学１～３年生）

３日掌・１０日掌
１７日掌・２４日掌
３１日掌午後４時

にちようびのおはな
しかい（小学生）

４日捷
午前１０時３０分

絵本好き集まれ！お
すすめ絵本紹介

６日昌・２４日掌
午前１０時３０分

赤ちゃんとなによも
う会（一般）

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

おはなしどんどん
（３歳～小学３年生）

１０日掌
午前１１時

大人のための絵本朗
読会（一般）

１１日捷・２５日捷
午前１０時３０分

えほんとわらべうた
の会（０～２歳）

１３日昌
午後７時

大人のための絵本朗
読会 atエントラン
ス（一般）

１６日松・２３日松
３０日松午後２時

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）

１８日捷
午前１０時３０分

えほんのとびら
（０～２歳）

２１日抄
午前１０時３０分

いないいないばあ
（１～５歳）

２３日松
午後３時

でんでんむかしあそ
びの会（小学生）

２７日昌
午前１０時３０分

おはなしまあだ
（１～５歳）

２８日昭
午前１０時３０分

おはなしの森
（１～５歳）

３月のおはなし会

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

■時２月２３日松午前９時から（商品が無
くなり次第終了）

■場碧海信用金庫本店前（御幸本町）
■内愛知県農村生活アドバイザーによる
地元産野菜の販売・調理法のアドバ
イス、食育紙芝居の上演（１０時３０分
から上演予定）
■問農務課（緯〈７１〉２２３３）

まちなか産直市

文化センターに設置したレーザー加
工機、３Dプリンターを安全に利用す
るための基本知識と操作方法を説明す
る利用講習会を開講します。
一般利用日にこれらの機器を使うに
は、本講習会の受講が必要です。各機
器に興味がある人、ものづくりを楽し
みたい人はぜひ参加してください。
■時■内レーザー加工機施３月３日掌午後
２時～４時、１３日昌午前１０時～正午、
２７日昌午前１０時～正午
３Ｄプリンター施３月６日昌午前１０
時～正午、１７日掌午後２時～４時、
２４日掌午前１０時～正午
※各回１５分前から受付。

■対市内在住・在勤・在学の高校生以上
でパソコンの基本操作が可能な人
※小学生・中学生は保護者名で申し
込んだ上、保護者同伴で参加可。
■定各回５人（先着順）
■申２月２２日晶午前９時～各開催日前日
に市HPから申し込んでください
※右記QRコードか
ら市HPを参照でき
ます。

■場■問文化センター（緯

〈７６〉１５１５）

レーザー加工機・３Ｄプリン
ターでものづくりを楽しもう

■場■問歴史博物館（緯〈７７〉６６５５）
歴博福よせ雛
企画展「江戸の愉しみ－安城の相撲・
芝居－」にちなんだ福よせ雛をエント
ランスホールに展示しています。歌舞
伎「里見八犬伝」の舞台、相撲興行の様
子を雛たちが再現。
皆様をほっこり笑
顔にします。ぜひ
ご来場ください。
■時３月２４日掌まで
（休館日を除く）
懐かしの車 写生大会＆写真撮影会
昭和の時代に愛された車を展示し、
写生大会＆写真撮影会を開催します。
■時３月２日松午前
１０時～午後３時
（受付は午後２
時３０分まで）
■場安祥城址公園
■対写生大会施年少児～小学生 写真撮
影会施どなたでも

■持写生大会施水彩絵の具・クレヨン等
の画材、画板、目玉クリップ（画用
紙は当日配布）
■他３月２７日昌～４月７日掌に市民ギャ
ラリーで、写生作品と撮影作品を展
示します

昭和の名作シネマ上映会「銀座の恋の
物語」
銀座を舞台に青春の夢と希望をかけ
た若者たちを描く娯楽大作。出演は石
原裕次郎、浅丘ルリ子他。
■時２月２４日掌午前１０時
■定８０人（当日先着順）

歴史博物館の催し

■時３月２日松午前９時３０分～正午
■場市民交流センター
■内報告会、報告に関するワークショップ
■講ファシリテーター施市民協働サポー
タークラブ

■定３０人（当日先着順）
■問市民協働課（緯〈７１〉２２１８）

平成３０年度市民活動補助金
交付事業公開成果報告会

NHKテレビ・ラジオ体操でおなじ
みの多胡

た ご

肇氏による実技講習会です。
はじめ

■時３月２４日掌午前９時３０分～１１時３０分
■場市スポーツセンター
■講多胡肇氏（NHKテレ
ビ・ラジオ体操指導
者） アシスタント
施原川愛氏（同体操
アシスタント）、清水
沙希氏（同）

■対どなたでも（未就学児は保護者同伴）
■定１５０人（先着順）
■持運動のできる服装、体育館シューズ、
タオル、飲料、筆記用具
■申２月１９日昇～３月３日掌午前９時～
午後５時（捷を除く）に電話か、申込
書を直接又はファクスで市体育館
（緯〈７５〉３５３５／胃〈７７〉９２９３／ my-
sports-anjo@city.anjo.lg.jp）へ
※Eメールでも申込可。申込書を添
付するか、代表者の住所・電話番号、
参加者全員の氏名・性別・年齢を本
文に記載してください。
※申込書は市体育館・市スポーツセ
ンター・各地区公民館、市HPで配布。

ケンサチ・ラジオ体操会

多胡肇氏

情
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①～④共通事項
入園料別途。都合により変更する場
合有。詳細は問い合わせてください。
■場■申２月２０日昌から各申込期限までの
午前９時３０分～午後４時３０分に、直
接か電話でデンパーククラブハウス
（緯〈９２〉７１１２）へ
①もったいナイスな料理教室
■時３月１５日晶午前１０時～午後０時３０分
■内テーマ獅新玉たっぷりイタリアン
メニュー獅パスタ アマトリチャー
ナ風、彩りマリネ～カルパッチョ仕
立て、デザート

■講高倉恵氏
■定２０人（先着順）
■¥３０００円（材料費込）
■持エプロン、手拭きタオル、箸
■申申込期限獅３月８日晶

②陶芸講座
使い勝手の良いフリーカップを手び
ねりで作りましょう。
■時３月１５日晶午後１時
３０分～３時３０分
■講毛利記代子氏
■定１０人（先着順）
■¥４０００円（材料費込）
■申申込期限獅３月８日晶

③ペーパークイリング講座
■時３月２０日昌午前１０時～午後０時３０分
■講磯貝裕子氏
■定１５人（先着順）
■¥１０００円（材料費別途２５００円）
■申申込期限獅３月１３日昌

④フラワーギャザリング
室内に飾れて、生花を使いながらも
長期間楽しめる作品を作ります。
■時３月２０日昌午後１時３０分～３時３０分
■講高木恵里氏（元町庵ギャザリングア
トリエ）
■定１０人（先着順）
■¥４５００円（材料費込）
■申申込期限獅３月６日昌

デンパーククラブハウスの
体験教室

■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

市民ギャラリーの催し
■場■問市民ギャラリー（緯〈７７〉６８５３）
ギャラリーコンサート
伝統的なアイリッ
シュ・ケルティック
音楽をメインに、軽
やかで楽しく、時に
は哀愁漂う素敵な音
楽をお届けします。
■時３月９日松午後１時～２時
■内出演獅コトリネ（アイリッシュハー
プとアイリッシュフルートのデュオ）

革工芸・ミニチュア靴を作ろう
革素材を使ってミニチュア靴を制作
し、「革」の良さを体験してみましょう。
■時３月１０日掌午後１時～４時
■講内藤由希子氏（革工芸作家）
■対小学４年生以上（小学生は保護者同
伴）
■定１５人（定員を超
えた場合は抽選）

■¥８００円（材料費込）
■申２月２６日昇まで
に講座名、代表
者の郵便番号・住所・電話番号、参
加人数、参加者全員の氏名と年齢を
はがき（必着）かファクスで市民ギャ
ラリー（〒４４６－００２６安城町城堀３０／
胃〈７７〉４４９１）へ
※はがき・ファクス１枚で２人まで
申込可。市民ギャラリーHPからも
申込可。

実習梅園には、安城農林高等学校の
生徒の皆さんが丹精込めて育ててきた
「甲

こう

州
しゅう

最
さい

小
しょう

」や「南高梅」、「枝垂れ梅」等
なん こう うめ し だ

の梅が約１５０本植えられています。
園内「四季の花木園」北側の梅園で、
春の香りをお楽しみください。
■時３月１５日頃まで
■¥入園料
■場■問デンパーク（緯〈９２〉７１１１）

デンパーク内の安城農林高
校実習梅園を開放します！

昭林モーニングコンサート
■時３月１６日松午前１０時３０分～１１時４５分
■場昭林公民館
■内出演施長谷部項山

こう ざん

（尺八）、白谷隆子
しら や

（筝）、安城市民合唱団クッカーニャ、
大野憲一（指揮）、古川友理（ピアノ伴
奏） 演奏曲施昭和のヒットパレー
ド、春の海、さくら幻想曲 他
■定１５９人（要整理券）
■他未就学児の入場不可
■申■問３月２日松午前９時から昭林公民
館（緯〈７７〉６６８８）で整理券を配布

３月の移動児童館
■時■場■対乳幼児親子

▲

６日昌・１３日昌獅

東部公民館 ８日晶・１５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）

■場■問堀内公園（緯〈９９〉５９４７）
お話し会「エプロンシアター」
「おおかみ少年」のお話をします。
■時２月２１日昭午後１時３０分・２時３０分
■対未就学児と保護者
■定各２０組（当日先着順）
期間限定「回数券限定販売」
■時３月１日晶～３１日掌（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
スタンプ DEGET
各有料遊具（サイクルモノレール、メ
リーゴーランド、観覧車、汽車）のスタ
ンプを全て集めた子に抽選で景品を進呈。
■時３月２日松・３日掌午前９時～午後
４時（雨天中止）
■対３歳～小学生
■定各遊具２００人（当日先着順）
ダンボール迷路
■時３月９日松・１０日掌午前１０時～午後
３時（雨天中止）
■対３歳～小学生
■￥１００円
ホワイトデー企画「キャンディープレ
ゼント」
各日指定の有料遊具を利用した子に
キャンディーをプレゼント。
■時■内３月１６日松施サイクルモノレール・
観覧車 ３月１７日掌施メリーゴーラ
ンド・汽車（１６日が雨天の場合は１７
日に順延。１７日は雨天決行）

■対小学生以下
■定各遊具５０人（当日先着順）
赤ちゃんハイハイレース
■時３月１６日松午前１０時３０分（受付は公
園管理事務所前で午前１０時から）
※雨天の場合は１７日掌に順延。
■対未歩行の赤ちゃんと保護者
■定４０組（当日先着順）
■他参加者に有料遊具利用券を進呈

堀内公園の催し

３月の土器づくり教室
■時１日晶・５日昇～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）



霞広報あんじょう 2019.2.15

アンフォーレ課（緯〈７６〉６１１１）

※対象年齢は目安です。
３月の休館日

５日昇・１２日昇・１９日昇・２２日晶・
２６日昇

■図書館友の会「みんなのひろば」
■時■内２月２４日掌 おりがみ「おひな
さま」施午前１０時～１１時３０分 マ
ジックショー施午前１１時３０分～正
午 第１１回ビブリオバトル施午後
１時３０分～２時４５分

■安城ひびきの会の対面朗読
■時３月１１日捷、２５日捷午前１０時～正
午
■内朗読者から１対１で図書、新聞、
雑誌の朗読を聴けます
※持ち込んだ図書等の朗読も可。
■他朗読者２人が時間中常駐します

１日晶
午前１０時３０分

おはなしポッケ
（０～２歳）

２日松
午後３時

おはなしレストラン
（小学生以上）

３日掌
午後３時

ネコ・ロンデ朗読会
（小学１～３年生）

３日掌・１０日掌
１７日掌・２４日掌
３１日掌午後４時

にちようびのおはな
しかい（小学生）

４日捷
午前１０時３０分

絵本好き集まれ！お
すすめ絵本紹介

６日昌・２４日掌
午前１０時３０分

赤ちゃんとなによも
う会（一般）

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

おはなしどんどん
（３歳～小学３年生）

１０日掌
午前１１時

大人のための絵本朗
読会（一般）

１１日捷・２５日捷
午前１０時３０分

えほんとわらべうた
の会（０～２歳）

１３日昌
午後７時

大人のための絵本朗
読会 atエントラン
ス（一般）

１６日松・２３日松
３０日松午後２時

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）

１８日捷
午前１０時３０分

えほんのとびら
（０～２歳）

２１日抄
午前１０時３０分

いないいないばあ
（１～５歳）

２３日松
午後３時

でんでんむかしあそ
びの会（小学生）

２７日昌
午前１０時３０分

おはなしまあだ
（１～５歳）

２８日昭
午前１０時３０分

おはなしの森
（１～５歳）

３月のおはなし会

■申申込方法等 ■問問合せ先 ※なお、指定及び制限を設けない項目は記載していません。
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から上演予定）
■問農務課（緯〈７１〉２２３３）

まちなか産直市

文化センターに設置したレーザー加
工機、３Dプリンターを安全に利用す
るための基本知識と操作方法を説明す
る利用講習会を開講します。
一般利用日にこれらの機器を使うに
は、本講習会の受講が必要です。各機
器に興味がある人、ものづくりを楽し
みたい人はぜひ参加してください。
■時■内レーザー加工機施３月３日掌午後
２時～４時、１３日昌午前１０時～正午、
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３Ｄプリンター施３月６日昌午前１０
時～正午、１７日掌午後２時～４時、
２４日掌午前１０時～正午
※各回１５分前から受付。

■対市内在住・在勤・在学の高校生以上
でパソコンの基本操作が可能な人
※小学生・中学生は保護者名で申し
込んだ上、保護者同伴で参加可。
■定各回５人（先着順）
■申２月２２日晶午前９時～各開催日前日
に市HPから申し込んでください
※右記QRコードか
ら市HPを参照でき
ます。

■場■問文化センター（緯

〈７６〉１５１５）

レーザー加工機・３Ｄプリン
ターでものづくりを楽しもう

■場■問歴史博物館（緯〈７７〉６６５５）
歴博福よせ雛
企画展「江戸の愉しみ－安城の相撲・
芝居－」にちなんだ福よせ雛をエント
ランスホールに展示しています。歌舞
伎「里見八犬伝」の舞台、相撲興行の様
子を雛たちが再現。
皆様をほっこり笑
顔にします。ぜひ
ご来場ください。
■時３月２４日掌まで
（休館日を除く）
懐かしの車 写生大会＆写真撮影会
昭和の時代に愛された車を展示し、
写生大会＆写真撮影会を開催します。
■時３月２日松午前
１０時～午後３時
（受付は午後２
時３０分まで）
■場安祥城址公園
■対写生大会施年少児～小学生 写真撮
影会施どなたでも

■持写生大会施水彩絵の具・クレヨン等
の画材、画板、目玉クリップ（画用
紙は当日配布）
■他３月２７日昌～４月７日掌に市民ギャ
ラリーで、写生作品と撮影作品を展
示します

昭和の名作シネマ上映会「銀座の恋の
物語」
銀座を舞台に青春の夢と希望をかけ
た若者たちを描く娯楽大作。出演は石
原裕次郎、浅丘ルリ子他。
■時２月２４日掌午前１０時
■定８０人（当日先着順）

歴史博物館の催し

■時３月２日松午前９時３０分～正午
■場市民交流センター
■内報告会、報告に関するワークショップ
■講ファシリテーター施市民協働サポー
タークラブ

■定３０人（当日先着順）
■問市民協働課（緯〈７１〉２２１８）

平成３０年度市民活動補助金
交付事業公開成果報告会

NHKテレビ・ラジオ体操でおなじ
みの多胡

た ご

肇氏による実技講習会です。
はじめ

■時３月２４日掌午前９時３０分～１１時３０分
■場市スポーツセンター
■講多胡肇氏（NHKテレ
ビ・ラジオ体操指導
者） アシスタント
施原川愛氏（同体操
アシスタント）、清水
沙希氏（同）

■対どなたでも（未就学児は保護者同伴）
■定１５０人（先着順）
■持運動のできる服装、体育館シューズ、
タオル、飲料、筆記用具
■申２月１９日昇～３月３日掌午前９時～
午後５時（捷を除く）に電話か、申込
書を直接又はファクスで市体育館
（緯〈７５〉３５３５／胃〈７７〉９２９３／ my-
sports-anjo@city.anjo.lg.jp）へ
※Eメールでも申込可。申込書を添
付するか、代表者の住所・電話番号、
参加者全員の氏名・性別・年齢を本
文に記載してください。
※申込書は市体育館・市スポーツセ
ンター・各地区公民館、市HPで配布。

ケンサチ・ラジオ体操会

多胡肇氏

情
報
ボ
ッ
ク
ス
は
左
側
か
ら
お
読
み
く
だ
さ
い

蚊 広報あんじょう 2019.2.15

①～④共通事項
入園料別途。都合により変更する場
合有。詳細は問い合わせてください。
■場■申２月２０日昌から各申込期限までの
午前９時３０分～午後４時３０分に、直
接か電話でデンパーククラブハウス
（緯〈９２〉７１１２）へ
①もったいナイスな料理教室
■時３月１５日晶午前１０時～午後０時３０分
■内テーマ獅新玉たっぷりイタリアン
メニュー獅パスタ アマトリチャー
ナ風、彩りマリネ～カルパッチョ仕
立て、デザート

■講高倉恵氏
■定２０人（先着順）
■¥３０００円（材料費込）
■持エプロン、手拭きタオル、箸
■申申込期限獅３月８日晶

②陶芸講座
使い勝手の良いフリーカップを手び
ねりで作りましょう。
■時３月１５日晶午後１時
３０分～３時３０分
■講毛利記代子氏
■定１０人（先着順）
■¥４０００円（材料費込）
■申申込期限獅３月８日晶

③ペーパークイリング講座
■時３月２０日昌午前１０時～午後０時３０分
■講磯貝裕子氏
■定１５人（先着順）
■¥１０００円（材料費別途２５００円）
■申申込期限獅３月１３日昌

④フラワーギャザリング
室内に飾れて、生花を使いながらも
長期間楽しめる作品を作ります。
■時３月２０日昌午後１時３０分～３時３０分
■講高木恵里氏（元町庵ギャザリングア
トリエ）
■定１０人（先着順）
■¥４５００円（材料費込）
■申申込期限獅３月６日昌

デンパーククラブハウスの
体験教室

■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

市民ギャラリーの催し
■場■問市民ギャラリー（緯〈７７〉６８５３）
ギャラリーコンサート
伝統的なアイリッ
シュ・ケルティック
音楽をメインに、軽
やかで楽しく、時に
は哀愁漂う素敵な音
楽をお届けします。
■時３月９日松午後１時～２時
■内出演獅コトリネ（アイリッシュハー
プとアイリッシュフルートのデュオ）

革工芸・ミニチュア靴を作ろう
革素材を使ってミニチュア靴を制作
し、「革」の良さを体験してみましょう。
■時３月１０日掌午後１時～４時
■講内藤由希子氏（革工芸作家）
■対小学４年生以上（小学生は保護者同
伴）
■定１５人（定員を超
えた場合は抽選）

■¥８００円（材料費込）
■申２月２６日昇まで
に講座名、代表
者の郵便番号・住所・電話番号、参
加人数、参加者全員の氏名と年齢を
はがき（必着）かファクスで市民ギャ
ラリー（〒４４６－００２６安城町城堀３０／
胃〈７７〉４４９１）へ
※はがき・ファクス１枚で２人まで
申込可。市民ギャラリーHPからも
申込可。

実習梅園には、安城農林高等学校の
生徒の皆さんが丹精込めて育ててきた
「甲

こう

州
しゅう

最
さい

小
しょう

」や「南高梅」、「枝垂れ梅」等
なん こう うめ し だ

の梅が約１５０本植えられています。
園内「四季の花木園」北側の梅園で、

春の香りをお楽しみください。
■時３月１５日頃まで
■¥入園料
■場■問デンパーク（緯〈９２〉７１１１）

デンパーク内の安城農林高
校実習梅園を開放します！

昭林モーニングコンサート
■時３月１６日松午前１０時３０分～１１時４５分
■場昭林公民館
■内出演施長谷部項山

こう ざん

（尺八）、白谷隆子
しら や

（筝）、安城市民合唱団クッカーニャ、
大野憲一（指揮）、古川友理（ピアノ伴
奏） 演奏曲施昭和のヒットパレー
ド、春の海、さくら幻想曲 他
■定１５９人（要整理券）
■他未就学児の入場不可
■申■問３月２日松午前９時から昭林公民
館（緯〈７７〉６６８８）で整理券を配布

３月の移動児童館
■時■場■対乳幼児親子

▲

６日昌・１３日昌獅

東部公民館 ８日晶・１５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）

■場■問堀内公園（緯〈９９〉５９４７）
お話し会「エプロンシアター」
「おおかみ少年」のお話をします。
■時２月２１日昭午後１時３０分・２時３０分
■対未就学児と保護者
■定各２０組（当日先着順）
期間限定「回数券限定販売」
■時３月１日晶～３１日掌（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
スタンプ DEGET
各有料遊具（サイクルモノレール、メ
リーゴーランド、観覧車、汽車）のスタ
ンプを全て集めた子に抽選で景品を進呈。
■時３月２日松・３日掌午前９時～午後
４時（雨天中止）
■対３歳～小学生
■定各遊具２００人（当日先着順）
ダンボール迷路
■時３月９日松・１０日掌午前１０時～午後
３時（雨天中止）
■対３歳～小学生
■￥１００円
ホワイトデー企画「キャンディープレ
ゼント」
各日指定の有料遊具を利用した子に
キャンディーをプレゼント。
■時■内３月１６日松施サイクルモノレール・
観覧車 ３月１７日掌施メリーゴーラ
ンド・汽車（１６日が雨天の場合は１７
日に順延。１７日は雨天決行）

■対小学生以下
■定各遊具５０人（当日先着順）
赤ちゃんハイハイレース
■時３月１６日松午前１０時３０分（受付は公
園管理事務所前で午前１０時から）
※雨天の場合は１７日掌に順延。
■対未歩行の赤ちゃんと保護者
■定４０組（当日先着順）
■他参加者に有料遊具利用券を進呈

堀内公園の催し

３月の土器づくり教室
■時１日晶・５日昇～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）
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■申申込方法等 ■問問合せ先 ※なお、指定及び制限を設けない項目は記載していません。

こころの健康医師相談（予約制）
■時■場陰３月５日昇午後２時～４時／衣
浦東部保健所（刈谷市大手町） 隠３
月１４日昭午後２時～４時／同所安城
保健分室（横山町）

■内精神科医師による相談
■申事前に同所健康支援課（緯〈２１〉９３３７）
へ

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３月５日昇・１２日昇午前９時～１１時
※エイズ検査は３月４日捷午後６時
～７時も実施。

■場■問同所生活環境安全課（緯〈２１〉４７９７）
歯科相談（予約制）
■時３月１３日昌午前９時～１１時３０分
■場衣浦東部保健所
■申事前に同所健康支援課（緯〈２１〉９３３８）
へ

検便・井戸水検査等（有料）
■場■問同所試験検査課（緯〈２１〉９３５３）

衣浦東部保健所の相談・検査

障害者の就労受け入れの取組みや、
働く上で重要となる職業準備性の向上
についての講演会を開催します。
■時２月２１日昭午前１０時～１１時３０分
■場文化センター
■内演題施障害者雇用の取組み
■講山下隆通氏（TGウェルフェア叙 業

たか みち

務部長）、成田真氏（同 業務部次長）、
しん

小塚紘司氏（同 業務部自立支援・施
ひろ し

設管理チーム チームリーダー）
■問障害福祉課（緯〈７１〉２２２５）

障害者就労支援講演会

交通安全市民大会
■時２月２４日掌午後２時～３時３０分
■場文化センター
■内アトラクション獅安祥太鼓による演
奏 式典獅交通安全功労団体・交通
指導員感謝状贈呈、交通安全ポスタ
ー展優秀作品表彰、３Sドライバー
宣言、高齢者交通安全宣言、交通安
全市民運動活動方針発表等
■他来場者には交通安全の啓発品を進呈
■問市民安全課（緯〈７１〉２２１９）

身近で起こる現象を、身の回りにあ
るもので再現。ふしぎ、なぜ？なるほ
ど！もっと、とつぶやきながら、わく
わくするような時間を過ごしませんか。
テーマは『台所やお風呂は実験室随』
です。台所にある白い粉や、お風呂に
あるカラフルな粉、花の色水等で、科
学の楽しさを紹介します。
■時３月２４日掌午後２時～３時（開場は
午後１時３０分）
■場図書情報館
■講沓名健次氏（聖カタリナ学園 光ヶ丘
女子高等学校講師）
■対どなたでも（未就学児は保護者同伴）
■定５０人（先着順）
■申２月１８日捷からの午前９時～午後８
時（休館日を除く。松掌抄は午後６
時まで）に電話か、氏名・電話番号
をファクス・Eメールでアンフォー
レ課（緯〈７６〉６１１１／胃〈７７〉６０６６／
tosyo@city.anjo.lg.jp）へ

アンフォーレ・サンデーサ
イエンス講座 秋葉いこいの広場環境学習センター

「エコきち」が３月３１日掌で閉館するに
あたり、感謝の気持ちを込めてイベン
トを開催します。来年度からは柿田公
園管理事務所（里町）に新たな「エコき
ち」が開館します。
■場■問環境学習センターエコきち（☎〈７６〉
７１４８）
ありがとうイベント
■時３月１日晶～２４日掌午前１０時～午後
３時（休館日を除く）

暫「ありがとう秋葉」メッセージボード
メッセージを書いた人に粗品を進呈
します。（期間中１人１回まで）
暫「エコきちポイントカード」で「間伐
材積み木にお絵かき」体験
エコきちポイントカードのポイント
に応じた数の積み木にお絵かき体験。
※カードがない場合
は積み木１個５０円
で体験できます。
秋葉公園で自然の宝探しイベント
秋葉公園自然の宝探し「エコきちミ
ッション」をスタッフと一緒に体験。
■時３月２日松～２４日掌の毎週松掌午前
１０時～１１時（午前１０時にエコきち受
付に集合）

■対どなたでも（未就学
児は保護者同伴）
■定各１０人（当日先着順）

エコきち閉館イベント

「折紙教室（バーバまま）」の会員によ
る作品を４００点展示。折紙体験コーナ
ーもあります。
■時３月１３日昌～１７日
掌午前９時～午後
５時（１７日は午後
３時まで）

■¥入苑料獅１００円（中
学生以下無料） 呈茶料獅３００円

■場■問丈山苑（緯〈９２〉７７８０）

平成記念「和の折紙展」

困難を抱える子どもと良い親子関係
を築くためにどうしたらいいかを話し
合う「ほっと一息サロン」。今回は「親と
子のセミナー」を開催します。
■時３月９日松午後１時３０分～４時
■場青少年の家
■対不登校やひきこもりに悩む子ども
（義務教育を修了した１５歳～概ね４０
歳）がいる家族

■定４０人（先着順）
■￥市内在住者獅無料
市外在住者獅５００円
■申３月８日晶までの午前８時３０分～午
後５時１５分（休館日を除く）に電話か、
催し名、住所・氏名・電話番号を
ファクス・Eメールで青少年愛護セ
ンター（青少年の家内／緯〈７６〉３４３２
／胃〈７６〉１１３１／seishounen@city.
anjo.lg.jp）かNPO法人育て上げネ
ット中部虹の会（緯〈９５〉３１３７／胃〈９５〉
３１５７／info@nponiji.org）へ
■問青少年愛護センター（青少年の家内
／緯〈７６〉３４３２）

ほっと一息サロン（親の学習会）
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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

■内職務内容獅計量受付業務 雇用期間
獅４月１日～９月３０日（更新の場合
有） 勤務日時獅捷昌（抄含む）午前
８時３０分～午後４時４５分、偶数月の
第３掌午前８時３０分～正午 勤務場
所獅環境クリーンセンター 賃金獅

時給９３０円、通勤割増１日２００円 選
考獅面接（３月５日昇）

■定１人
■申２月１８日捷～２２日晶午前８時３０分～
午後５時に顔写真付履歴書を持ち、
環境クリーンセンターへ

■問環境クリーンセンター（緯〈９２〉０１７８）

①②共通事項
■内職種獅保健師 採用日獅４月１日
（応相談） 勤務場所獅保健センター
選考獅面接（３月１３日昌）

■定若干名
■申２月１８日捷～３月８日晶午前８時３０
分～午後５時１５分（休館日を除く）に
顔写真付履歴書と保健師免許証の原
本を持ち、保健センターへ

■問保健センター（緯〈７６〉１１３３）
①保健師（健診・相談業務等）
■内職務内容獅健診、相談業務、健康測
定会等の健康づくり啓発業務等 勤
務日時獅捷～晶のうち週３～５日程
度、午前９時～午後５時のうち１日
４～７時間 賃金獅時給１４７０円、通
勤割増１日２００円 福利厚生獅勤務
条件に応じて健康保険・厚生年金・
雇用保険加入
②保健師（乳幼児健診等）
■内職務内容獅乳幼児健診等の保健業務
勤務日時獅昌～晶のうち週１～３日
程度、午後１時～５時のうち１日２
～４時間 賃金獅時給１８９０円、通勤
割増１日２００円

臨時保健師

環境クリーンセンター
臨時職員

■内職務内容獅市内小学校の医療的ケア
児の看護業務 採用日獅４月１日
勤務日時獅捷～晶午前８時～午後４
時のうち１日６時間～７時間３０分
（休憩時間含む。行事等で松勤務有。
夏季・冬季・春季休業等の学校休業
日は勤務無） 賃金獅時給１４７０円、
通勤割増有 選考獅面接（申込時又
は指定日）

■定１～２人
■対看護師免許所持者（NICU経験者優遇）
■他主治医による研修を実施（時給は同上）
■申２月１８日捷～３月２２日晶午前８時３０
分～午後５時（松掌抄を除く）に、顔
写真付履歴書と看護師免許証の原本
を持ち、学校教育課（教育センター
内）へ
※応募数が定員に満たない場合は、
３月２５日捷以降も随時募集します。
■問学校教育課（緯〈７１〉２２５４）

１２月分／受付順／敬称略
叙デンソーハートフルクラブ安城自主
企画、間伐こもれび会、叙Sign、サ
ンエイ叙、叙ヤマコ、匿名

ご寄付いただきました

４月１日捷から、安城市地域職業相
談室の開設時間を下記のとおり変更し
ます。
■内変更前施午前９時～午後５時 変更
後施午前９時～午後４時３０分
■問ハローワーク刈谷 職業相談第二部
門（緯〈２１〉５００２）、市商工課（緯〈７１〉２２
３５）

安城市地域職業相談室の開
設時間を変更します

第３子以降の小中学校給食
費無料化申請を受付中
第３子以降の小中学校給食費を無料
とします。無料化には年齢等一定の要
件があります。また、本制度は保護者
の申請に基づくもので、無料化の対象
でも申請がない場合は補助されません。
詳細は市HPで確認するか、問合せの
上、申請してください。なお、現在無
料化対象の人も年度ごとの申請が必要
です。市HPで提出書類を確認し、教
育委員会総務課に提出してください。
申請期限は３月８日晶です。
■問教育委員会総務課（緯〈７１〉２２５３）

全国瞬時警報システム（Jアラート）
を使用した全国一斉情報伝達試験を実
施します。市で販売した防災ラジオを
お持ちの方は、ラジオを待機状態にし
ておくと自動で音声を受信します。市
内の小・中学校等公共施設からも試験
放送が流れます。各施設の近隣にお住
まいの皆さんは、ご理解とご協力をお
願いします。
■時２月２０日昌午前１１時頃
■問危機管理課（緯〈７１〉２２２０）

全国一斉情報伝達試験の
お知らせ

■内利用可能施設・日時獅下表のとおり
■対市内在住・在勤の１０人以上で構成された団体（小学校利用は学区内在
住・在勤者に限る）
■申３月１日晶～４月３０日承に、
小学校施設利用希望者獅松掌抄承を除く学校開業時間中に、利用を希
望する小学校の施設開放運営委員会（各学校内）へ
中学校・県立学校施設利用希望者獅休館日を除く午前８時３０分～午後
５時１５分に市体育館（緯〈７５〉３５３５）へ

利用可能日時利用可能施設（いずれも市内）
松掌抄及び学校休業日の昼間小学校運動場
松掌抄及び学校休業日の昼間・
夜間、平日の夜間

中学校運動場（安城北中を除く）
小・中学校体育館

松掌抄及び学校休業日の昼間
※篠目中学校は夜間も可。中学校テニスコート

松掌抄の昼間県立学校運動場
松掌抄の夜間県立安城東高等学校体育館

教育委員会臨時看護師
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■申申込方法等 ■問問合せ先 ※なお、指定及び制限を設けない項目は記載していません。

こころの健康医師相談（予約制）
■時■場陰３月５日昇午後２時～４時／衣
浦東部保健所（刈谷市大手町） 隠３
月１４日昭午後２時～４時／同所安城
保健分室（横山町）

■内精神科医師による相談
■申事前に同所健康支援課（緯〈２１〉９３３７）
へ

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３月５日昇・１２日昇午前９時～１１時
※エイズ検査は３月４日捷午後６時
～７時も実施。

■場■問同所生活環境安全課（緯〈２１〉４７９７）
歯科相談（予約制）
■時３月１３日昌午前９時～１１時３０分
■場衣浦東部保健所
■申事前に同所健康支援課（緯〈２１〉９３３８）
へ

検便・井戸水検査等（有料）
■場■問同所試験検査課（緯〈２１〉９３５３）

衣浦東部保健所の相談・検査

障害者の就労受け入れの取組みや、
働く上で重要となる職業準備性の向上
についての講演会を開催します。
■時２月２１日昭午前１０時～１１時３０分
■場文化センター
■内演題施障害者雇用の取組み
■講山下隆通氏（TGウェルフェア叙 業

たか みち

務部長）、成田真氏（同 業務部次長）、
しん

小塚紘司氏（同 業務部自立支援・施
ひろ し

設管理チーム チームリーダー）
■問障害福祉課（緯〈７１〉２２２５）

障害者就労支援講演会

交通安全市民大会
■時２月２４日掌午後２時～３時３０分
■場文化センター
■内アトラクション獅安祥太鼓による演
奏 式典獅交通安全功労団体・交通
指導員感謝状贈呈、交通安全ポスタ
ー展優秀作品表彰、３Sドライバー
宣言、高齢者交通安全宣言、交通安
全市民運動活動方針発表等
■他来場者には交通安全の啓発品を進呈
■問市民安全課（緯〈７１〉２２１９）

身近で起こる現象を、身の回りにあ
るもので再現。ふしぎ、なぜ？なるほ
ど！もっと、とつぶやきながら、わく
わくするような時間を過ごしませんか。
テーマは『台所やお風呂は実験室随』
です。台所にある白い粉や、お風呂に
あるカラフルな粉、花の色水等で、科
学の楽しさを紹介します。
■時３月２４日掌午後２時～３時（開場は
午後１時３０分）
■場図書情報館
■講沓名健次氏（聖カタリナ学園 光ヶ丘
女子高等学校講師）
■対どなたでも（未就学児は保護者同伴）
■定５０人（先着順）
■申２月１８日捷からの午前９時～午後８
時（休館日を除く。松掌抄は午後６
時まで）に電話か、氏名・電話番号
をファクス・Eメールでアンフォー
レ課（緯〈７６〉６１１１／胃〈７７〉６０６６／
tosyo@city.anjo.lg.jp）へ

アンフォーレ・サンデーサ
イエンス講座 秋葉いこいの広場環境学習センター

「エコきち」が３月３１日掌で閉館するに
あたり、感謝の気持ちを込めてイベン
トを開催します。来年度からは柿田公
園管理事務所（里町）に新たな「エコき
ち」が開館します。
■場■問環境学習センターエコきち（☎〈７６〉
７１４８）
ありがとうイベント
■時３月１日晶～２４日掌午前１０時～午後
３時（休館日を除く）

暫「ありがとう秋葉」メッセージボード
メッセージを書いた人に粗品を進呈
します。（期間中１人１回まで）
暫「エコきちポイントカード」で「間伐
材積み木にお絵かき」体験
エコきちポイントカードのポイント
に応じた数の積み木にお絵かき体験。
※カードがない場合
は積み木１個５０円
で体験できます。
秋葉公園で自然の宝探しイベント
秋葉公園自然の宝探し「エコきちミ
ッション」をスタッフと一緒に体験。
■時３月２日松～２４日掌の毎週松掌午前
１０時～１１時（午前１０時にエコきち受
付に集合）

■対どなたでも（未就学
児は保護者同伴）
■定各１０人（当日先着順）

エコきち閉館イベント

「折紙教室（バーバまま）」の会員によ
る作品を４００点展示。折紙体験コーナ
ーもあります。
■時３月１３日昌～１７日
掌午前９時～午後
５時（１７日は午後
３時まで）

■¥入苑料獅１００円（中
学生以下無料） 呈茶料獅３００円

■場■問丈山苑（緯〈９２〉７７８０）

平成記念「和の折紙展」

困難を抱える子どもと良い親子関係
を築くためにどうしたらいいかを話し
合う「ほっと一息サロン」。今回は「親と
子のセミナー」を開催します。
■時３月９日松午後１時３０分～４時
■場青少年の家
■対不登校やひきこもりに悩む子ども
（義務教育を修了した１５歳～概ね４０
歳）がいる家族

■定４０人（先着順）
■￥市内在住者獅無料
市外在住者獅５００円
■申３月８日晶までの午前８時３０分～午
後５時１５分（休館日を除く）に電話か、
催し名、住所・氏名・電話番号を
ファクス・Eメールで青少年愛護セ
ンター（青少年の家内／緯〈７６〉３４３２
／胃〈７６〉１１３１／seishounen@city.
anjo.lg.jp）かNPO法人育て上げネ
ット中部虹の会（緯〈９５〉３１３７／胃〈９５〉
３１５７／info@nponiji.org）へ
■問青少年愛護センター（青少年の家内
／緯〈７６〉３４３２）

ほっと一息サロン（親の学習会）
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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

■内職務内容獅計量受付業務 雇用期間
獅４月１日～９月３０日（更新の場合
有） 勤務日時獅捷昌（抄含む）午前
８時３０分～午後４時４５分、偶数月の
第３掌午前８時３０分～正午 勤務場
所獅環境クリーンセンター 賃金獅

時給９３０円、通勤割増１日２００円 選
考獅面接（３月５日昇）

■定１人
■申２月１８日捷～２２日晶午前８時３０分～
午後５時に顔写真付履歴書を持ち、
環境クリーンセンターへ

■問環境クリーンセンター（緯〈９２〉０１７８）

①②共通事項
■内職種獅保健師 採用日獅４月１日
（応相談） 勤務場所獅保健センター
選考獅面接（３月１３日昌）

■定若干名
■申２月１８日捷～３月８日晶午前８時３０
分～午後５時１５分（休館日を除く）に
顔写真付履歴書と保健師免許証の原
本を持ち、保健センターへ

■問保健センター（緯〈７６〉１１３３）
①保健師（健診・相談業務等）
■内職務内容獅健診、相談業務、健康測
定会等の健康づくり啓発業務等 勤
務日時獅捷～晶のうち週３～５日程
度、午前９時～午後５時のうち１日
４～７時間 賃金獅時給１４７０円、通
勤割増１日２００円 福利厚生獅勤務
条件に応じて健康保険・厚生年金・
雇用保険加入
②保健師（乳幼児健診等）
■内職務内容獅乳幼児健診等の保健業務
勤務日時獅昌～晶のうち週１～３日
程度、午後１時～５時のうち１日２
～４時間 賃金獅時給１８９０円、通勤
割増１日２００円

臨時保健師

環境クリーンセンター
臨時職員

■内職務内容獅市内小学校の医療的ケア
児の看護業務 採用日獅４月１日
勤務日時獅捷～晶午前８時～午後４
時のうち１日６時間～７時間３０分
（休憩時間含む。行事等で松勤務有。
夏季・冬季・春季休業等の学校休業
日は勤務無） 賃金獅時給１４７０円、
通勤割増有 選考獅面接（申込時又
は指定日）

■定１～２人
■対看護師免許所持者（NICU経験者優遇）
■他主治医による研修を実施（時給は同上）
■申２月１８日捷～３月２２日晶午前８時３０
分～午後５時（松掌抄を除く）に、顔
写真付履歴書と看護師免許証の原本
を持ち、学校教育課（教育センター
内）へ
※応募数が定員に満たない場合は、
３月２５日捷以降も随時募集します。
■問学校教育課（緯〈７１〉２２５４）

１２月分／受付順／敬称略
叙デンソーハートフルクラブ安城自主
企画、間伐こもれび会、叙Sign、サ
ンエイ叙、叙ヤマコ、匿名

ご寄付いただきました

４月１日捷から、安城市地域職業相
談室の開設時間を下記のとおり変更し
ます。
■内変更前施午前９時～午後５時 変更
後施午前９時～午後４時３０分
■問ハローワーク刈谷 職業相談第二部
門（緯〈２１〉５００２）、市商工課（緯〈７１〉２２
３５）

安城市地域職業相談室の開
設時間を変更します

第３子以降の小中学校給食
費無料化申請を受付中
第３子以降の小中学校給食費を無料
とします。無料化には年齢等一定の要
件があります。また、本制度は保護者
の申請に基づくもので、無料化の対象
でも申請がない場合は補助されません。
詳細は市HPで確認するか、問合せの
上、申請してください。なお、現在無
料化対象の人も年度ごとの申請が必要
です。市HPで提出書類を確認し、教
育委員会総務課に提出してください。
申請期限は３月８日晶です。
■問教育委員会総務課（緯〈７１〉２２５３）

全国瞬時警報システム（Jアラート）
を使用した全国一斉情報伝達試験を実
施します。市で販売した防災ラジオを
お持ちの方は、ラジオを待機状態にし
ておくと自動で音声を受信します。市
内の小・中学校等公共施設からも試験
放送が流れます。各施設の近隣にお住
まいの皆さんは、ご理解とご協力をお
願いします。
■時２月２０日昌午前１１時頃
■問危機管理課（緯〈７１〉２２２０）

全国一斉情報伝達試験の
お知らせ

■内利用可能施設・日時獅下表のとおり
■対市内在住・在勤の１０人以上で構成された団体（小学校利用は学区内在
住・在勤者に限る）
■申３月１日晶～４月３０日承に、
小学校施設利用希望者獅松掌抄承を除く学校開業時間中に、利用を希
望する小学校の施設開放運営委員会（各学校内）へ
中学校・県立学校施設利用希望者獅休館日を除く午前８時３０分～午後
５時１５分に市体育館（緯〈７５〉３５３５）へ

利用可能日時利用可能施設（いずれも市内）
松掌抄及び学校休業日の昼間小学校運動場
松掌抄及び学校休業日の昼間・
夜間、平日の夜間

中学校運動場（安城北中を除く）
小・中学校体育館

松掌抄及び学校休業日の昼間
※篠目中学校は夜間も可。中学校テニスコート

松掌抄の昼間県立学校運動場
松掌抄の夜間県立安城東高等学校体育館

教育委員会臨時看護師


	p06
	p07
	p08
	p09



