
■時 ３月１３日松午後２時
■内 「 賤  ケ  岳 七本槍　加藤嘉明の弟忠明

しず が たけ

肖像」
■場 ■問 歴史博物館（緯〈７７〉６６５５）

歴博講座

■図書館友の会「みんなのひろば」
■内 ■時 ２月２７日松・２８日掌

　お楽しみコーナー（ぬりえ、折り
紙）獅午前１０時～１１時３０分　マジ
ックショー獅午前１１時３０分～正午、
午後１時３０分～２時　アニメ映画
会（王さまの耳はろばの耳、オル
ペウスのたて琴、アンデルセン、
ベル）獅午後２時～３時１０分

■除籍本リサイクルフェア
■時 ３月１３日松・１４日掌午前９時～午
後３時

■内 配布冊数獅１人１０冊まで
■持 本を入れる袋
■申 当日午前９時から先着順で入室時
間を指定した整理券を配布

３月の休館日

中央図書館（緯〈７６〉６１１１）

図書館へ行こう
Let's go to library!

中央図書館の携帯用
ホームページへ葛葛

お知らせ

１日捷・８日捷・１５日捷・２３日昇・
２６日晶・２９日捷

■時 ３月１０日昌午前１０時４５分～１１時４５分
■場 昭林公民館
■内 安城音楽協会ソプラノとピアノによ
る春のメドレーほか

■定 １５９人
■他 託児あり（１人３００円・先着１０人）、未
就学児の入場はご遠慮ください

■申 ２月２４日昌午前９時から整理券を昭
林公民館（緯〈７７〉６６８８）で配布

■時 ２月２７日松午前９時～正午（売り切
れ次第終了）

■場 クリエーションプラザ（御幸本町）
■内 一色漁港で水揚げされた新鮮な魚介
類や海産物の市

■問 商工課（緯〈７１〉２２３５）、クリエーショ
ンプラザ（緯〈７２〉５００２）

朝のひとときコンサート

まちなか魚産直市

■場 ■問 マーメイドパレス（緯〈９２〉７３５１）
３月水中講座　　　　　　　　　　　
■内 ■時 ■定 下表のとおり（いずれも午前１１
時～正午、先着順）

■対 ①獅６０歳以上の人　②③獅１８歳以上
の人

■￥ 施設使用料
■他 託児あり（生後６か月～未就園児、
先着１０人）

■申 ３月２日昇午前１０時からマーメイド
パレスへ

春の短期水泳教室　　　　　　　　　
■時 ①３月２０日松～２２日承午後１時～２
時（全３回）　②３月２４日昌～２６日晶

午後３時～４時（全３回）
■対 ■定 ４歳以上の幼児各２５人、小学校１
～３年生各３０人（定員を超えた場合
は抽せん）

■￥ 各１７００円
■他 ①・②の重複申し込みは不可
■申 ２月２０日松～２７日松午前１０時～午後
７時３０分（２２日捷を除く）に直接マー
メイドパレスへ（電話予約不可）

日本舞踊フィットネスＮＯＳＳ体験会
■時 ３月２６日晶午前１０時３０分～１１時３０分
■対 １８歳以上の人
■定 ２０人（先着順）
■￥ ５００円
■他 託児あり（生後６か月～未就園児、
先着１０人）

■申 ３月２日昇午前１０時からマーメイド
パレスへ

定員とき講座名
３０人３月１０日昌①水中運動
４０人３月１７日昌②アクアビクス
２０人３月２４日昌③初級水泳

マーメイドパレスの催し

■時 ３月６日松・７日掌午前９時～午後
５時（７日は午後４時まで）

■場 ■問 安祥公民館（緯〈７７〉５０７０）
１日陶芸教室　　　　　　　　　　　
■時 ３月６日松・７日掌午後１時３０分～
３時３０分

■定 各２４人（先着順）
　※小学校３年生以下は保護者同伴。
■申 ２月２０日松午前９時から同館へ
※受け付け開始時に定員を超えた場
合は抽せん。

陶芸作品チャリティーバザー　　　　
■時 ３月７日掌午前１０時から
ねんどにさわってみよう　　　　　　
■時 ３月６日松・７日掌午前１０時から
（材料がなくなり次第終了）

市民陶芸まつり
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おはなし会
２月２１日掌
午後２時

かみしばいの会
（幼児～小学校低学年）

２月２３日昇、
３月１２日晶
午前１０時３０分

絵本好き集まれ！
－おすすめ絵本紹介－

（一般）
２月２４日昌
午前１０時３０分

おはなしまあだ
（２～５歳）

３月２日昇・
１６日昇
午前１０時３０分

えほんとわらべうたの会
（０～２歳）

３月４日昭
午前１０時３０分

おはなしゆりかご
（０～２歳）

３月６日松
午後３時

おはなしレストラン
（小学生以上）

３月１０日昌
午前１０時３０分

おはなしたまてばこ
（２～５歳）

３月１３日松
午前１１時

大人のための
絵本朗読会（一般）

３月１３日松
午後２時

おはなしどんどん
（幼児～小学校低学年）

３月１８日昭
午前１０時３０分

いないいないばあ
（１～４歳）

３月１９日晶
午前１０時３０分

えほんのとびら
（０～２歳）

■場 ■問 同クラブハウス（緯〈９２〉７１１２）
■他 入園料別途。都合により変更する場
合があります。詳細はお問い合わせ
ください。
かんたん七宝アクセサリー教室　　　
■時 ３月６日松・７日掌午前１０時から
■講 鈴木 由  美  子 氏

ゆ み こ

■定 各１００人（当日先着順）
■￥ ８００円から
いちご大福教室　　　　　　　　　　
■時 ３月６日松・７日掌・１３日松・１４日
掌午前１１時、午後１時・２時３０分

■定 各１５人（先着順）
■￥ ５００円
■申 当日午前９時３０分
から同クラブハウ
スへ

手作りパン教室　　　　　　　　　　
■時 ３月７日掌・１３日松・１４日掌午後１
時・２時３０分

■定 各４８人（先着順）
■￥ ５００円
■申 当日午前９時３０分
から同クラブハウスへ

フォトマスターＥＸ写真講座「白から
ピンクへ」
■時 ３月１２日晶・２６日晶午前１０時（全２回）
■講 鶴田 郁  夫 氏

いく お

■定 ２０人（先着順）
■￥ ２０００円
■申 ２月２０日松午前９時３０分から同クラ
ブハウスへ

木工教室　　　　　　　　　　　　　
■時 ３月１３日松・１４日掌午前１０時から
■講 水野 幸  春 氏

ゆき はる

■定 各１００人（当日先着順）
■￥ ５００円から

デンパーククラブハウスの
教室・講座

　さくら保育園の一時・特定保育を３
月３１日昌で終了し、４月１日昭からは、
桜井保育園で開始します。
■内 保育時間諮捷～晶獅午前８時３０分～
午後４時　松獅午前８時３０分～正午

■￥ ０～２歳児獅１日２０００円、３歳児獅

１日１０００円、４・５歳児獅１日９００円
■申 ３月２日昇から子どもと一緒に、印
鑑・母子手帳を持って子ども課（緯

〈７１〉２２２８）へ

■時 ２月１９日晶～３月４日昭午前８時３０
分～午後５時１５分

■他 利害関係者で意見のある人は、３月
１８日昭まで、県へ意見書を提出でき
ます

■場 ■問 区画整理課（緯〈７１〉２２４６）

■内 スカウトと
しての技術
（ロープワ
ーク・救急
法・レクリ
エーション）
の 習 得 、
キャンプ・サイクリング・ウオーク
ラリー・スキー訓練、公園や安城七
夕まつりでの奉仕活動、赤い羽根共
同募金・ユニセフ募金など

■対 幼稚園・保育園の年長児以上
■申 青少年の家（緯〈７６〉３４３２）

１２月分／受け付け順／敬称略
市社会福祉協議会　善意銀行／福祉基金
安城ＢＡＲマップ製作委員会、北部公
民館利用者、さわやかダンス、ＮＴＴ
ＯＢ一水会、叙東海石油グループ、総
合福祉センター利用者、わさびや、東
端の老人、安城市歯科医師会安城デン
タル会、ＪＡあいち経済連西三河セン
ター、鶴田隆、ボールセンター安城店、
アイシン・エィ・ダブリュ叙、アイシ
ン・エィ・ダブリュ労働組合、ふれあ
いダンス、ＪＡあいち中央古井支店支
店運営委員会、鳥居弘美、伊与田達也、
住吉町内会、野村君江、柴田辰雄、小
川自然とホタルを育てる会、安城市健
民少年団、小川蔦江、北部公民館韓国
料理講座受講者一同、北部公民館乳幼
児学級生一同、安城の歴史を学ぶ会、
檜建設叙、西部福祉センター利用者、
二本木連合町内会、作野トータル、匿
名
市役所関係　　　　　　　　　　　　
専超寺、叙デンソーハートフルクラブ
安城自主企画、安城・知立遊技業防犯
組合、叙ヤマコ、匿名

福祉への善意・寄付
ありがとうございます

さくら保育園の一時・特定
保育を桜井保育園へ変更

安城北部土地区画整理事業
の変更事業計画案の縦覧

ボーイスカウト・ガールス
カウト新入団員募集

■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
■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 ３月２日昇～５日晶、９日昇～１３日
松、１６日昇～１９日晶、２２日承、２４日
昌～２７日松、３０日昇、３１日昌午後１
時～４時（受け付けは午後２時まで）

■場 ■問 埋蔵文化財センター（緯〈７７〉４４９０）

■時 ３月５日晶～７日掌午前９時～午後
５時（７日は午後４時まで）

■￥ 入苑料１００円（中学生以下は無料）
■場 ■問 丈山苑（緯〈９２〉７７８０）

■時 ２月２２日捷午前１０時～午後４時
■場 ウイングアリーナ刈谷（刈谷市）
■対 平成２３年春卒業予定の大学・短大・
専門学校生、３５歳未満の求職者

■他 ＪＲ・名鉄刈谷駅北口、名鉄知立駅
発の無料送迎バスあり

■問 商工課（緯〈７１〉２２３５）

■￥ 入園料
■場 ■問 デンパーク（緯〈９２〉７１１１）
ＳＨＩＮＯＢＩアクロバット　　　　
■時 ２月２１日掌午前１１時、午後１時
■内 アクションショー集団「ＳＨＩＮＯ
ＢＩ－ＴＲＹ」のアクロバットショー
拓本展～花によせて～　　　　　　　
■時 ３月３日昌～１５日捷（９日昇を除く）
■内 知立拓友会の作品展

３月の土器づくり教室

丈山苑つばき盆栽展

■対 ■時 ■場 乳幼児 ▼４日昭・２５日昭獅安祥
公民館、５日晶・２６日晶獅高棚町公
民館、９日昇・１６日昇獅南部公民館、
１０日昌・１７日昌獅東部公民館いずれ
も午前１０時～１１時
小学生 ▼２４日昌午後２時～３時獅南
部公民館、２５日昭午後２時～３時獅

安祥公民館、２５日昭午後３時３０分～
４時３０分獅東部公民館

■問 子ども課子育て支援係（緯〈７１〉２２２９）

３月の移動児童館

西三河地区合同企業説明会

デンパークの
イベント・展示
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■場 文化センター
■問 安城文化協会（緯〈７４〉６０６６）、市民会館（緯〈７５〉１１５１）
文人展　　　　　　　　　　　　　
■時 ２月１９日晶～２１日掌午前９時～午
後５時（２１日は午後４時まで）

■内 日本画、洋画、水墨画、書、写真、
陶芸、彫塑、工芸、ちぎり絵ほか
同協会所属作家の作品約６０点展示
文化講演会　　　　　　　　　　　
■時 ２月２０日松午後２時～３時３０分
■内 安城市内に残る戦国時代の跡

ごあ展　　　　　　　　　　　　　
■時 ２月２０日松・２１日掌午前９時～午
後５時（２１日は午後４時まで）

■内 同協会会長・副会長・幹事・モン
ゴルの子どもの作品展示と体験　
朗読とおはなし「ででむしの詩－
南吉・伝える心－」獅２０日午前１０
時３０分、午後１時　静物デッサン
獅２１日午前１１時、午後２時


