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■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。
手作りパン教室　　　　　　　　　　
■時 ３月２０日松～２２日承・２７日松・２８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

いちご大福教室　　　　　　　　　　
■時 ３月２０日松～２２日承・２７日松・２８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

ジェルキャンドル教室　　　　　　　
■時 ３月２０日松～２２日承午前１０時から
■定 各１００人（当日先着順）
■￥ １２００円から
シルバーアクセサリー教室　　　　　
■時 ３月２７日松・２８日掌午前１０時から
■講 近藤 祐  子 氏

ゆう こ

■定 各１００人（当日先着順）
■￥ １５００円から
フォトスポット撮影ツアー　　　　　
■時 ３月２７日松午後１時３０分から
■定 ２０人（先着順）
■￥ １３００円
■講 鶴田 郁  夫 氏

いく お

■申 当日午前９時３０分から同クラブハウ
スへ

■場 ■問 堀内公園（緯〈９９〉５９４７）
女性観覧車無料開放　　　　　　　　
■時 ３月１４日掌午前９時～午後４時３０分
フワフワ遊具で遊ぼう　　　　　　　
■時 ３月２０日松～２２日承午前１０時～午後
４時

■対 各日で有料遊具を利用した小学生以下
　※小学生未満の子は付き添いが必要。
利用者還元くじ引き　　　　　　　　
■時 ３月２７日松・２８日掌

■内 抽せんで、当たりが出たら有料遊具
招待券をプレゼント

■対 有料遊具を２つ以上利用した人

■時 ３月１２日晶・１９日晶・２６日晶午後２
時～３時３０分（全３回）

■場 歴史博物館
■定 ５０人（先着順）
■申 ３月５日晶～１１日昭午前９時～午後
５時（８日捷を除く）に歴史博物館
（緯〈７７〉６６５５）へ

■場 ■問 歴史博物館（緯〈７７〉６６５５）
歴博講座「安城の歴史を歩く④」　　　
■時 ３月２０日松午後２時
■内 明治航空基地を歩く　集合場所獅南
部公民館
連続講座「南吉を語る⑥」　　　　　　
■時 ３月２７日松午後２時
■内 己の文学を夢見つつ昇天～死に臨ん
での日々～

■講 小野 敬  子 氏
けい こ

映画会「山田洋次監督時代劇三部作③」
■時 ３月２１日抄午前１０時、午後２時
■内 武士の一分　出演獅木村拓哉ほか

■時 ３月１３日松午後１時３０分～３時３０分
■内 若者の心を元気にする講座「悩める
若者と接する現場から」

■講 加藤 早  苗 氏（安城若者サポートステ
さ なえ

ーション）
■定 １００人程度
■場 ■問 市保健センター（緯〈７６〉１１３３）

歴史博物館の催し

こころの健康づくり講演会

デンパーククラブハウスの
教室・講座

常設展示ガイドボランティ
ア養成講座

■時 ３月６日松午前９時３０分～正午
■場 安祥閣
■￥ ３００円
■申 ３月２日昇午前９時から電話で安祥
閣（緯〈７４〉３３３３）へ

初心者のためのお茶講座

堀内公園の催し

危険物取扱者試験　　　　　　　　　
■時 ４月２５日掌

■場 名古屋市内
■内 試験種類獅乙種全類・丙種
■申 ３月１５日捷～２５日昭に郵送か持参で
除消防試験研究センター愛知県支部
（〒４６１－００１１名古屋市東区白壁１－
５０）へ
　※願書は、３月１日捷から消防各署
所で配布。
乙種第４類予備講習会　　　　　　　
■時 ４月１３日昇

■場 文化センター
■￥ 受講料４０００円、テキスト代４０００円
　※テキストの購入は３月２４日昌から。
講習会当日の販売はありません。

■定 １５０人（先着順）
■申 ３月１日捷から（午前９時～午後５
時。松掌抄を除く）受講料を持って
安城消防署予防係（緯〈７５〉２４６０）へ

危険物取扱者試験・
予備講習会

■時 ３月１４日掌午前９時～正午
■場 リサイクルプラザ
■問 清掃事業所（緯〈７６〉３０５３）、当日の問
い合わせ（緯０９０〈９８９２〉２９３３）

今月の再生家具等入札販売

■春の火災予防運動３月１日捷～７
日掌　「消えるまで　ゆっくり火の
元　にらめっ子」
　運動期間中、午後９時に３０秒のサ
イレンが鳴ります。
●住宅防火命を守る７つのポイント
３つの習慣獅寝たばこはやめる・ス
トーブは燃えやすいものから離れた
位置で使用・ガスこんろなどのそば
を離れるときは必ず火を消す
４つの対策獅住宅用火災警報器の設
置・防炎製品を使用・住宅用消火器
などを設置・お年寄りや身体の不自
由な人を守るために、隣近所の協力
体制をつくる

■住宅用火災警報器の設置を
　住宅用火災警報器を設置していた
ことで、火災を免れたまたはぼやで
済んだ事例が、今年度管内で９件あ
りました。まだ取り付けてない家庭
は、早急に取り付けましょう。

■放火されにくい環境づくりを
　放火が多く発生しています。家の
周りを整理整とんし、放火されにく
い環境づくりに努めましょう。

■消防車の緊急出動時のサイレン
　火災出動す
る消防車は、
サイレン音
「ウーウー」と
警鐘「カンカ
ン」を鳴らし
ます。火災以
外の救助や救
急支援出動（※）などはサイレン音の
みです。音で火災と他の災害出動の
区別ができます。
※救急隊員だけでは対応が困難な場
合や、救命のため一刻を争うと判
断した場合、救急車と一緒に消防
車も出動し、消防隊が救急隊の支
援活動をすること。

■問 衣浦東部広域連合消防局予防課（緯〈６３〉０１３６）
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■場 ■問 マーメイドパレス（緯〈９２〉７３５１）
女性施設無料開放　　　　　　　　　
■時 ３月１４日掌午前１０時～午後９時（プ
ール利用は午後８時まで）

■他 トレーニングジム利用者は講習修了
証が必要
脂肪燃焼プログラム「アクア３０」　　　
■時 ３月２０日松午後１時～１時３０分
■対 １８歳以上の男性
■定 ２０人（先着順）
■￥ 施設使用料
■申 開催日当日に直接マーメイドパレスへ

■場 市スポーツセンター
■￥ 施設利用料
■申 ３月６日松～開催日前日の午前９時
～午後８時（休館日を除く）に同セン
ター（緯〈７５〉３５４５）へ

アクアビクス体験会　　　　　　　　
■時 ４月７日昌・１４日昌午後４時～５時
（全２回）
■対 １８歳以上の人
■定 １５人（先着順）
■持 水着・水泳帽子
イキイキ♪健康教室☆　　　　　　　
■時 ４月７日昌・１４日昌・２１日昌・２８日
昌午後１時３０分～２時３０分（全４回）

■対 １８歳以上の人
■定 １０人程度（先着順）
■持 運動に適した服装・室内シューズ・
タオル・ペットボトル
ウオーキング体験会　　　　　　　　
■時 ４月９日晶・２３日晶午後１時～２時
（全２回）
■対 １８歳以上の人
■定 １５人（先着順）
■持 水着・水泳帽子
大人のスイミング　　　　　　　　　
■時 ４月１１日掌・２５日掌午前１１時～正午
（全２回）
■内 基礎からのクロール
■対 １８歳以上の人
■定 １５人（先着順）
■持 水着・水泳帽子
キッズスイミング　　　　　　　　　
■時 ４月２４日松午前１１時～正午
■内 基礎からのクロール
■対 小学４～６年生
■定 １５人（先着順）
■持 水着・水泳帽子

マーメイドパレスの催し

■時 ３月１３日松・１４日掌午前９時～午後
５時（１４日は午後３時まで）

■内 総合福祉センターの身体障害者デイ
サービス事業や高齢者教養講座の参
加者と市身体障害者協会による絵画、
書道、手編、生花、陶芸、手芸、工
芸、ちぎり絵、山の幸染め、絵手紙、
写真、俳句、短歌などの作品展

■場 ■問 総合福祉センター（緯〈７７〉７８８８）

身体障害者・高齢者作品展

　安城・碧南・刈谷・知立・高浜市在
住・在勤の人はどの会場でも受講可能
■問 衣浦東部広域連合消防局消防課（緯

〈６３〉０１３５）
普通救命講習会Ⅰ　　　　　　　　　
■時 ３月１４日掌午前９時～正午
■場 安城消防署
■内 心肺 蘇  生 法（気道確保、人工呼吸、

そ せい

胸骨圧迫）、ＡＥＤの使用法、止血法
など

■定 ２０人（先着順）
■申 ３月５日晶午前９時から同署（緯〈７５〉
２４９４）へ
小児・乳児応急手当講習会　　　　　
■時 ３月２０日松午前９時～１１時
■場 碧南消防署
■内 小児・乳児の心肺蘇生法、ひきつけ、
のどに異物が詰まった時の処置

■定 ２０人（先着順）
■申 ３月５日晶午前９時から同署（緯〈４１〉
２６２５）へ

救命講習会

■時 ３月１７日昌午後１時３０分～３時
■場 文化センター
■内 お年寄りを狙う悪質商法の実態
■講  土面  尋  志 氏（弁護士）、松本 久  子 氏（消

とのも ちか ゆき ひさ こ

費生活専門員）
■問 商工課（緯〈７１〉２２３５）

消費生活講演会

■時 ４月１日昭～６月２４日昭の毎週昭午
後１時～２時（４月２９日抄を除く、全
１２回）

■場 市スポーツセンター
■対 １８歳以上の女性
■定 ３０人（先着順）
■￥ ５４００円
■持 水着・水泳帽子
■申 ３月６日松～２８日掌午前９時～午後
８時（休館日を除く）に同センター
（緯〈７５〉３５４５）へ

スポーツセンターの催し

アクアビクススクール

定員対　象と　き講座名

２０組幼児とその親
（２人１組）

４月４日掌～６月１３日掌の毎週掌午後１時
～１時５０分（５月２日掌を除く。全１０回）親子水泳

３０人幼児
（４歳以上）

４月７日昌～６月１６日昌の毎週昌午後４時
～４時５０分（５月５日抄を除く。全１０回）幼児スイミング

各３５人小学１～
３年生

４月４日掌～６月１３日掌の毎週掌午後２時
～２時５０分（５月２日掌を除く。全１０回）掌

児童
スイミング ４月９日晶～６月１８日晶の毎週晶午後４時

～４時５０分（４月３０日晶を除く。全１０回）晶

各３０人１８歳以上の
女性

４月６日昇～６月１５日昇の毎週昇午後１時
～１時５０分（５月４日抄を除く。全１０回）昇

ゆったり
スイム ４月１日昭～６月１０日昭の毎週昭午後１時

～１時５０分（４月２９日抄を除く。全１０回）昭

４月６日昇～６月１５日昇の毎週昇午前１１時
～１１時５０分（５月４日抄を除く。全１０回）アクアビクス

■時 ■内 ■対 ■定 下表のとおり
　※定員を超えた場合は３月１８日昭に公開代理
抽せん。定員に満たない場合は追加募集あり。

■￥ 親子水泳獅５６００円　その他獅５３００円
■申 ３月１１日昭～１７日昌午前１０時～午後７時３０分
に直接マーメイドパレスへ（電話予約不可）

■問 マーメイドパレス（緯〈９２〉７３５１）

マーメイドパレスの水泳教室

■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。
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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
■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 生活保護世帯・市民税非課税世帯の
人

■申 新型インフルエンザ予防接種済証
（母子健康手帳への接種記録の記載
でも可）、接種費用の領収書、認め印、
申請者本人名義の振り込み先が分か
るものを持って市保健センター（緯

〈７６〉１１３３）へ

新型インフルエンザワクチ
ン接種費用の負担軽減

■時 試験獅４月１７日松～１９日捷のうち１
日

■対 一般獅１８～３３歳の人（今年３月高卒
予定者を除く）　技能獅１８歳以上で
所定の国家免許資格などを有する人

■申 ４月９日晶までに自衛隊愛知地方協
力本部安城案内所（緯〈７４〉６８９４）へ

自衛官（予備自衛官補）募集

　平成２３年７月２４日掌までにアナログ
テレビ放送は終了します。デジタルテ
レビ放送を見るには、地上波デジタル
放送対応テレビやチューナーなどが必
要ですので、早めの準備をお願いしま
す。また、地上デジタル放送に関する
悪徳商法や詐欺には十分にご注意くだ
さい。
■問 総務省地上デジタルテレビジョン放
送受信相談センター（緯０５７０〈０７〉
０１０１または緯０３〈４３３４〉１１１１）

地上デジタルテレビ放送受
信の準備はお済みですか

　現在の高齢受給者証の有効期限は３
月３１日昌です。４月以降の高齢受給者
証を３月下旬に送付します。４月以降
は新しい受給者証をお使いください。
■対 今年４月１日昭現在７０～７４歳で国民
健康保険に加入している人

■問 国保年金課（緯〈７１〉２２３０）

国民健康保険高齢受給者証
を送付

　本紙毎月１５日号健康ガイドに対象者
などを掲載していますので、該当して
いるか確認してください。
麻しん風しん予防接種　　　　　　　
　市内の接種状況は、県内６１市町村中、
幼稚園・保育園の年長児は２５位、中学
１年生は３８位、高校３年生は５０位とな
っています。期限を過ぎると有料の任
意接種となりますので、期限までに接
種してください。
■時 接種期限獅３月３１日昌まで
■場 市内医療機関
■対 幼稚園・保育園の年長児、中学１年
生、高校３年生

■問 市保健センター（緯〈７６〉１１３３）

３月１日捷～７日掌

子ども予防接種週間

■内 ■時 星空動物世界紀行獅７日掌・１４日
掌午後１時３０分・３時　かにの甲羅
のかいば桶獅２１日掌午後１時３０分・
３時、２８日掌午後１時３０分　プラネ
タリウムスペシャル春（全編生解説）
獅２８日掌午後３時
※毎松・抄午後１時３０分、３時からの
投映でも生解説あり。

■問 文化センター（緯〈７６〉１５１５）

プラネタリウム
３月の生解説

■時 ３月２７日松午前９時（商品がなくな
り次第終了）
野菜産直市　　　　　　　　　　　　
■場 碧海信用金庫本店前（御幸本町）
■内 地元産野菜の販売・調理法のアドバ
イス

■問 農務課（緯〈７１〉２２３３）
魚産直市　　　　　　　　　　　　　
■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
類や海産物の販売

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

今月のまちなか産直市

　保管期限が過ぎ
た放置自転車の中
から、再利用でき
る自転車を整備点
検し、「安城市放置
自転車リサイクル

事業取扱店」で販売します。
■時 ３月２０日松から
　※各店２・３台の販売です。
■問 維持管理課（緯〈７１〉２２３７）

所在地電話取り扱い店
別郷町〈７６〉８７０３山本自転車店
明治本町〈７６〉３３８７ソウリンサイクル商会
御幸本町〈７６〉２０２４サイクルショップ二藤
安城町〈７２〉１７７６サイクルアシストオオバ
高棚町〈９２〉０９３１神谷自転車モータース
古井町〈７５〉２３７５稲垣サイクル
和泉町〈９２〉００６６神本商会
和泉町〈９２〉０２７０兵藤モータース
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INFORMAÇÕES ÚTEIS
SEF INFORMATION

Português

Englis
外国語の
情報ボックス

※申し込みや問い合わせは、日本語
でお願いします。

※ Inscrições e informações somente 
em japonês

※ Applications and inquiries will be 
in Japanese. 


