
■子ども読書の日記念「みんなで落
語を楽しもう！」
■時 ４月２４日松午後２時～３時３０分
■内 アマチュア落語家のお 好  味  家  喜  楽 

この み や き らく

さんと、くろ 姫 さんによる楽しい
ひめ

落語の会
■対 小学生以上
■定 ５０人程度（当日先着順）

■子ども読書の日記念「劇団どーな
っつ・人形劇公演」
■時 ４月２５日掌午後２時～３時
■内 市内で活動するアマチュア劇団の
人形劇公演

■定 １５０人（先着順）
■申 ３月２７日松午前９時から整理券を
同館で配布

５日捷・１２日捷・１９日捷・２３日晶・
２６日捷・３０日晶

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

４月の休館日

中央図書館（緯〈７６〉６１１１）

■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。
春休み平日パン教室　　　　　　　　
■時 ３月２４日昌～４月２日晶午前１１時、
午後１時（松掌、３０日昇を除く）

■定 各１８人（当日先着順）
■￥ ５００円
カラフル粘土教室　　　　　　　　　
■時 ４月３日松・４日掌午前１０時
■定 各５０人（当日先着順）
■￥ ５００円から
いちご大福教室　　　　　　　　　　
■時 ４月３日松・４日掌・１０日松・１１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 ４月３日松・４日掌・１０日松・１１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

寄せ植え講座「寄せ植えの基礎」　　　
■時 ４月９日晶午前１０時
■講 野正 美  保  子 氏

み ほ こ

■定 ２０人（先着順）
■￥ ３５００円
■申 ３月２４日昌午前９時３０分から同クラ
ブハウスへ

木工教室　　　　　　　　　　　　　
■時 ４月１０日松・１１日掌午前１０時
■講 水野 幸  春 氏

ゆき はる

■定 １００人（当日先着順）
■￥ ５００円から
アロマセラピー講座「心に効果のある
オイルとケアの方法」
■時 ４月１２日捷午後１時３０分
■講 内藤 満  里  子 氏

ま り こ

■定 ２０人（先着順）
■￥ ２５００円
■申 ３月２４日昌午前９時３０分から同クラ
ブハウスへ

初歩の実践ワイン講座　　　　　　　
■時 ４月１４日昌午前１０時
■講 大橋 徹  也 氏（半田市ソムリッチオー

てつ や

ナー）
■定 ２０人（先着順）
■￥ ２５００円
■申 ３月２４日昌午前９時３０分から同クラ
ブハウスへ

デンパーククラブハウスの
教室・講座

■時 ４月１１日掌午前９時３０分～午後２時
３０分（雨天中止）

■場 ＪＡあいち中央桜井支店集合獅安正
寺獅志貴野橋獅八ツ面山山頂（西尾
市）獅ＪＡあいち中央桜井支店

■持 昼食・水筒・携帯雨具・敷き物など
■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）

八ツ面山歩け運動

■時 ４月１３日昇～７月１６日晶の毎週昇・
晶午後１時～３時（抄を除く、全２７
回）

■場 市スポーツセンター
■内 高齢者用トレーニング機器を使った
運動

■対 転倒や歩行に不安を感じていて、介
護保険の要支援・要介護認定を受け
ていない６５歳以上の人

■定 ５人程度（先着順）
■￥ １０００円
■申 ３月２３日昇～３１日昌午前８時３０分～
午後５時１５分（松掌を除く）に市保健
センター（緯〈７６〉１１３３）へ
　※事前に保健師が申込者を訪問しま
す。

転ばぬ先の筋トレ教室

■場 ■問 マーメイドパレス（緯〈９２〉７３５１）
模擬店　　　　　　　　　　　　　　
■時 ３月２８日掌午前１０時～午後４時
■内 フワフワや輪投げなど
■￥ １回１００円
手作りおもちゃで遊ぼう　　　　　　
■時 ３月２８日掌午前１１時～午後１時
■定 ３０人（当日先着順）
■￥ 施設使用料
チョコレートファウンテン　　　　　
■時 ３月２８日掌午後１時（無くなり次第
終了）

■定 ５０人（当日先着順）
　※１人１回限り。
足裏マッサージ体験会　　　　　　　
■時 ３月２８日掌午後１時～３時
■定 １５人（当日先着順）
お楽しみビンゴ大会　　　　　　　　
■時 ３月２８日掌午後２時
■内 ビンゴになった人に景品をプレゼント
■￥ 施設使用料

マーメイドパレス感謝祭

画広報あんじょう　2010.3.15

■時 １日昭～３日
松、６日昇～
１０日松、１３日
昇～１７日松、
２０日昇～２３日
晶、２７日昇～
２９日抄午後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）

４月の土器づくり教室

３月２１日抄、
４月１８日掌
午後２時

かみしばいの会
（幼児～小学校低学年）

３月２４日昌
午前１０時３０分

おはなしまあだ
（２～５歳）

４月３日松
午後３時

おはなしレストラン
（小学生以上）

４月６日昇・
２０日昇
午前１０時３０分

えほんとわらべうたの会
（０～２歳）

４月８日昭
午前１０時３０分

おはなしゆりかご
（０～２歳）

４月１４日昌
午前１０時３０分

おはなしたまてばこ
（２～５歳）

４月１５日昭
午前１０時３０分

いないいないばあ
（１～４歳）

４月１６日晶
午前１０時３０分

このゆびと～まれ
（０～２歳）

おはなし会

■時 ３月２８日掌午後３時　
■内 テルミンの生演奏を交えた、春の星
空や、南半球で見える星空の解説

■講 浅田 英  夫 氏（天文研究家）
ひで お

■定 １５０人（先着順）
■￥ ５０円（中学生以下は無料）
■場 ■問 文化センター（緯〈７６〉１５１５）

プラネタリウムスペシャル
春　あこがれの南十字星

■場 ■問 歴史博物館（緯〈７７〉６６５５）
連続講座「能の観方・楽しみ方①」　　
■時 ４月１０日松午後２時
■内 「源氏物語」と謡曲～「 半  蔀 」を観る

はじ とみ

■講 飯塚 恵  理  人 氏（椙山女学園大学教授）
え り と

体験講座「かしわもちをつくろう」　　

■時 ４月２４日松午前１０時
■定 ２０組（定員を超えた場合は抽せん）
■￥ １組８００円
■申 はがきに住所・氏名・電話番号・参
加人数を記入し、４月３日松（必着）
までに歴史博物館（〒４４６－００２６安城
町城堀３０／緯〈７７〉６６５５）ヘ

歴史博物館の催し

■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 ４月１７日松～７月１０日松の毎週松午
前１０時３０分～１１時３０分（５月１日松

を除く、全１２回）
■場 市スポーツセンター
■内 エアロビクス
■対 １８歳以上の女性
■定 ２０人程度（先着順）
■￥ ５２００円
■持 運動に適した服装・室内シューズ・
タオル・飲み物

■申 ３月２０日松～４月１６日晶午前９時～
午後８時（休館日を除く）に同センタ
ー（緯〈７５〉３５４５）へ

■時 ４月２１日昌午前９時３０分～午後１時
■場 市保健センター
■内 栄養バランスのとれた食事、貧血予
防食を学ぶ講義と調理実習

■対 妊娠中（出産予定月６月～１０月）の人
　※家族の参加も可。
■定 ２４人（先着順）
■￥ ４００円
■申 ３月１９日晶～４月１４日昌午前８時３０
分～午後５時１５分（松掌抄承を除く）
に市保健センター（緯〈７６〉１１３３）へ

マタニティクッキング

発散エアロ☆燃焼系♪

■場 ■問 南部公民館（緯〈９２〉３５２１）
春の親子映画会　　　　　　　　　　
■時 ３月２６日晶午前１０時、午後１時３０分
■内 上映作品獅ディズニー・アニメーシ
ョン「ボルト」

■定 ３００人（当日先着順）
■持 座布団などの敷き物
前期テニス教室　　　　　　　　　　
■時 硬式テニス
初級獅４月
１５日昭～７
月１日昭の
毎週昭（４
月２９日抄・
５月６日昭

を除く）　
硬式テニス
中級獅４月１４日昌～６月２３日昌の毎
週昌（５月５日抄を除く）いずれも午
後７時３０分～９時（全１０回、雨天順
延）

■場 南部公民館
■対 市内在住・在勤・在学で、平成７年
４月１日以前に生まれた人

■定 各３０人（受け付け開始時に定員を超
えた場合は抽せん）

■￥ 各２０００円
■申 ４月４日掌午前９時から受講料を持
って同館へ

南部公民館の催し・教室
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　健康の保持・増進、地域の皆さんとの
親睦ができます。
■時 ４月４日掌～１０月１７日掌の毎週掌

歩け運動獅午前６時３０分から
ランニング運動獅午前６時から
※時期・会場で異なる場合あり。

■場 歩け運動獅安城北部小学校、作野小学
校、別所団地公園、西尾若一王子社、
農村センター、東端町内会、ＪＡあい
ち桜井支店、今池小学校、作野公民館、
中部公民館、市役所、大山公園、赤松
子供広場、高棚小学校、祥南小学校、和泉八斗蒔広場
ランニング運動獅安城北部小学校、作野小学校、別所団地公園、西尾若一
王子社、農村センター、東端町内会、ＪＡあいち桜井支店、市体育館、箕
輪神明神社

■問 市体育館（緯〈７５〉３５３５）

■時 ３月３１日昌～４月５日捷

■内 イカリソウ・ウラシマソウ・ヒトリ
シズカ・シュンランなど山野草約
２００点を展示

■￥ 入園料
■場 ■問 デンパーク（緯〈９２〉７１１１）

デンパーク「春の山野草展」

■対 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２４日昌午前１０時からマーメイド
パレス（緯〈９２〉７３５１）へ
初級水泳「クロールから始めましょう」
■時 ４月７日昌午前１１時～正午
■定 ２０人（先着順）
アクアビクス　　　　　　　　　　　
■時 ４月２１日昌午前１１時～正午
■定 ４０人（先着順）

マーメイドパレスの講座



■対 ■時 ■場 乳幼児 ▼１４日昌・２８日昌獅東部
公民館、１５日昭・２２日昭獅安祥公民
館、１６日晶・３０日晶獅高棚町公民館、
２０日昇・２７日昇獅南部公民館いずれ
も午前１０時～１１時

■問 子ども課子育て支援係（緯〈７１〉２２２９）

４月の移動児童館
■時 ３月２８日掌午前１０時～正午
■場 秋葉公園、市民活動センター
■内 木の特徴を学習しながら、好きな木
に自分で作った「名札」をつける。講
習後はおしるこもあり

■対 小学生（保護者同伴も可）
■定 ２０人（定員を超えた場合は抽せん）
■申 ３月２０日松までの午前９時～午後６
時（掌捷を除く）にエコネットあんじ
ょう事務局（緯〈７７〉０７０１）へ

秋葉公園で木と友達になろ
う２０１０春

■時 交付開始日獅４月１日昭

■内 通院や外出にかかるタクシー料金助
成利用券を１人１冊交付
　※週２回以上で２か月以上の通院が
必要な人には、通院報告書の提出に
より２冊目を交付。

■対 次の①～③のいずれかを持っている
人（自動車税・軽自動車税の減免を
受けている人、安城市高齢者タクシ
ー料金助成利用券の交付を受けてい
る人を除く）
　①身体障害者手帳１級～３級
　②療育手帳Ａ・Ｂ判定
　③精神障害者保健福祉手帳１級・２
級

■申 ①～③のいずれかを持って障害福祉
課（緯〈７１〉２２２５）へ

障害者福祉タクシー料金助
成利用券を交付
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　平成２２年第１回衣浦東部広域連合議会定例会を２月１６日に開催しました。
　議会では、一般質問のほか、衣浦東部広域連合事務局設置条例などの一部
を改正する条例をはじめ４件の条例制定、７４６８万円を減額する平成２１年度一
般会計補正予算（第２号）、総額４８億６５００万円の平成２２年度一般会計予算など
計７件の議案を原案どおり可決、成立しました。
■平成２２年度衣浦東部広域連合一般会計予算
　歳入歳出総額は４８億６５００万円で、主に消防庁舎施設改修に係る経費の減額
により、前年度より１億１５００万円、２．３％の減額となりました。
　今後も、体制の効率化、専門化を図るとともに、計画的な車両整備を含め
た消防力の向上・強化により、広域的な消防活動の充実を図ります。

〈主な内容〉
広域連合事務所経費、事務職人件費、電算システム経費獅１５６，５２３千円　人
事管理経費、職員福利厚生経費獅３４，３７５千円　消防職員人件費獅３，６２９，２１３
千円　消防庁舎・設備・車両の維持経費、消防・救急・救助活動費獅

４０６，４６１千円　消防施設改修費、装備拡充費、水利関係経費獅２４８，０８７千円　
消防車両更新経費獅１７８，８５３千円　消防団の報酬および旅費獅１４７，２６１千円
■問 衣浦東部広域連合事務局総務課（緯〈６３〉０１３１）

＜歳出＞＜歳入＞
内容金額（千円）款内容金額（千円）款

広域連合の議会
運営２，１５０議会費関係５市からの

負担金４，８０４，７０３分担金・
負担金

広域連合事務所
の維持管理、人
事管理などの総
務関係

１９１，１２１総務費

消防施設の目的
外使用料、消防
関係許可などの
手数料

８，７０７使用料・
手数料

各消防署所、各
消防団、消防車
両、消防水利な
ど

４，６３３，０７１消防費消防車両購入の
補助金

１９，８３２国　庫
支出金

２県支出金
消防施設・設備
整備の借入金償
還費用

１８，６５８公債費物品の売払い収
入１財産収入

２０，０００予備費寄附金１寄附金
前年度剰余金２０，０００繰越金
防火管理講習料
など１１，７５４諸収入

４，８６５，０００合　計４，８６５，０００合　計

衣浦東部広域連合ＮＥＷＳ

■時 ■内 ４月８日昭～７月１日昭の毎週昭

（４月２９日抄を除く、全１２回）　クラ
スＩ獅午後６時３０分～７時３０分／あ
いさつから始める基礎的な英会話　
クラスⅡ獅午後７時４５分～８時４５
分／さらに積極的に会話を楽しみた
い人向けの実用英会話
　※両講座とも日本語は使いません。
■場 市民会館
■対 市内在住・在勤の人（高校生以下を
除く）
　※過去３年間に５回以上受講した人
を除く。

■定 各３０人（受け付け開始時間において
定員を超えた場合は、過去受講した
ことのない人を優先したうえで抽せ
ん）

■￥ 各４０００円（国際交流協会個人会員は
３０００円）

■申 ３月２５日昭　クラスⅠ獅午後６時～
６時３０分　クラスⅡ獅午後７時１５分
～７時４５分に受講料を持って市民会
館講座室へ
　※１人で２人分以上の申し込み不可。
定員に満たない場合、３月２６日晶か
ら市民活動課で受け付け。

■問 市民活動課（緯〈７１〉２２１８）

Let's enjoy English!外
国人講師による英会話講座

■時 ３月１７日昌～３１日昌午前８時３０分～
午後５時１５分（松掌抄承を除く）

■他 地区計画区域内の土地の所有者や利
害関係者で意見のある人は、３月３１
日昌までに市長へ意見書を提出でき
ます。

■場 ■問 都市計画課（緯〈７１〉２２４３）

安城北部地区工業団地地区
計画変更原案の縦覧

　本紙昨年１０月１日号に掲載した「デ
ンパーク市民特別入園券」の有効期限
は３月３１日昌です。３月２０日松からは、
春のイベント「フラワーフェスティバ
ル」が始まります。まだ利用していな
い人は、期限内にぜひ利用してくださ
い。
■問 デンパーク（緯〈９２〉７１１１）

デンパーク「市民特別入園
券」を利用してください

１月分／受け付け順／敬称略
市社会福祉協議会　善意銀行　　　　
さわやかダンス、魚魚丸三河安城店、
ボールセンター安城店、日本モウルド
工業㈱、受頭院、東端の老人、ふれあ
いダンス、北部児童センター「初釜」体
験者、総合福祉センター利用者、野村
君江、今村郵便局、㈱イノアックコー
ポレーション桜井事業所、イノアック
労働組合（桜井支部）、大参社会保険労
務士事務所、富光園富田節雄、㈱大紀
アルミニウム工業所、ＪＡあいち経済
連店舗情報センター、匿名
市役所関係　　　　　　　　　　　　
叙イトーヨーカ堂代表取締役社長亀井
淳、叙ジップドラッグ

福祉への善意・寄付
ありがとうございます

　土器の作り方は、先輩ボランティア
が指導しますので、初心者でも参加で
きます。
■内 毎週昇～松の午後開催の土器づくり
教室で週１～２日程度、来館者に土
器づくりを指導

■場 ■申 埋蔵文化財センター（緯〈７７〉４４９０）

土器づくりボランティア

■内 テーマ獅花の 賑 わう春　応募作品獅
にぎ

プリント四つ切またはワイド四つ切、
１人３点まで
　※デジタルカメラでの作品もすべて
銀塩プリントで提出（画像加工不可）。

■対 ４月４日掌～５月２３日掌に丈山苑内
を撮影した写真

■他 ６月下旬に入賞作品展を同苑で開催
■申 ６月６日掌までに丈山苑（緯〈９２〉
７７８０）へ

丈山苑
四季写真コンテスト作品

　都市化とともに姿を消したホタル。
デンパークでは、ホタルを育てる事で、
生き物と共生できる環境を取り戻した
いと考えています。ホタルを通じて、
環境について考えてみませんか。
■内 デンパーク内でのホタル人工飼育
（餌やり・水換え）の手伝い、ホタル
飼育見学者へのガイドなど

■対 月に数回参加可能で、ホタルや環境
に興味のある人

■申 電話でデンパーク（緯〈９２〉７１１１）へ

デンパーク「ホタルプロ
ジェクト」ボランティア

■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。

■内 利用可能施設獅小・中学校の体育館・
運動場、市内県立学校の運動場　利
用可能日時諮小学校獅松掌抄、学校
休業日の昼間（体育館は平日夜間も
可）　中学校獅松掌抄、学校休業日
（安城北中学校の運動場は利用不可）、
平日夜間　県立学校獅松掌抄の昼間

■対 市内在住・在勤の人で構成する１０人
以上の団体（小学校の利用者は学区
内在住・在勤者に限る）

■申 ４月３０日晶までに、小・中学校利用
希望団体獅利用を希望する小・中学
校（松掌抄承を除く）へ　県立学校利
用希望団体獅市体育館（緯〈７５〉３５３５、
捷を除く）へ

平成２２年度学校施設利用団
体の登録を受け付け

　日常生活用具給付事業とは、障害者
（児）が、家庭での生活の不便さを解消
し、自力で生活しやすくするために、
用具を給付する事業です。
　４月から、情報・通信支援用具（重
度の視覚障害、上肢障害の人が、パソ
コンを使うのに必要な、周辺機器と音
訳ソフト、入力支援ソフトなど）を追
加します。給付する際、原則として１
割の自己負担があります。
※パソコン本体は対象外。
■対 視覚障害２級以上または上肢障害２
級以上の身体障害者（児）

■申 ４月１日昭から、身体障害者手帳・
認め印・見積書・カタログのコピー
を持って障害福祉課（緯〈７１〉２２２５）へ

日常生活用具給付事業に
新しい給付品目を追加

　市保健センターでは、毎月平日の指
定日と、５月・７月・９月・１１月の各
月１回掌に人間ドックを実施します。
随時受け付けしていますので、年に一
度の健診として、ぜひ利用してくださ
い。
■場 ■問 市保健センター（緯〈７６〉１１３３）

平成２２年度市保健センター
人間ドックを受け付け

広報あんじょう　2010.3.15蛾

　国民保護計画とは、外国からの武力
攻撃や大規模テロなどが発生した場合、
住民の避難や救援、被害の最小化など
の措置をとるための計画です。
■内 変更点獅安否情報を県に伝達する手
段の追加など

■問 防災課（緯〈７１〉２２２０）

安城市国民保護計画の変更

　クーポン券の使用期限は３月３１日昌

までです。まだ受診していない人は、
受診してください。
■問 市保健センター（緯〈７６〉１１３３）

子宮頸がん・乳がん検診無
料クーポン券で受診を


