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■申 ３月５日松午前９時３０分から同クラ
ブハウスへ

■他 入園料別途（写真講座を除く）
■場 ■問 同クラブハウス（緯〈９２〉７１１２）
マイ写真集を作っちゃおう「命溢れる
歓（よろこ）びの写真集」
■時 ４月６日昌・２０日昌、５月１１日昌・
２５日昌、６月８日昌・２２日昌午後１
時３０分（全６回）

■講 鶴田 郁  夫 氏
いく お

■定 ２０人（先着順）
■￥ ６０００円（写真集代は別途）
※期間中の入園パスポート付き。

春季やさしい写真講座　　　　　　　
■時 ４月７日昭・２１日昭、５月１２日昭・
２６日昭、６月１６日昭・３０日昭午前１０
時（全６回）

■講 細井 哲  雄 氏
てつ お

■定 ２０人（先着順）
■￥ ６０００円（テキスト代は別途）
※期間中の入園パスポート付き。

寄せ植え講座「春を楽しむコンテナ」　
■時 ４月８日晶午前１０時
■講  野  正  美  保  子 氏

の まさ み ほ こ

■定 ２０人（先着順）
■￥ ３５００円
本格そばうち講座　　　　　　　　　
■時 ４月９日松午前１０時
■講 高松 信  子 氏（蕎麦処「高松」店主）

のぶ こ

■定 ２０人（先着順）
■￥ １８００円

デンパーククラブハウスの
特別講座

■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。詳細は問い合わせて
ください。
ジェルキャンドル作り教室　　　　　
■時 ３月１９日松～２１日抄午前１０時から
■定 各１００人（当日先着順）
■￥ １２００円から

クッキーファクトリー「ミッフィー型
のクッキーをつくろう」
■時 ３月１９日松～２１日抄午前１０時から
■￥ ７００円から
■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１９日松～２１日抄・２６日松・２７日
掌午後１時・
２時３０分

■定 各３６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
ガラス細工教室～作ろうとんぼ玉～　
■時 ３月２６日松・２７日掌午後１時から
■定 各５０人（先着順）
■￥ １０００円から
■申 当日午前９時３０分から同クラブハウ
スへ

フォトスポット撮影ツアー　　　　　
■時 ３月２６日松午後１時３０分から
■定 ３０人（先着順）
■￥ １３００円
■申 当日午前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
体験教室

■時 ３月１７日昭午後２時～３時
■場 衣浦東部保健所（刈谷市）
■内 気になるこどもの身長について～低
身長の発見と治療～

■講  兼  子  哲  一 氏（兼子こどもクリニック
かね こ てつ いち

医師）
■定 ４０人（先着順）
■申 ３月４日晶～１１日晶午前９時～午後
５時（松掌を除く）に衣浦東部保健所
健康支援課（緯〈２１〉４７７８）へ

療育相談指導事業講演会

■時 ３月２７日掌午後３時１０分
■内 弦楽四重奏の美しい生演奏を織り交
ぜ、春にちなんだ星に関する話

■講 浅田 英  夫 氏（天文研究家）、安城プラ
ひで お

ネの仲間たち
■定 １５０人（先着順）
■￥ ５０円（中学生以下は無料）
■申 ３月５日松午前９時から整理券を文
化センターで配布

■場 ■問 文化センター（緯〈７６〉１５１５）

■場 ■問 デンパーク（緯〈９２〉７１１１）
■￥ 入園料
創作帯結び木村会展　花を結ぶ　　　
■時 ３月９日昌～１４日捷午前９時３０分～
午後５時

■内 きものの帯で作る華麗な花結び展示
■他 １２日松・１３日掌午後２時から、きも
のショーを開催

安城サルビア会押し花展　　　　　　
■時 ３月１６日昌～２８日捷午前９時３０分～
午後５時（昇を除く）

■内 デンパーク花の講座講師の長谷川は
る子氏と、安城サルビア会会員の作
品約９０点を展示

■他 期間中の松掌

抄午前１０時～
午後３時３０分
に、押し花の
体験会を開催
費用獅５００円
から

デンパーク展示会

プラネタリウムスペシャル春

■時 ３月１２日松・１３日掌午前９時～午後
５時（１３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
身体障害者福
祉協会による
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
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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。

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

シルバー健康体操サークル♪　　　　
■時 ４月７日昭～６月３０日昭の毎週昭午
後１時３０分～３時（５月５日を除く
全１２回）

■内 簡単なリズム体操と筋力トレーニン
グ

■対 ６０歳以上の人
■定 １５人（先着順）
■￥ ３５００円
■持 運動に適した服装・室内シューズ・
タオル・ペットボトル
アクアビクススクール　　　　　　　
■時 ４月７日昭～６月３０日昭の毎週昭午
後１時～２時（５月５日を除く全１２
回）

■対 １８歳以上の人
■定 ３０人（先着順）
■￥ ５４００円
■持 水着・水泳帽子

■場 ■問 市スポーツセンター（緯〈７５〉３５４５）
■￥ 施設利用料
■申 ３月６日掌～開催日前日の午前９時
～午後８時（休館日を除く）に同セン
ターへ
健康の基！になる教室　　　　　　　
■時 ４月６日昌・１３日昌・２０日昌・２７日
昌午後１時３０分～２時３０分（全４回）

■内 筋力トレーニングや有酸素運動で健
康の基礎づくり

■対 １８歳以上の人
■定 １０人（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
アクアビクス体験会　　　　　　　　
■時 ４月６日昌・１３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
水中ウオーキング体験会　　　　　　
■時 ４月８日晶・１５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１０日掌・１７日掌午前１１時～正午
（全２回）
■内 基礎から始める水泳教室
■対 １８歳以上の人
■定 １５人（先着順）
■持 水着・水泳帽子
ジュニアスイミング（レベルアップ編）
■時 ４月２４日掌午前１１時～正午
■対 小学４～６年生
■定 １５人（先着順）
■持 水着・水泳帽子

市スポーツセンターの教室

■時 ３月１３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〈９
８９２〉２９３３）

今月の再生家具入札販売

　広報あんじょうでは、夢に向か
って頑張っている人の情報を募集
しています。
　自薦・他薦問いませんので、ぜ
ひ応募してください。
■問 秘書課広報広聴係（緯〈７１〉２２０２）

市スポーツセンターの講座

■問 安城消防署予防係（緯〈７５〉２４６０）
危険物取扱者試験　　　　　　　　　
■時 ４月２４日掌、５月１日掌のいずれか
１日

■場 名古屋市内
■内 試験種類獅乙種全類、丙種
■申 ３月１４日捷～２４日昭に電子申請か郵
送、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

　※電子申請は、衣浦東部広域連合消
防局ウェブサイトからできます。願
書は、２月２８日捷から各消防署所で
配布。
乙種第４類予備講習会　　　　　　　
■時 ４月１３日昌

■場 碧南市文化会館
■定 １５０人（先着順）
■￥ 受講料４０００円、テキスト代４０００円
■申 ２月２８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 ４月１６日松～７月９日松の毎週松

（５月１４日を除く全１２回）　①獅午前
１０時～１１時、②獅午前１１時～正午

■場 市スポーツセンター
■内 水慣れから教えます
■対 ①獅４～６歳の子とその保護者、
②獅小学１～３年生とその保護者

■定 各１５組（定員を超えた場合は抽せん）
■￥ 各７０００円
■持 水着・水泳帽子
■申 ３月６日掌～４月２日松午前９時～
午後８時（休館日を除く）に直接市ス
ポーツセンター（緯〈７５〉３５４５）へ
※電話申し込み不可。

キッズ水泳スクール



■時 ３月２０日掌午前１０時、午後２時
■内 出演獅藤純子ほか
■場 ■問 歴史博物館（緯〈７７〉６６５５）

映画会
「緋牡丹博徒　お竜参上」

■問 堀内公園（緯〈９９〉５９４７）
お得な回数券の限定販売　　　　　　
■時 ３月１日昇～３１日昭午前９時～午後
４時（７日捷・１４日捷・２２日昇・２３
日昌・２８日捷を除く）

■場 同園管理事務所
■内 １０００円分の回数券を購入した人に招
待券を２枚進呈
作って遊ぼう！「簡単な工作」　　　　
■時 ３月６日掌午前１０時～午後３時
■場 展示棟
■定 １００人（当日先着順）
ホワイトデー企画「女性無料開放」　　
■内 ■時 女性限定で次の遊具を無料開放　
３月１１日晶獅サイクルモノレール、
１２日松獅汽車、１３日掌獅観覧車
　※小学生未満の人は、１８歳以上の保
護者の付き添いが必要。
わたがしプレゼント　　　　　　　　
■時 ３月１２日松午前１０時～午後３時（雨
天の場合は１３日掌に順延）

■対 無料開放遊具以外の有料遊具を２つ
以上利用した人

■定 ３００人（当日先着順）
フワフワ遊具で遊ぼう　　　　　　　
■時 ３月１９日松～２１日抄午前１０時～午後
３時（雨天中止）

■対 有料遊具を２つ以上利用した小学生
以下の人

堀内公園の催し

定員対　象と　き講座名

２０組幼児とその親
（２人１組）

４月３日掌～６月５日掌の毎週掌午後１時
～１時５０分（全１０回）親子水泳

３０人幼児
（４歳以上）

４月６日昌～６月１５日昌の毎週昌午後４時
～４時５０分（５月４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３日掌～６月５日掌の毎週掌午後２時
～２時５０分（全１０回）掌

児童
スイミング ４月１日晶～６月１７日晶の毎週晶午後４時

～４時５０分（４月２９日抄、５月６日晶を除く
全１０回）

晶

各３０人１８歳以上の
女性

４月５日昇～６月１４日昇の毎週昇午後１時
～１時５０分（５月３日抄を除く。全１０回）昇

ゆったり
スイム ４月７日昭～６月１６日昭の毎週昭午後１時

～１時５０分（５月５日抄を除く。全１０回）昭

４月５日昇～６月１４日昇の毎週昇午前１１時
～１１時５０分（５月３日抄を除く。全１０回）アクアビクス

■時 ■内 ■対 ■定 下表のとおり
　※マーメイドパレスの教室受講歴のない人を優
先。定員を超えた場合は、３月１５日昇に公開代
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６日掌～１３日掌午前１０時～午後７時３０分
（７日を除く）に直接マーメイドパレスへ
※電話申し込み不可。

■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 ３月１２日松午後２時
■場 文化センター
■内 交通安全市民運動活動方針の発表と
県警交通安全教育チーム「あゆみ」に
よる交通安全寸劇

■他 参加者に交通安全啓発品を進呈
■問 市民安全課（緯〈７１〉２２１９）

交通安全市民大会

■￥ 施設使用料
■場 ■問 マーメイドパレス（緯〈９２〉７３５１）
造波プールでＢＩＮＧＯ大会　　　　
■時 ３月１３日掌午後２時
　※ビンゴカードの配布は午後１時４５
分から。

■対 当日のプール利用者
■定 １００人（先着順）
水中講座プログラム　　　　　　　　
■時 ３月１６日昌午前１１時～正午
■内 ■定 アクアビクス獅４０人、初級水泳
「クロールから始めましょう」獅２０人
　※いずれも先着順。
■対 １８歳以上の人
■他 託児あり（生後６か月～未就園児、
先着１０人）

■申 ３月８日昇午前１０時からマーメイド
パレスへ

マーメイドパレスの催し・
講座

■時 ３月１９日松

午前１１時、
午後２時

■内 黒野 宏  通 氏
ひろ みち

によるオカ
リナ演奏

■￥ 入苑料１００
円（中学生
以下は無料）

■場 ■問 丈山苑（緯〈９２〉７７８０）

オカリナコンサート

■時 ３月２６日松午前９時（商品がなくな
り次第終了）

碧海信用金庫本店前会場（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）
クリエーションプラザ会場（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）

交流広場会場（御幸本町）　　　　　　
■内 地元産野菜や米粉パンなどの販売
■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
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■問 行政課（緯〈７１〉２２０８）
自衛隊幹部候補生　　　　　　　　　
■時 １次試験獅５月１４日松　２次試験獅

６月１４日昇～１６日昭

■対 大学卒業または３月に卒業見込みの
２１～２５歳の人

■申 ５月６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
一般曹候補生　　　　　　　　　　　
■時 １次試験獅５月２１日松　２次試験獅

６月２２日昌～２７日捷のうち１日
■対 １８～２６歳の人
■申 ５月６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
予備自衛官補　　　　　　　　　　　
■時 ４月１５日晶～１８日捷のうち１日
■対 一般獅１８～３３歳の人（今年３月高校
卒業見込み者を除く）　技能獅１８歳
以上で所定の国家資格・免許などを
有する人

■申 ４月６日昌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

　スポーツ振興計画は、市のスポーツ
振興を体系的・計画的に進めるための
計画です。
■内 スポーツ振興計画の進ちょく状況の
把握や評価をし、生涯スポーツ振興
施策への提言をする　任期獅２年　
活動回数獅年２回程度

■対 ４月１日晶現在、市内在住・在勤・
在学の２０歳以上で、スポーツの経験・
知識を有する人　

■定 ３人以内
■申 ３月２２日昇までの午前８時３０分～午
後５時１５分（休館日を除く）に、所定
の応募用紙と、「 私 とスポーツ」と題

わたし

した８００字程度の作文を持参か郵送
で市体育館（〒４４６－００６１新田町新定
山４１－８／緯〈７５〉３５３５）へ

スポーツ振興審議会委員

■時 ３月１５日昇午後２時～３時３０分
■場 衣浦東部保健所（刈谷市）
■内 ひきこもりからの回復者による講話
「当事者の体験談」
■対 ひきこもり状態にある人の家族
■定 ４０人（先着順）
■申 ３月４日晶～１４日捷午前９時～午後
５時（松掌を除く）に衣浦東部保健所
健康支援課（緯〈２１〉４７７８）へ

ひきこもり家族教室

　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、右の「安城

市放置自転車リサイクル事業取り扱
い店」で販売します。
■時 ３月２０日掌から
　※各店１・２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

■問 衣浦東部広域連合消防局消防課（緯

〈６３〉０１３５）
小児・乳児応急手当講習会　　　　　
■時 ３月１２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、

そ せい

のどに異物が詰まった時の処置
■定 ２０人（先着順）
■申 ３月５日松午前９時から同署（緯〈４１〉
２６２５）へ
普通救命講習会Ⅰ　　　　　　　　　
■時 ３月１３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、
胸骨圧迫）、ＡＥＤの使用法、止血法

■定 ２０人（先着順）
■申 ３月５日松午前９時から同署（緯〈７５〉
２４９４）へ

救命講習会

■定 各１人
■他 面接時に写真付きの履歴書を持参し
てください

■申 電話でデンパーク（緯〈９２〉７１１１）へ
植栽スタッフ（植栽管理など）　　　　
■内 勤務日時獅松掌抄を含む午後１時～
５時　時給獅７８０円から（松掌抄の時
給は１００円増）、通勤割増１日２００円　
休日獅要相談

■対 １８～６０歳くらいの人（高校生不可）

イベント企画運営補助スタッフ　　　
■内 勤務日時獅松掌抄を含む午前９時～
午後５時のうち４、５時間　時給獅

７８０円から（松掌抄の時給は１００円増）、
通勤割増１日２００円　休日獅要相談

■対 １８～５０歳くらいの人（高校生不可）

デンパークの
パート・アルバイト



■内 利用可能な施設・時間諮小学校の体
育館・運動場獅松掌抄、休校日の昼
間　中学校の体育館・運動場獅平日
の夜間、松掌抄、休校日　市内の県
立学校の運動場獅松掌抄の昼間
※安城北中学校の運動場は利用不可。

■対 市内在住・在勤の１０人以上の団体
　※小学校の利用は、学区内在住・在
勤の人に限る。

■申 ４月２８日昭までに、小・中学校は利
用したい学校内の施設開放運営委員
会へ、県立学校は市体育館へ
※小・中学校は松掌抄を除く。市体
育館は３月２１日以外の捷を除く。

■問 市体育館（緯〈７５〉３５３５）
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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。

　年度末は、医療機関が混み合うこと
が予想されます。期限を過ぎると、検
診票やクーポン券は使用できなくなり
ますので、注意してください。
■時 健診期限獅３月３１日昭

■内 ■対 特定健康診査獅安城市国民健康保
険加入の４０歳以上の人　後期高齢者
健康診査獅後期高齢者医療保険加入
の人　歯周疾患検診獅平成２２年度に
４０・４５・５０・５５・６０・６５・７０歳にな
る人　子宮頸がん検診無料クーポン
券獅平成２１年度に２０・２５・３０・３５・
４０歳になった人　乳がん検診無料ク
ーポン券獅平成２１年度に４０・４５・５０・
５５・６０・６５歳になった人

■問 市保健センター（緯〈７６〉１１３３）

今年度の健診は
受けましたか？

　平成２２年度中に購入した自転車の補
助金申請は、３月３１日昭までです。補
助金の交付を希望する人は、忘れずに
申請してください。
※自転車購入費補助金の詳細は、本紙
昨年４月１日号に掲載しています。

■問 都市計画課（緯〈７１〉２２４３）
自転車安全利用講習会　　　　　　　
■時 ３月１９日松午前１０時～１１時３０分
■申 ３月１６日昌までの午前８時３０分～午
後５時１５分（松掌抄を除く）に都市計
画課へ

自転車購入費補助制度

～支え合う　温かい手が　すぐ 側 に～
そば

　自殺の原因に、うつ病が潜んでいる
場合があります。「眠れない」「食欲がな
い」「だるくて意欲がわかない」といっ
た症状が２週間以上続く場合は、要注
意です。このような症状が出る前に、
相談しましょう。
※市公式ウェブサイトでは、相談窓口
を掲載（サイト内検索で「こころの相
談窓口」と検索）しています。

■問 市保健センター（緯〈７６〉１１３３）

３月は「自殺対策強化月間」

■内 国民健康保険高齢受給者証（白色）を
３月下旬に世帯主あてに送付
　※期限を過ぎた高齢受給者証は、各
自で処分してください。　

■対 ①国民健康保険に加入し、有効期限
が平成２３年３月３１日昭の高齢受給者
証を持っている人　
　②国民健康保険に加入し、昭和１６年
３月２日～同年４月１日生まれの人

■他 高齢受給者証は、７０歳になる誕生日
の属する月の翌月（誕生日が１日の
人はその月）から対象

■問 国保年金課（緯〈７１〉２２３０）

国民健康保険高齢受給者証
を送付

■内 市公式ウェブサイト内で、用途地域
などの都市計画情報の照会、都市計
画基本図（白図）の印刷ができるよう
になりました
※トップページのオンラインサービ
スを参照。

■問 都市計画課（緯〈７１〉２２４３）

都市計画情報サービスの
運用を開始しました

学校施設利用団体の
登録受け付け

　県に提出された大規模小売店舗立地
法に係る届出書を縦覧します。
■時 ５月１８日昌まで
■場 県商業流通課、市商工課
■内 大規模小売店舗において小売業を行
う者の氏名・名称・住所・法人にあ
っては代表者の氏名　
　店舗名称獅ザ・モール安城（大東町）
■問 県商業流通課（緯０５２〈９５４〉６３３８）、市
商工課（緯〈７１〉２２３５）

大規模小売店舗立地法に
係る届出書の縦覧

　予防接種は済んでいますか？
　本紙毎月１５日号の健康ガイドで、対
象者などを掲載しているので、確認し
てください。
麻しん風しん混合予防接種　　　　　
　期限を過ぎると、有料の任意接種に
なります。期限までに接種してくださ
い。
■時 接種期限獅３月３１日昭

■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日昇～７日捷

子ども予防接種週間

　「交通事故、詐欺などの犯罪被害に
あい、警察や検察庁に訴えたが、検察
官が起訴してくれないので、納得でき
ない。」という人は、岡崎検察審査会に
相談してください。費用は無料で、秘
密は固く守ります。
※事務局では、検察審査会制度をドラ
マ形式で紹介したＤＶＤを貸し出し
ています。

■問 岡崎検察審査会事務局（緯０５６４〈５１〉
５７９３）、市行政課（緯〈７１〉２２０８）

ご存じですか！検察審査会
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