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陰～吋共通事項
■場環境学習センターエコきち（大山町
秋葉公園内）

■申２月１８日掌から各講座開催日３日前
（昌の場合はその前日）までの午前９
時～午後９時（昌を除く）に、講座名・
住所・氏名・年齢・電話番号・参加
人数を、直接か電話・ファクスで環
境学習センターエコきち（☎・胃〈７６〉
７１４８）へ

陰春のスノードーム
春をイメージしたスノードームを作
ろう。
■時３月３日松午前１０時～１１時３０分
■講本間嘉彰氏
■対４歳以上の子と保護者
■定１０組（先着順）
■￥４００円
■持空き瓶（佃煮、ジャム等）
隠ネームプレートづくり
間伐材で自分だけのネームプレート
を作ろう。
■時３月４日掌・１１日掌午前１０時～１１時
３０分
■対４歳以上の子と保護者
■定各１０組（先着順）
■￥２００円

韻バスで行く自然めぐり～デンソー高
棚製作所のビオトープ見学
㈱デンソー高棚製作所のビオトープ
と資源ステーション、排水処理場を見
学し、環境を守る取組について学ぼう。
■時３月８日昭午前９時～正午
■場集合場所施秋葉公園駐車場
■対１８歳以上
■定１５人（先着順）
■￥３００円（保険料）
■持筆記用具
吋エコきちで出前プラネタリウム
星座早見盤を作り、ドーム型のプラ
ネタリウムで星を観察しよう。
■時３月１０日松午後１時３０分～４時
■講アイ・プラネッツ
■対小学生以上の子と保護者
■定１５組（先着順）
■￥３００円

環境学習センター
エコきちの講座

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
６日昇・１３日昇・２０日昇・２３日晶・
２７日昇

理美容店、エステ・ネイル・リラク
ゼーションサロン、整体院等の、売上
を伸ばしたい事業者を対象とした繁盛
サロンのつくり方セミナー。
■時３月１９日捷午後１時３０分～４時３０分
■場アンフォーレ
■講迫田恵子氏（理美容サ

さこ だ

ロンプランナーK）
■定４０人（先着順）
■申３月１７日松午後５時ま
でに、申込書をファク
スで安城ビジネスコンシェルジュ
（胃〈９３〉３３４２）へ
※安城ビジネスコンシェルジュHP
からも申込可。
※申込書は安城ビジネスコンシェル
ジュ（アンフォーレ内）・同HP・商工
課窓口で配布。

■問安城ビジネスコンシェルジュ（緯〈９３〉
３３４１）

認知症を理解し、認知症の人や家族
を温かく見守り、支援する方法を学ぶ
講座です。
日本の認知症高齢者の数は２０２５年に
は約７００万人、６５歳以上の高齢者の約
５人に１人に達することが見込まれて
います。認知症は、状況を理解するこ
と、手際よく行動すること等が難しく
なり、困っていても言葉で伝えること
が難しくなってきます。しかし、周り
の配慮があれば、認知症の人は家族や
地域の人とともに幸せに過ごしていけ
ます。
劇団サルビー見
守り隊の寸劇をま
じえた本講座で認
知症について理解
を深め、地域や家
庭での支援のヒン
トを得ませんか。
■時■講陰３月９日晶午後６時３０分～８時
／増井武氏 隠１０日松午前９時３０分
～１１時／小芦みどり氏

こ あし

※いずれも講師は安城市キャラバン
メイト。陰隠は同内容。
■場市民会館
■定各５０人（先着順）
■他受講者にはオレンジ
リングを進呈
■申３月９日晶までの午
前８時３０分～午後５時１５分に、直接
か電話で高齢福祉課（☎〈７１〉２２６４）へ

認知症サポーター養成講座

■意外と楽しい！？お手玉であそ
ぼう
日本の伝統的なあそび「お手玉」の
体験をしましょう。単純で親しみや
すくて、大盛り上がり間違いなしで
す。
■時２月２４日松午後３時～４時
■対小学生対象ですが、どなたでもご
参加ください

１日昭
午前１０時３０分

おはなしゆりかご
（０～２歳）

２日晶
午前１０時３０分

おはなしポッケ
（０～２歳）

３日松
午後３時

おはなしレストラン
（小学生以上）

４日掌・１１日掌・
１８日掌・２５日掌
午後４時

にちようびのおはな
しかい（小学生）

９日晶
午前１０時３０分

絵本好き集まれ！お
すすめ絵本紹介

１０日松
午後２時

おはなしどんどん
（３歳～小学３年生）

１２日捷・２６日捷
午前１０時３０分

えほんとわらべうた
の会（０～２歳）

１４日昌
午前１０時３０分

おはなしたまてばこ
（１～５歳）

１５日昭
午前１０時３０分

いないいないばあ
（１～５歳）

１７日松・２４日松・
３１日松午後２時

南吉朗読ででむし会
（小学生以上）

１８日掌
午前１１時

大人のための絵本朗
読会（一般）

１８日掌
午後２時

かみしばいの会
（３歳～小学３年生）

１９日捷
午前１０時３０分

えほんのとびら
（０～２歳）

２８日昌
午前１０時３０分

おはなしまあだ
（１～５歳）

２９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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■場■問堀内公園（緯〈９９〉５９４７）
お話し会（エプロンシアター）
お話し会「おおかみ少年」と、駄菓子

がもらえるお楽しみ抽選会。
■時２月２８日昌午後１時３０分
■対未就学児と保護者
■定２０組（当日先着順）
期間限定「回数券限定販売」
■時３月１日昭～３１日松（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
ビンゴ大会
有料遊具利用券が当たるビンゴ大会。
■時３月３日松・４日掌午後２時３０分
※雨天中止。
■対小学生
■定各５０人（当日先着順）
ホワイトデー企画「キャンディープレ
ゼント」
有料遊具を利用の小学生以下の子に
キャンディーをプレゼント。
■時３月１０日松午前９時
※雨天の場合は１１日掌に順延。
■定各遊具３０人（当日先着順）
春休み企画「赤ちゃんハイハイレース」
■時３月１７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１８日掌に順延。
■対未歩行の赤ちゃんと保護者
■定４０人（当日先着順）
■他参加者に有料遊具利用券を進呈

堀内公園の催しこんにゃくを作り、できたてを味わ
います。持ち帰り用あり。
■時３月１０日松午前９時～正午
■場市民交流センター
■対４歳以上
■定３０人（定員を超えた場合は抽選。抽
選時は前回参加していない人を優先）
■￥１人３００円
■持エプロン、三角巾、手ふき、長袖服
■他３月２日晶頃参加の可否通知を発送
■申２月２８日昌までの午前８時３０分～午
後５時１５分（松掌を除く）に直接か電
話、又は件名に「こんにゃく作り講
座」と明記し、代表者の住所・氏名・
電話番号、参加人数を郵送（必着）か
ファクス・Ｅメールで農務課（〒４４６
−８５０１住所不要／緯〈７１〉
２２３３／胃〈７６〉１１１２／no
mu@city.anjo.lg.jp）へ。
右QRコードからも可

■問内容の問合せはグリーンそう・古居
敬子さん（緯０８０〈５２９５〉７７８２）へ

こんにゃく作り講座

■時２月２４日松午後７時３０分～８時３５分
■場安城商工会議所（桜町）
■内「熱あるものから学ぶ～次代が紡ぐ
技術と未来」田村丈雅氏・田村有紀

たけ まさ ゆう き

氏（田村七宝工芸四代目・五代目）

■定１００人（先着順）
■申午前８時３０分～午後５時３０分（松掌

を除く）に電話、又は講演会名・氏
名・電話番号をファクスで安城商工
会議所（緯〈７６〉５１７５／胃〈７６〉４３２２）へ
■問市商工課（緯〈７１〉２２３５）

安城商工会議所青年部講演会昭林モーニングコンサート
■時３月７日昌午前１０時３０分～１１時４５分
■場昭林公民館
■内出演施前嶋郁子（声楽）、田中こず恵
（三味線）、森藤さちよ（ピアノ）、榊原
裕美（電子オルガン） 演奏曲施カプ
ースチンのバガテル、プロコフィエ
フのトッカータ、花の街 他
■定１５９人（要整理券）
■他未就学児の入場不可
※託児あり（１人３００円・先着５人）。

■申２月２１日昌午前９時から昭林公民館
（緯〈７７〉６６８８）で整理券を配布。託児
希望者は２月２８日昌までに申し込ん
でください

第６回起業セミナー「企業法務のプ
ロが教える会社法を活用した資金調達
の方法」。今後のために知っておきたい
という人もぜひご参加ください。
■時３月１６日晶午後２時～３時
■場KEYPORT（JR安城駅１階）

キーポート

■講松井秀也氏（司法書士法人名南経営）
■対起業を目指している人、起業家、新
規事業立ち上げを考えている人等

■定１０人程度（先着順）
■申３月１５日昭までの午前９時～午後１０
時に直接か電話、又はセミナー名・氏
名・電話番号をEメールでKEYPORT
（緯〈７７〉６３１３／info@keyport.jp）へ

企業法務のプロが教える
資金調達方法セミナー

陰～吋共通事項
■場■問デンパーククラブハウス（緯〈９２〉
７１１２）
■¥入園料別途
■他都合により変更する場合有
■申２月２１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へ

陰ペーパークイリング講座
■時３月９日晶午後１時３０分～３時３０分、
１４日昌午前１０時～午後０時３０分
■講磯貝裕子氏
■定各１５人（先着順）
■¥１０００円（材料費別途）
■申申込期限獅各回１週間前
隠もったいナイスな料理教室
■時３月１６日晶午前１０時～午後０時３０分
■内テーマ獅デトックスイタリアン メ
ニュー獅アクアパッツァ、ザワーク
ラウトのブルスケッタ、マリネサラ
ダ、青汁豆乳のパンナコッタ風
■講永井恵氏
■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９日晶

韻陶芸講座
ひもづくりのフリーカップを制作。
■時３月１６日晶午後１
時３０分～３時３０分
■講毛利記代子氏
■定２０人（先着順）
■¥４０００円（材料費込）
■申申込期限獅３月９日晶

吋日曜写真講座はじめの一歩
今さら聞けないアレコレを学びます。
■時３月１８日掌午後１時３０分～３時３０分
■講鶴田郁夫氏
■定２０人（先着順）
■¥１５００円
■持カメラ
■申申込期限獅３月１１日掌

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
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えほんとわらべうた
の会（０～２歳）

１４日昌
午前１０時３０分

おはなしたまてばこ
（１～５歳）

１５日昭
午前１０時３０分

いないいないばあ
（１～５歳）

１７日松・２４日松・
３１日松午後２時

南吉朗読ででむし会
（小学生以上）

１８日掌
午前１１時

大人のための絵本朗
読会（一般）

１８日掌
午後２時

かみしばいの会
（３歳～小学３年生）

１９日捷
午前１０時３０分

えほんのとびら
（０～２歳）

２８日昌
午前１０時３０分

おはなしまあだ
（１～５歳）

２９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。

小さな繁盛サロンの作り方
セミナー
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■場■問堀内公園（緯〈９９〉５９４７）
お話し会（エプロンシアター）
お話し会「おおかみ少年」と、駄菓子

がもらえるお楽しみ抽選会。
■時２月２８日昌午後１時３０分
■対未就学児と保護者
■定２０組（当日先着順）
期間限定「回数券限定販売」
■時３月１日昭～３１日松（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
ビンゴ大会
有料遊具利用券が当たるビンゴ大会。
■時３月３日松・４日掌午後２時３０分
※雨天中止。
■対小学生
■定各５０人（当日先着順）
ホワイトデー企画「キャンディープレ
ゼント」
有料遊具を利用の小学生以下の子に
キャンディーをプレゼント。
■時３月１０日松午前９時
※雨天の場合は１１日掌に順延。
■定各遊具３０人（当日先着順）
春休み企画「赤ちゃんハイハイレース」
■時３月１７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１８日掌に順延。
■対未歩行の赤ちゃんと保護者
■定４０人（当日先着順）
■他参加者に有料遊具利用券を進呈

堀内公園の催しこんにゃくを作り、できたてを味わ
います。持ち帰り用あり。
■時３月１０日松午前９時～正午
■場市民交流センター
■対４歳以上
■定３０人（定員を超えた場合は抽選。抽
選時は前回参加していない人を優先）

■￥１人３００円
■持エプロン、三角巾、手ふき、長袖服
■他３月２日晶頃参加の可否通知を発送
■申２月２８日昌までの午前８時３０分～午
後５時１５分（松掌を除く）に直接か電
話、又は件名に「こんにゃく作り講
座」と明記し、代表者の住所・氏名・
電話番号、参加人数を郵送（必着）か
ファクス・Ｅメールで農務課（〒４４６
−８５０１住所不要／緯〈７１〉
２２３３／胃〈７６〉１１１２／no
mu@city.anjo.lg.jp）へ。
右QRコードからも可

■問内容の問合せはグリーンそう・古居
敬子さん（緯０８０〈５２９５〉７７８２）へ

こんにゃく作り講座

■時２月２４日松午後７時３０分～８時３５分
■場安城商工会議所（桜町）
■内「熱あるものから学ぶ～次代が紡ぐ
技術と未来」田村丈雅氏・田村有紀

たけ まさ ゆう き

氏（田村七宝工芸四代目・五代目）

■定１００人（先着順）
■申午前８時３０分～午後５時３０分（松掌

を除く）に電話、又は講演会名・氏
名・電話番号をファクスで安城商工
会議所（緯〈７６〉５１７５／胃〈７６〉４３２２）へ
■問市商工課（緯〈７１〉２２３５）

安城商工会議所青年部講演会昭林モーニングコンサート
■時３月７日昌午前１０時３０分～１１時４５分
■場昭林公民館
■内出演施前嶋郁子（声楽）、田中こず恵
（三味線）、森藤さちよ（ピアノ）、榊原
裕美（電子オルガン） 演奏曲施カプ
ースチンのバガテル、プロコフィエ
フのトッカータ、花の街 他
■定１５９人（要整理券）
■他未就学児の入場不可
※託児あり（１人３００円・先着５人）。

■申２月２１日昌午前９時から昭林公民館
（緯〈７７〉６６８８）で整理券を配布。託児
希望者は２月２８日昌までに申し込ん
でください

第６回起業セミナー「企業法務のプ
ロが教える会社法を活用した資金調達
の方法」。今後のために知っておきたい
という人もぜひご参加ください。
■時３月１６日晶午後２時～３時
■場KEYPORT（JR安城駅１階）

キーポート

■講松井秀也氏（司法書士法人名南経営）
■対起業を目指している人、起業家、新
規事業立ち上げを考えている人等

■定１０人程度（先着順）
■申３月１５日昭までの午前９時～午後１０
時に直接か電話、又はセミナー名・氏
名・電話番号をEメールでKEYPORT
（緯〈７７〉６３１３／info@keyport.jp）へ

企業法務のプロが教える
資金調達方法セミナー

陰～吋共通事項
■場■問デンパーククラブハウス（緯〈９２〉
７１１２）
■¥入園料別途
■他都合により変更する場合有
■申２月２１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へ

陰ペーパークイリング講座
■時３月９日晶午後１時３０分～３時３０分、
１４日昌午前１０時～午後０時３０分
■講磯貝裕子氏
■定各１５人（先着順）
■¥１０００円（材料費別途）
■申申込期限獅各回１週間前
隠もったいナイスな料理教室
■時３月１６日晶午前１０時～午後０時３０分
■内テーマ獅デトックスイタリアン メ
ニュー獅アクアパッツァ、ザワーク
ラウトのブルスケッタ、マリネサラ
ダ、青汁豆乳のパンナコッタ風

■講永井恵氏
■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９日晶

韻陶芸講座
ひもづくりのフリーカップを制作。

■時３月１６日晶午後１
時３０分～３時３０分

■講毛利記代子氏
■定２０人（先着順）
■¥４０００円（材料費込）
■申申込期限獅３月９日晶

吋日曜写真講座はじめの一歩
今さら聞けないアレコレを学びます。
■時３月１８日掌午後１時３０分～３時３０分
■講鶴田郁夫氏
■定２０人（先着順）
■¥１５００円
■持カメラ
■申申込期限獅３月１１日掌

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
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■場■問マーメイドパレス（緯〈９２〉７３５１）
春のトレーニングスタートキャンペーン
期間中、トレーニングルーム初回講
習会に参加した人（高校生以上）に、特
製タオルを進呈します。
■時３月１日昭～３１日松

女性のためのお手軽エクササイズ
椅子に座ったままできるエクササイ
ズを健康運動指導士が指導します。
■時３月２日晶午前１０時３０分～１１時３０分
■対運動を始めたい中高年の女性
■定８人（先着順）
■￥５００円（施設使用料込）
■申２月２０日昇午前１０時から、電話でマ
ーメイドパレスへ

女性のためのマットエクササイズ
マットの上で行うストレッチや全身
運動を健康運動指導士が指導します。
■時３月９日晶午前１０時３０分～１１時３０分
■対運動を始めたい中高年の女性
■定８人（先着順）
■￥５００円（施設使用料込）
■持ヨガマット又は厚手のバスタオル
■申２月２０日昇午前１０時から、電話でマ
ーメイドパレスへ

目指せ美☆ボディ！骨盤エクササイズ
■時陰中級編獅３月１５日昭 隠初級編獅

３月２３日晶 午前１０時３０分～正午
■内スタイルや姿勢を改善する骨盤体操
■講岩瀬裕子氏
■対陰初級編に参加したことがある人
隠１８歳以上の女性
■定各８人（先着順）
■￥５００円（施設使用料込）
■持ヨガマット又は厚手のバスタオル
■申陰２月２２日昭 隠２月２３日晶のいず
れも午前１０時から、電話でマーメイ
ドパレスへ

マーメイドパレスの催し

３月の土器づくり教室
■時１日昭・２日晶・６日昇～１０日松・
１３日昇～１６日晶・２０日昇～２４日松・
２７日昇～３１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）

こころの健康医師相談（予約制）
■時■場陰３月６日昇午後２時～４時／衣
浦東部保健所（刈谷市大手町） 隠３
月１６日晶午後２時～４時／安城保健
分室（横山町）
■内精神科医師による相談
■申事前に衣浦東部保健所健康支援課
（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６日昇・１３日昇午前９時～１１時
※エイズ検査は３月５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）
検便・井戸水検査等（有料）
■場■問同所試験検査課（緯〈２１〉９３５３）

■時４月１９日昭・２０日晶（乙種は１９日のみ）
■場刈谷市産業振興センター
■定各１００人（先着順）
■¥甲種獅７５００円 乙種獅６５００円
■申申込書をファクスで（一財）日本防火・
防災協会（胃０３〈３５９１〉７１３０）へ
※申込書は衣浦東部広域連合消防局、
各消防署で配布。

■他本講習会は西三河地区で毎月開催。
詳細は（一財）日本防火・防災協会H
Pで確認してください

■問（一財）日本防火・防災協会（緯０３〈３５
９１〉７１２１）

甲種（乙種）防火管理講習会

新潟県十日町で絹の手織の伝統を守
る職人の息子・海彦はある日、雪子と
いう女子高生に恋をする。出演は舟木
一夫、和泉雅子他。
■時２月２５日掌午前１０時
■定８０人（当日先着順）
■場■問歴史博物館（緯〈７７〉６６５５）

昭和の名作シネマ上映会
「北国の街」

■¥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）
つるし雛展
一雛会会員
いち ひな

による手工芸
作品を展示し
ます。
■時２月２８日昌

～３月４日
掌午前９時
～午後５時
（４日は午
後３時まで）
フラワーアレンジメント展
ミミスイート会
員による個性豊か
な作品を展示しま
す。
■時３月９日晶～１１
日掌午前９時～
午後５時（１１日
は午後３時まで）

丈山苑の催し

愛知教育大学造
形文化コースガラ
ス研究室学生６名
による、ガラスの
オブジェの作品展
「GlasswithIntention」。
ガラスが作り出す繊細で美しいフォ
ルムを生かした、若手作家達の感性豊
かな作品を展示します。
■時２月２７日昇～３月４日掌午前９時～
午後５時（３月４日は午後３時まで）
■場■問市民ギャラリー（緯〈７７〉６８５３）

３月の移動児童館
■対■時■場乳幼児親子

▲

７日昌・１４日昌獅

東部公民館 ９日晶・１６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）

交通安全市民大会
■時２月２５日掌午後２時１５分～４時
■場市民会館
■内アトラクション獅愛知県警察音楽隊
による演奏 式典獅交通安全功労団
体感謝状贈呈、交通指導員表彰状・
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 僕た
ち私たちの意見」発表、交通安全市
民運動活動方針発表等
※アトラクション鑑賞のみも可。

■他来場者に啓発品を進呈
■問市民安全課（緯〈７１〉２２１９）

衣浦東部保健所の相談・検査

■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。

愛知教育大ガラス研究室作品展
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１２月分／受付順／敬称略
市社会福祉協議会善意銀行／福祉基金
赤堀やす子、㈱デンソー安城製作所、
日本モウルド工業㈱、中部福祉センタ
ー利用者、古井町農用地利用改善組合、
中村富士子、総合福祉センター利用者、
鳥居弘美、㈱デンソーハートフルクラ
ブ安城自主企画、荒川昌枝、二本木公
民館利用者、寺田由美子、御菓子司北
城屋百石総本店、みかわ市民生協安城
横山店、デンパークマーケット、デン
パークふるさと館、JA産直センター
安城北部店、JA産直センター安城南
部店、でんまぁと安城西部店、北部福
祉センター利用者、福釜町内会、桜井
ロングゴルフ、JA産直センター安城
東部店、東部公民館利用者、中部公民
館利用者、ふれあいダンス、JA産直
センター安城桜井店、つる屋菓子舗、
コパン、たかたな歯科、稲穂、安城市
身体障害者福祉協会、安城市町内会長
連絡協議会、安城市民生児童委員協議
会、国際ソロプチミスト安城、安城市
福祉まつり事務局、安城市福祉まつり
実行委員会、匿名
市役所関係
JAあいち中央「こども農業体験スクー
ル“あおみっ子”」、㈱ヤマコ、㈱デンソ
ーハートフルクラブ安城自主企画、N
PO団体ZERODREAM安城支部、安
城市仏教会

福祉への善意・寄付

地区計画の決定
本紙昨年１０月１５日号でお知らせした

「西三河都市計画榎前工業団地西地区
計画」を、２月１日付けで決定しました。
位置獅安城市榎前町松原、西林、中隠
の一部
面積獅約１３．８ha
■問都市計画課（緯〈７１〉２２４３）

空き巣等の侵入盗に注意 !
愛知県は空き巣等の被害件数が１１年
連続全国ワースト１です。安城市でも
昨年約１３０件発生しており、周辺地域
で連続して狙われることもあります。
被害に遭う前に、防犯用品等を活用
して対策を講じましょう。
＜犯罪を防ぐ４原則＞
暫時間 侵入に時間がかかる補助錠等
をつけましょう

暫光 門灯やセン
サーライトによ
り玄関や庭を明
るくしましょう

暫音 庭に防犯砂
利を敷き詰める
等して侵入を周
囲にわかるよう
にしましょう

暫地域の目 近所の方と声を掛け合い
不審者が近づきにくい雰囲気を作り
ましょう

■問市民安全課（緯〈７１〉２２１９）、安城警察
署（緯〈７６〉０１１０）

毎年３月から５月にかけて、カラス
の巣作りがピークとなります。カラス
は巣作りに金属製ハンガー等を使うこ
とがあり、電柱の上に巣を作ると、漏
電やショートで、広範囲の停電を発生
させる恐れがあります。中部電力では
パトロールを強化しています。皆様も
下記についてご協力をお願いします。
暫金属製の農業用資材・ハンガー・針
金等を畑や物干し竿、ゴミ捨て場に
放置しないようお願いします

暫電柱にカラスの巣を発見したら、近
隣の中部電力まで連絡してください
■問中部電力叙刈谷営業所（緯０１２０〈９８５〉
６２０）

不審者による子どもへの声かけや後
つけ、露出・痴漢といった犯罪の被害
があとを絶たない中、子ども達が安心
して安全に学校へ通えるよう、登下校
時の付き添い・見守り活動やパトロー
ル活動等に取り組んでいるのがスクー
ルガードの皆さんです。
学校へのスクールガード登録、登下
校の時間に合わせた散歩や自宅前での
作業等、できることから積極的にご協
力ください。
■問県教育委員会保健体育スポーツ課
（緯０５２〈９５４〉６８２９）

スクールガード活動に協力を

■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

セセ
ン
サ
ー
ラ
イ

セ
ン
サ
ー
ラ
イ
トト■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日昭～４月３０日承に、小学校
施設利用希望者獅松掌抄を除く小学
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（学校内）へ
中学校・県立学校施設利用希望者獅

捷及び３月２０日昇・２１日抄を除く午前
８時３０分～午後５時１５分（４月３０日承

は受付）にスポーツ課（緯〈７５〉３５３５）へ
※スポーツ課窓口は、３月１８日掌ま
では野球場A面スタンド下、３月２２
日昭以降は体育館事務室。

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
城北中学を除く）、
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校
体育館

平成３０年度の学校施設利用
団体登録を受付

カラスの巣作りに注意！
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■場■問マーメイドパレス（緯〈９２〉７３５１）
春のトレーニングスタートキャンペーン
期間中、トレーニングルーム初回講
習会に参加した人（高校生以上）に、特
製タオルを進呈します。
■時３月１日昭～３１日松

女性のためのお手軽エクササイズ
椅子に座ったままできるエクササイ
ズを健康運動指導士が指導します。
■時３月２日晶午前１０時３０分～１１時３０分
■対運動を始めたい中高年の女性
■定８人（先着順）
■￥５００円（施設使用料込）
■申２月２０日昇午前１０時から、電話でマ
ーメイドパレスへ

女性のためのマットエクササイズ
マットの上で行うストレッチや全身
運動を健康運動指導士が指導します。
■時３月９日晶午前１０時３０分～１１時３０分
■対運動を始めたい中高年の女性
■定８人（先着順）
■￥５００円（施設使用料込）
■持ヨガマット又は厚手のバスタオル
■申２月２０日昇午前１０時から、電話でマ
ーメイドパレスへ

目指せ美☆ボディ！骨盤エクササイズ
■時陰中級編獅３月１５日昭 隠初級編獅

３月２３日晶 午前１０時３０分～正午
■内スタイルや姿勢を改善する骨盤体操
■講岩瀬裕子氏
■対陰初級編に参加したことがある人
隠１８歳以上の女性
■定各８人（先着順）
■￥５００円（施設使用料込）
■持ヨガマット又は厚手のバスタオル
■申陰２月２２日昭 隠２月２３日晶のいず
れも午前１０時から、電話でマーメイ
ドパレスへ

マーメイドパレスの催し

３月の土器づくり教室
■時１日昭・２日晶・６日昇～１０日松・
１３日昇～１６日晶・２０日昇～２４日松・
２７日昇～３１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）

こころの健康医師相談（予約制）
■時■場陰３月６日昇午後２時～４時／衣
浦東部保健所（刈谷市大手町） 隠３
月１６日晶午後２時～４時／安城保健
分室（横山町）
■内精神科医師による相談
■申事前に衣浦東部保健所健康支援課
（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６日昇・１３日昇午前９時～１１時
※エイズ検査は３月５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）
検便・井戸水検査等（有料）
■場■問同所試験検査課（緯〈２１〉９３５３）

■時４月１９日昭・２０日晶（乙種は１９日のみ）
■場刈谷市産業振興センター
■定各１００人（先着順）
■¥甲種獅７５００円 乙種獅６５００円
■申申込書をファクスで（一財）日本防火・
防災協会（胃０３〈３５９１〉７１３０）へ
※申込書は衣浦東部広域連合消防局、
各消防署で配布。

■他本講習会は西三河地区で毎月開催。
詳細は（一財）日本防火・防災協会H
Pで確認してください

■問（一財）日本防火・防災協会（緯０３〈３５
９１〉７１２１）

甲種（乙種）防火管理講習会

新潟県十日町で絹の手織の伝統を守
る職人の息子・海彦はある日、雪子と
いう女子高生に恋をする。出演は舟木
一夫、和泉雅子他。
■時２月２５日掌午前１０時
■定８０人（当日先着順）
■場■問歴史博物館（緯〈７７〉６６５５）

昭和の名作シネマ上映会
「北国の街」

■¥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）
つるし雛展
一雛会会員
いち ひな

による手工芸
作品を展示し
ます。
■時２月２８日昌

～３月４日
掌午前９時
～午後５時
（４日は午
後３時まで）
フラワーアレンジメント展
ミミスイート会
員による個性豊か
な作品を展示しま
す。
■時３月９日晶～１１
日掌午前９時～
午後５時（１１日
は午後３時まで）

丈山苑の催し

愛知教育大学造
形文化コースガラ
ス研究室学生６名
による、ガラスの
オブジェの作品展
「GlasswithIntention」。
ガラスが作り出す繊細で美しいフォ
ルムを生かした、若手作家達の感性豊
かな作品を展示します。
■時２月２７日昇～３月４日掌午前９時～
午後５時（３月４日は午後３時まで）
■場■問市民ギャラリー（緯〈７７〉６８５３）

３月の移動児童館
■対■時■場乳幼児親子

▲

７日昌・１４日昌獅

東部公民館 ９日晶・１６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）

交通安全市民大会
■時２月２５日掌午後２時１５分～４時
■場市民会館
■内アトラクション獅愛知県警察音楽隊
による演奏 式典獅交通安全功労団
体感謝状贈呈、交通指導員表彰状・
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 僕た
ち私たちの意見」発表、交通安全市
民運動活動方針発表等
※アトラクション鑑賞のみも可。

■他来場者に啓発品を進呈
■問市民安全課（緯〈７１〉２２１９）

衣浦東部保健所の相談・検査

■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。

愛知教育大ガラス研究室作品展

情
報
ボ
ッ
ク
ス
は
左
側
か
ら
お
読
み
く
だ
さ
い
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１２月分／受付順／敬称略
市社会福祉協議会善意銀行／福祉基金
赤堀やす子、㈱デンソー安城製作所、
日本モウルド工業㈱、中部福祉センタ
ー利用者、古井町農用地利用改善組合、
中村富士子、総合福祉センター利用者、
鳥居弘美、㈱デンソーハートフルクラ
ブ安城自主企画、荒川昌枝、二本木公
民館利用者、寺田由美子、御菓子司北
城屋百石総本店、みかわ市民生協安城
横山店、デンパークマーケット、デン
パークふるさと館、JA産直センター
安城北部店、JA産直センター安城南
部店、でんまぁと安城西部店、北部福
祉センター利用者、福釜町内会、桜井
ロングゴルフ、JA産直センター安城
東部店、東部公民館利用者、中部公民
館利用者、ふれあいダンス、JA産直
センター安城桜井店、つる屋菓子舗、
コパン、たかたな歯科、稲穂、安城市
身体障害者福祉協会、安城市町内会長
連絡協議会、安城市民生児童委員協議
会、国際ソロプチミスト安城、安城市
福祉まつり事務局、安城市福祉まつり
実行委員会、匿名
市役所関係
JAあいち中央「こども農業体験スクー
ル“あおみっ子”」、㈱ヤマコ、㈱デンソ
ーハートフルクラブ安城自主企画、N
PO団体ZERODREAM安城支部、安
城市仏教会

福祉への善意・寄付

地区計画の決定
本紙昨年１０月１５日号でお知らせした

「西三河都市計画榎前工業団地西地区
計画」を、２月１日付けで決定しました。
位置獅安城市榎前町松原、西林、中隠
の一部
面積獅約１３．８ha
■問都市計画課（緯〈７１〉２２４３）

空き巣等の侵入盗に注意!
愛知県は空き巣等の被害件数が１１年
連続全国ワースト１です。安城市でも
昨年約１３０件発生しており、周辺地域
で連続して狙われることもあります。
被害に遭う前に、防犯用品等を活用
して対策を講じましょう。
＜犯罪を防ぐ４原則＞
暫時間 侵入に時間がかかる補助錠等
をつけましょう

暫光 門灯やセン
サーライトによ
り玄関や庭を明
るくしましょう

暫音 庭に防犯砂
利を敷き詰める
等して侵入を周
囲にわかるよう
にしましょう

暫地域の目 近所の方と声を掛け合い
不審者が近づきにくい雰囲気を作り
ましょう

■問市民安全課（緯〈７１〉２２１９）、安城警察
署（緯〈７６〉０１１０）

毎年３月から５月にかけて、カラス
の巣作りがピークとなります。カラス
は巣作りに金属製ハンガー等を使うこ
とがあり、電柱の上に巣を作ると、漏
電やショートで、広範囲の停電を発生
させる恐れがあります。中部電力では
パトロールを強化しています。皆様も
下記についてご協力をお願いします。
暫金属製の農業用資材・ハンガー・針
金等を畑や物干し竿、ゴミ捨て場に
放置しないようお願いします

暫電柱にカラスの巣を発見したら、近
隣の中部電力まで連絡してください
■問中部電力叙刈谷営業所（緯０１２０〈９８５〉
６２０）

不審者による子どもへの声かけや後
つけ、露出・痴漢といった犯罪の被害
があとを絶たない中、子ども達が安心
して安全に学校へ通えるよう、登下校
時の付き添い・見守り活動やパトロー
ル活動等に取り組んでいるのがスクー
ルガードの皆さんです。
学校へのスクールガード登録、登下
校の時間に合わせた散歩や自宅前での
作業等、できることから積極的にご協
力ください。
■問県教育委員会保健体育スポーツ課
（緯０５２〈９５４〉６８２９）

スクールガード活動に協力を

■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
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トト■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日昭～４月３０日承に、小学校
施設利用希望者獅松掌抄を除く小学
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（学校内）へ
中学校・県立学校施設利用希望者獅

捷及び３月２０日昇・２１日抄を除く午前
８時３０分～午後５時１５分（４月３０日承

は受付）にスポーツ課（緯〈７５〉３５３５）へ
※スポーツ課窓口は、３月１８日掌ま
では野球場A面スタンド下、３月２２
日昭以降は体育館事務室。

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
城北中学を除く）、
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校
体育館

平成３０年度の学校施設利用
団体登録を受付

カラスの巣作りに注意！
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