
４月15日号の掲載申し込み期限は３月10日㈫17時です。
■問　経営企画課広報戦略係　☎（95）9867 Webで

詳しく

①へきなん自転車散歩実行委員会
へきなん自転車散歩写真展

■時　４月30日㈭まで
■所　本店営業部　☎（41）3266
②杉浦街子　ちりめん細工展
ふれあい福祉園ガイア　作品展

■時　２月28日㈮まで
■所　辻支店　☎（41）3267
③丸尾豊子・平松紀代子・月ヶ瀬澪
ちぎり絵・フェルト手芸・羊毛フェル
ト展

■時　２月28日㈮まで
■所　みなみ支店　☎（41）3271
④池西康祐　油絵展
■時　２月28日㈮まで
■所　旭支店　☎（41）3274

愛知県中央信用組合ロビー展

①親子でスプリングフェスティバル
■時　３月21日㈯・22日㈰
■所　電力館
■内　親子で楽しめる工作など
■問　電力館　☎（41）8500
②トールペイント
植木鉢に花を描こう。

■時　３月21日㈯・22日㈰　10時30分～15
時
■所　ヒーリングガーデン
■定　各50人（先着順）
■￥　200円（材料代）
■問　ヒーリングガーデン　☎（48）7236
③笠井恭子　トールペイント作品展
■時　３月１日㈰～31日㈫
■所　ヒーリングガーデン

へきなんたんトピアのイベント

日本画の作品展です。
■時　３月１日㈰まで
■所　カフェカノン（中町）☎（48）7733

みつわ会　グループ展

毎月第２土曜日に開いています。皆さ
ん遊びに来てください。
■時　３月14日㈯　11時～14時
■所　喫茶「桜」（日進町）
■内　ミニピザ作り、ゲーム、会食、絵本
の読み聞かせ
■定　30人（先着順）
■￥　子ども　100円、大人　300円
■問　倉内　☎090（2937）5050

へきなんみんなの食堂「さくら」

■時　第１、３水曜日　19時30分～20時30
分
■所　大浜公民館
■講　杉浦秀美氏
■￥　１回500円
■持　運動できる服装、室内用運動靴
■問　阿部　☎090（8677）4133

サークルラフィット　エアロビクス

譲渡には不妊手術相当分の費用が必要
です。また、会員も募集しています。
■時　①２月16日、３月１日、15日、29日
の日曜日　14時～16時②２月22日㈯　15
時～18時③３月21日㈯　17時～19時
■所　へきなん福祉センターあいくる
■問　へきなん地域ねこの会

☎090（1747）0235

保護猫の譲渡会

詳しくは油ヶ淵水辺公園ホームページ
イベント情報をご覧ください。
■時　３月７日㈯　９時30分～11時
■所　油ヶ淵水辺公園桃の園休憩所
■定　50人（先着順）
■問　油ヶ淵水辺公園管理事務所

☎（41）1515

オリジナル缶バッチ作り

弓道の基本である射法八節を学び、監
督者の元で矢を放つことができるように
なります。
■時　４月３日～６月12日の毎週金曜日　
19時～21時（全11回）
■所　港湾スポーツセンター弓道場
■対　中学生以上（身長120㎝以上）
■定　20人
■￥　3,000円（スポーツ障害保険含む）
■申　毎週月・土曜日19時～21時に港湾ス
ポーツセンター弓道場
■問　市弓道協会　西前

☎090（4182）7916

弓道教室生徒募集

■時　２月29日㈯～３月６日㈮　10時～18
時（３月２日㈪は休館、６日は16時まで）
■所　文化会館
■問　加藤　☎090（7959）1970

碧南書法篆刻展覧会

■時　３月７日㈯　13時30分～15時30分
■所　芸術文化ホール
■内　朗読発表会
■問　竹原　☎090（5625）0460

朗読村“かくう”発表会

■時　２月19日㈬　19時30分
■所　へきなん福祉センターあいくる
■問　服部　☎090（8156）1288

ボーイスカウト１団新年度入隊説明会

■時　①２月29日㈯まで②３月１日㈰～30
日㈪
■所　大浜まちかどサロン　☎（46）3224
※まちかど写真倶楽部写真展も常設して
います。

①木墨会　日本画の展示
②福寿草の会　パッチワークの展示

■時　①２月27日㈭　10時～11時30分②３
月13日㈮　14時～15時30分
■所　へきなん福祉センターあいくる
■内　①コーヒーの淹れ方②アップルパイ
作り
■定　各10人（先着順）
■￥　各500円
※②は別途材料費が300円必要です。
■申　斎藤　☎080（5117）7460　　hajimari
notokoro@katch.ne.jp

①楽しくおいしくコーヒーを飲んでみよ
う！

②アップルパイをお母さんの味にしてみ
ませんか

みんなで体を動かしながら懐メロをた
くさん歌いましょう。飲み物を持参して
ください。
■時　①毎月第１金曜日　13時30分～15時
30分②毎月第２、４金曜日　13時30分～
15時30分（全２回）
■所　棚尾ふれあい館
■￥　①500円②1,000円
■問　下村　☎090（8545）5427

①懐メロで歌って踊ろう
音楽リクリエーション（健康作りと介
護予防）

②カラオケ教室（新曲を歌いましょう）

■時　３月１日㈰　①13時30分（開場13
時）②15時15分（開場14時45分）
■所　文化会館
■問　みぐりちゃんくらぶ事務局

☎070（2223）0007

こどもミュージカル
「みぐりちゃんのおうち」

てんこく

い
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3月の
■問
図書館本館　☎（41）0894
中部分館　　☎（41）1980
南部分館　　☎（42）8211図書館図書館図書館図書館

休日歯科診療所（前浜町４-22）　☎（46）3700　９時～12時

・17時以降の夜間に、急病でお困りのときの病院案内は救急医療情報センター ☎（36）1133
・休日在宅医の変更がある場合もあります。お出かけの前に医療機関へお問い合わせください。

図書館司書がオススメする

今月
この1冊

南部　はねふうせん
とき　３月４日㈬　16時～
内容　子ども向けのかんたんなおりが

み

おりがみたいむ

内容　絵本の選び方、読み方、わらべ
うたなど

対象　１歳未満の子と保護者
本館　３月13日㈮　10時30分～
中部　３月６日㈮　10時30分～
南部　３月20日㈮　10時30分～

絵本の時間

本館　喜寿記念展
とき　３月３日㈫～28日㈯　９時～17

時
中部　角谷俊人展ー少年Ｔの夢ー
とき　2月29日㈯～3月29日㈰

ギャラリー
南部　てんとうむし
とき　３月18日㈬　15時30分～
内容　テーマにあわせたおりがみを折

り、絵本の読み聞かせを行いま
す。

えほんといっしょに

内容　読み聞かせやわらべうた、読書
相談など

本館　３月５日㈭、19日㈭　①10時～
10時20分②10時30分～11時

対象　①２歳未満の子と保護者②２歳
以上の子（就園前）と保護者

中部　❶３月４日㈬❷18日㈬　10時30
分～

対象　❶２歳未満の子と保護者❷２歳
以上の子（就園前）と保護者

南部　３月10日㈫　10時30分～
対象　就園前の子と保護者

おひざにだっこ
本館　かざぐるまのおはなし会「はな

がさいてはるがきて」
とき　３月14日㈯　10時30分～
内容　紙芝居「おーい、はるだよー」

絵本「ころわんがはるみっけ！」
「どこでおひるねしようかな」
ほか
ばあばのおはなし会「ことばを
楽しもう！」

とき　３月28日㈯　10時30分～
内容　パネルシアター「こぶた　たぬ

き　きつね　ねこ」、絵本「さ
かさことばでうんどうかい」「へ
んしんトンネル」おたのしみ「し
りとりしましょ！」

中部　だれかな？どこかな？
とき　3月21日㈯　10時30分～
内容　絵本「もぐらバス」、パネルシ

アター「とんとんとん　こんに
ちは」おたのしみ「ひもつきボ
ールをつくろう」ほか

南部　いろいろなどうぶつ
とき　３月22日㈰　10時30分～
内容　絵本「どうぶつえんにいったら

ね…」「どうぶつたちのおかい
もの」、お楽しみ「きりんをつ
くろう」ほか

おはなし会

「東京オリンピック
（完全復刻アサヒグラフ）」 
朝日新聞出版週刊朝日編集部／編 
東京オリンピック・パラリンピックの開催
が近づいてきました。前回大会から56年の時
を経て、果たしてどんな大会になるのでしょ
うか。
当書は、東京での２度目の開催が決定した

2013年当時に発行された本です。ですが、内
容は1964年に東京で開催された「第18回夏季
オリンピック」を特集した当時の本をそのま
ま復刻したものになります。従って、白黒写
真が多く、鮮明さは決して高くはありません
が、試合の様子や選手の表情、歓喜の瞬間の
写真によって大会の熱気が伝わり、解説によ
って試合結果なども振り返ることができます。
また、広告も当時のものがそのまま使用され
ているので、当時の世相を知ることも出来ま
す。
開幕まであと少しです。懐かしい前回大会
を振り返りながら、楽しみに待つことにしま
しょう。

■問　図書館南部分館
毎月第３日曜日は「へきなん子ども読書の日」

休日診療所（保健センター）　☎（48）4141　９時～12時、13時30分～17時

１日㈰ 29日㈰22日㈰20日㈮15日㈰８日㈰

外科

内科

歯科

その
ほか

休日在宅医・休日診療所3月
小林記念病院
（新川町）
☎（41）0004
９時～17時

加藤病院
（松本町）
☎（41）6211
９時～12時、
15時～17時

耳鼻咽喉科
しんかわ耳鼻咽喉科クリニック
（久沓町）
☎（42）8733
９時～12時、
13時30分～17時

産婦人科
岡村産科婦人科
（沢渡町）
☎（41）2726
９時～12時、
12時45分～17時

新川中央病院
（松江町）
☎（48）0009
９時～12時、
13時～17時

耳鼻咽喉科
しんかわ耳鼻咽喉科クリニック
（久沓町）
☎（42）8733
９時～12時、
13時30分～17時

碧南整形外科
（緑町）
☎（43）5800
９時～12時、
13時～17時

あおい皮フ科
クリニック
（白砂町）
☎（91）7201
９時～12時、
13時～17時

長田医院
（源氏町）
☎（42）1200
９時～17時

耳鼻咽喉科
ふじうらクリニック
（二本木町）
☎（43）4567
９時～12時、
13時30分～17時
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