
■時 ２月２４日�午後１時３０分～３時３０分
■場 文化センター講座室
■内 過労死をめぐる法律問題
■講 橋詰 洋  三 氏（中京大学法科大学院長）

よう ぞう

■定 ５０人（先着順）
■申 １月２０日�から市商工課（�〈７１〉
２２３５）、県西三河県民事務所産業労働
課（�０５６４〈２７〉２７８２）へ

■時 １～４月の第４�午前９時３０分～正
午（全４回）
■場 安祥閣
■対 琴の経験が少しある人
■定 １５人（先着順）
■￥ １回１０００円
■申 １月６日�から安祥閣（�〈７４〉３３３３）へ

■場 ■問 同クラブハウス（�〈９２〉７１１２）
■他 別途入園料が必要。週末の体験は、
変更・中止になる場合があります。
いちご大福　　　　　　　　　　　　
■時 １月１０日�～１２日�午前１１時・午後
１時・２時３０分
■定 各１６人（当日先着順）
■￥ ５００円
寄せ植え講座（下垂植物のコンテナ）　
■時 １月２４日�午前１０時
■定 ３２人（先着順）
■￥ ３０００円
■申 １月５日�午前９時３０分から電話で
同クラブハウスへ

バレンタインケーキ教室　　　　　　
■時 ２月７日�午後１時
■内 オレンジピールを使ったチョコレー
トケーキ
■定 ３２人（先着順）
■￥ ２０００円
■申 １月７日�午前９時３０分から電話で
同クラブハウスへ

フォトマスターによる写真講座　　　
■時 ２月１３日�・２７日�午前１０時（全２回）
■定 ２５人（先着順）
■￥ ２０００円（写真現像代別途）
■申 １月９日�午前９時３０分から電話で
同クラブハウスへ

■時 １月２３日�・２月２７日�・３月２７日
�午後２時～３時３０分（全３回）

■場 歴史博物館
■内 常設展示室を案内するボランティア
の事前学習
■申 １月２０日�まで（午前９時～午後５
時）に歴史博物館（�〈７７〉６６５５）へ

■内 ■時 大切にされたおうし座 ▼４日�、
１１日�午後１時３０分・３時
紀元前３世紀生まれのうさぎ座 ▼１８
日�・２５日�午後１時３０分・３時
■場 ■問 文化センター（�〈７６〉１５１５）

■時 ２月１８日�午前９時３０分～午後１時
■場 市保健センター
■内 貧血予防や栄養バランスのとれた食
事（ひじき入り和風ごはん、フィッ
シュハンバーグなど）
■対 妊娠中（出生予定月４～８月）の人
（家族の参加も可）
■定 ２４人（先着順）
■￥ ４００円
■申 １月５日�～２月１０日�午前８時３０
分～午後５時１５分（���を除く）に
市保健センター（�〈７６〉１１３３）へ

■時 乙種 ▼１月２８日�
甲種 ▼１月２８日�・２９日�
いずれも午前９時３０分～午後４時３０
分
■場 碧南消防署
■定 １００人（先着順）
■￥ ４０００円
■申 １月１３日�～１６日�午前８時３０分～
午後５時に縦４㎝×横３㎝の証明写
真（３か月以内に撮影）を持って安城
消防署（�〈７５〉２４５８）へ
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■時 １２期生作品展 ▼１月９日�～１１日�
ＯＢ作品展 ▼１月３０日�～２月１日�
いずれも午前９時３０分～午後４時
（最終日は午後３時３０分まで）
■場 ■問 文化センタ―（�〈７６〉１５１５）

■場 ■問 マーメイドパレス（�〈９２〉７３５１）
もちつき体験会　　　　　　　　　　
■時 １月１１日�午後１時・１時３０分
　※開始１時間前から整理券を配布。
■対 小学生以下
■定 各３０人（先着順）
■他 終了後、餅の振る舞いもあります
（先着１００人）
利用料還元フェア　　　　　　　　　
■時 １月１４日�～３０日�（��を除く）
■内 利用者にくじ引きサービス
水中講座プログラム　　　　　　　　
■対 １８歳以上の人
■他 託児あり（各１０人まで／先着順）
■申 １月６日�午前１０時からマーメイド
パレスへ
■時 ■内 下表のとおり（いずれも先着順）

日本舞踊フィットネスＮＯＳＳ体験会
■時 １月３０日�午前１０時３０分～１１時３０分
■対 １８歳以上の人
■￥ ５００円
■定 ２０人（先着順）
■他 託児あり（１０人まで／先着順）
■申 １月６日�午前１０時からマーメイド
パレスへ

■場 ■問 市スポーツセンター（�〈７５〉３５４５）
■申 １月７日�～開催日前日の午前９時
～午後９時に同センターへ（休館日
を除く）
つづけよう！健康生活習慣　　　　　
■時 ２月５日�・１２日�・１９日�・２６日
�午後１時３０分～２時３０分（全４回）
■対 １８歳以上の人（中高年向け）
■定 １０人（先着順）
■他 施設使用料が必要
親子で初めてひっぷほっぷ　　　　　
■時 ２月８日�・２１日�午後１時３０分～
２時３０分
■対 小中学生とその保護者
※子ども１人に対し、保護者１人で
１組。
■定 各１５組（先着順）

マーメイドパレスの催し ▼

スポーツセンターの催し ▼

甲・乙種防火管理講習会 ▼

デンパーククラブハウスの
教室・講座

▼
▼

労働講座「職場の安全衛生」 ▼

マタニティクッキング ▼

定員とき講座名
２０人１月１４日�水中運動体験会
３０人１月２１日�体験アクアビクス
２０人１月２８日�初級水泳

琴曲「さくら」をひく会 ▼

展示ガイドボランティア
養成講座

▼
▼

プラネタリウム
１月の生解説

▼
▼

安城市シルバーカレッジ 
作品展

▼
▼

　本紙１２月１５日号１５ページに掲載し
た年末年始の業務案内に誤りがあり
ました。お詫びして訂正します。
■内 １月６日�のデンパークは休園です。
■問 デンパーク（�〈９２〉７１１１）

デンパーク休園日の訂正
西三河８市�
お隣情報�
西三河８市�
お隣情報�

■対 短大・大学・大学院の音楽課程を昨年度卒業または今年度卒業見込みの安城・
知立市在住・在勤・在学・出身の人

■定 ８組程度
■他 演奏会は５月１７日�リリオ・コンサートホールで開催（演奏時間は１０分程度）
■申 １月３１日�までに知立市文化会館（�〈８３〉８１００）へ
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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。

■時 １月１日以降の出産から
■内 産科医療補償制度加入の分べん機関で出
産 ▼３８万円　上記以外で出産 ▼３５万円
■問 国保年金課（�〈７１〉２２３０）

■時 ３月２３日�まで
■内 エイデン安城店（横山町）、開・閉店時
刻や駐車場を利用できる時間帯など
■場 ■問 県商業流通課（�０５２〈９５４〉６３３８）、
市商工課（�〈７１〉２２３５）

■時 １月１３日�～２３日�
■問 デンパーク（�〈９２〉７１１１）

　偽造などの不正使用が防止されます。
■時 １月４日�申請分から
■問 愛知県警察本部運転免許課（�０５２
〈８０１〉３２１１）、市民安全課（�〈７１〉２２１９）

■内 ■問 岡崎高等技術専門校（�０５６４〈５１〉０７７５）
高浜高等技術専門校（�〈５３〉００３１）
東三河高等技術専門校（�０５３３〈９３〉２０１８）
■対 中学校を卒業・３月に卒業見込みの人
■申 １月８日�～２月２０日�（高浜高等
技術専門校電気工事科は２月５日�
まで）に入校願書を持って、希望校
または刈谷公共職業安定所へ

国民健康保険の出産育児
一時金支給額を変更

▼
▼

大規模小売店舗立地法に
係る届出書の縦覧

▼
▼

県立高等技術専門校平成２１
年度短期課程４月生を募集

▼
▼

運転免許証をＩＣカード化 ▼

デンパークの臨時休園 ▼
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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。
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