
市
役
所
代
表�

�広報あんじょう　2009.1.15

１１月分／受け付け順／敬称略
市社会福祉協議会　善意銀行　　　　
金品 ▼秋葉チャリティテニスカップ、
アイシン・エィ・ダブリュ�、ほほえ
みダンス、東端の老人、安祥高齢者教
室、安城南高校生徒会、ふれあいダン
ス、アンデン�、ボールセンター安城
店、東洋歌謡教室、ひまわり、福祉ふ
れあいダンス、Little Voice山崎裕代、
ＪＡ安城東支店農用地利用改善組合、
匿名
収集物 ▼アイシン・エィ・ダブリュ�
労働組合、デンソーハートフルクラブ
甲村有樹子・大須賀恵子、鈴木さき子、
キャタピラー中日本労働組合、神谷幸
里、�東海石油、匿名
福祉基金 ▼県立安城高等学校ＰＴＡ、
県立安城高等学校生徒会、北部乳幼児
学級
市役所関係　　　　　　　　　　　　
龍那由美、愛三工業�、�梅本、若杉
鐵信、神谷ミサ子、�モラロジー研究
所

■対 ①恩給などを受けていない旧軍人の
人、②旧ソ連邦・モンゴル国で強制
抑留された人、③終戦の日まで引き
続き１年以上外地で生活していて、
戦後引き揚げてきた人とその家族
■他 請求書類などは社会福祉課で配布
■問 独立行政法人平和祈念事業特別基金
　（�０１２０〈２３４〉９３３）

■定 普通科２８０人程度
■対 中学校を卒業・３月卒業見込みの人
※転・編入学は、高等学校で一部単
位を修得した人
■内 選抜日 ▼前期選抜�３月８日�　後
期選抜�４月５日�　転・編入学�
３月２１日�

■申 前期選抜�２月２７日�～３月２日�
後期選抜�３月３０日�～４月３日�
（��を除く）　転・編入学、特科（聴
講生）�３月１１日�～１６日�（��を
除く。特科のみ１５日午後受け付け可）
に刈谷東高校（�〈２１〉３３４９）へ

■内 任期 ▼４月～来年３月末
　謝礼 ▼年額７０００円（予定）
■申 １月２６日�～２月２０日�（消印有効）
に応募用紙を県県民生活課（�０５２
〈９５４〉６１６３）・西三河県民生活プラザ
（�０５６４〈２７〉０８００）へ
　※応募用紙は県民生活プラザ・県ホ
ームページ・市商工課で配布。

福祉への善意・寄付
ありがとうございます

▼
▼

■内 平成２２年４月１日�～９月３０日�の
展示室一般利用の予約を受け付け
■申 ２月１日�～１０日�午前９時～午後
５時（�を除く）に市民ギャラリー
（�〈７７〉６８５３）へ（電話での申し込み
は不可）
※希望日が重なった場合は抽せん。
申込期間後は、随時受け付けします。

　事業を営む法人・個人は、１月１日
現在、市内に所有する償却資産（法人
税、所得税の損金または必要経費に算
入される減価償却する資産）を１月末
日までに申告する必要があります。
　該当する法人・個人には、申告書を
送付しています。また、事業を始めた
法人・個人で申告書の届いていない場
合は資産税課まで連絡してください。
■問 資産税課（�〈７１〉２２１５）

　食材料費の高騰により、４月から給
食費を改定します。

■問 給食課（�〈７６〉４７００）

　本紙９月１５日号でお知らせした「衣
浦東部都市計画ごみ処理場（一般廃棄
物処理施設）」「衣浦東部都市計画生産
緑地地区」、同紙１０月１日号でお知らせ
した「衣浦東部都市計画公園」を、１２月
２４日付けで変更しました。
■問 都市計画課（�〈７１〉２２４３）

■時 ２月１日�～１４日�
■他 トレーニングジム・アリーナは通常
営業
■問 市スポーツセンター（�〈７５〉３５４５）

　住民・外国人登録は、各種行政サー
ビスの基礎となっています。行政サー
ビスを確実に受けられるように、登録
内容に変更のある人は速やかに届け出
をしてください。
■問 市民課（�〈７１〉２２２１）

「特別慰労品」贈呈の申込期
限は３月３１日�です

▼
▼

市民ギャラリー展示室
一般利用予約を受け付け

▼
▼

スポーツセンタープールの
臨時休館

▼
▼

償却資産の申告を忘れずに ▼

給食費を改定します ▼

改定後現　行区　分

２００円１９５円幼稚園

２３５円２１５円小学校

２７０円２５０円中学校

平成２１年度県立刈谷東高等
学校通信制課程の生徒募集

▼
▼

２日�・９日�・１２日�・１６日�・
２３日�・２７日�

２月の休館日

中央図書館（�〈７６〉６１１１）

�������
��������������������

中央図書館の携帯用
ホームページへ��

■時 １月２４日�午前９時
■場 碧海信用金庫本店前（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（�〈７１〉２２３３）

衣浦東部都市計画の変更 ▼

県消費生活モニター募集 ▼

１月２８日�
午前１０時３０分

おはなしまあだ
（２～５歳）

１月３０日�
午前１０時３０分

絵本好き集まれ！
－おすすめ絵本紹介－

２月３日�
・１７日�
午前１０時３０分

えほんとわらべうたの会
（０～２歳）

２月５日�
午前１０時３０分

おはなしゆりかご
（０～２歳）

２月７日�
午後３時

おはなしレストラン
（小学生以上）

２月１１日�
午前１０時３０分

おはなしたまてばこ
（２～５歳）

２月１４日�
午前１１時

大人のための絵本朗読会
（一般）

２月１５日�
午後２時

かみしばいの会
（幼児～小学校低学年）

２月１９日�
午前１０時３０分

いないいないばあ
（１～４歳）

２月２０日�
午前１０時３０分

このゆびと～まれ
（０～２歳）

おはなし会

住民・外国人登録は正しく
されていますか？

▼
▼
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■時 １月２４日�午前１０時～午後３時
■対 小学生以下
■定 １００人（先着順）
■場 ■問 堀内公園（�〈９９〉５９４７）

■時 ２月３日�～６日�・１０日�・１１日
�・１３日�・１４日�・１７日�～２０日
�・２４日�～２８日�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（�〈７７〉４４９０）

■場 ■問 同クラブハウス（�〈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。
トールペイント教室　　　　　　　　
■時 １月２４日�午後１時・２５日�午前１０時
■定 各１００人（当日先着順）
■￥ ６００円から
いちご大福教室　　　　　　　　　　
■時 １月２４日�・２５日�・３１日�、２月
１日�午前１１時、午後１時・２時３０
分
■定 各１５人（当日先着順）
■￥ ５００円
パン教室（デニッシュと動物型あんぱん）
■時 １月２４日�・２５日�・３１日�午後１
時・２時３０分
■定 各４８人（当日先着順）
■￥ ５００円
バレンタインクッキー教室　　　　　
■時 ２月１日�・８日�・１１日�・１４日
�午後１時・２時３０分

■定 各４８人（当日先着順）
■￥ ５００円
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
■申 １月２４日�午前９時３０分から電話で
同クラブハウスへ
寄せ植え講座（いちごとハーブ）　　　
■時 ２月１３日�午後１時
■定 ２０人（先着順）
■￥ ３０００円
■申 １月２４日�午前９時３０分から電話で
同クラブハウスへ
寄せ植え講座（キッチンガーデン）　　
■時 ２月１４日�午前１０時
■定 ３２人（先着順）
■￥ ３０００円
■申 １月２４日�午前９時３０分から電話で
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 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 ２月１日�午後６時
■場 文化センタープラネタリウム
■内 星空解説、冬の星雲・星団の観察
（悪天候の場合は天文クイズ）
■講 浅田 英  夫 氏（天文研究家）

ひで お

■定 １００人（先着順）
■他 小学生以下は保護者同伴
■申 １月２４日�午前９時から文化センタ
ー（�〈７６〉１５１５）で整理券を配布

■時 ２月２３日�午前１０時～１１時３０分
■講 冨永千寿子（南部保育園園長）・杉山
孝子（あけぼの保育園園長）

■内 保育園への入園を控えて
■対 乳幼児とその保護者
■定 １５組（先着順）
■場 ■申 １月２０日�午前９時から電話で市
子育て支援センター（錦保育園内／
�〈７３〉６３３６）へ

冬の星空ウオッチング ▼

■時 ２月１４日�午前１０時～１１時３０分
■場 文化センター
■定 ２０人（先着順）
■申 １月２０日�～２月１３日�午前８時３０
分～午後５時１５分（���を除く）に
電話で情報システム課（�〈７１〉２２０７）へ

■時 ２月８日�午後１時３０分
■場 総合福祉センター
■対 市内在住ひとり親家庭の子とその親
■問 母子福祉会成島清美（�〈９９〉６５５４）、
社会福祉課（�〈７１〉２２２４）

■時 ２月１日�午後２時
■場 文化センター
■内 式典と愛知県警音楽隊演奏
■他 参加者に交通安全記念グッズ贈呈
■問 市民安全課（�〈７１〉２２１９）

■時 ■場 ■対 乳幼児（午前１０時～１１時） ▼南部
公民館�３日�・１７日�、東部公民
館�４日�・１８日�、安祥公民館�
５日�・１９日�、高棚町内会公民館
�６日�・２０日�
小学生（午後３時３０分～４時３０分） ▼

南部公民館�５日�、東部公民館�
１９日�、安祥公民館�２６日�
■問 子ども課子育て支援係（�〈７１〉２２２９）

■時 １月２３日�～２５日�午前９時３０分～
午後４時３０分
■場 文化センター
■内 市内小中学校・幼稚園、安城養護学
校の児童・生徒の作品約２５００点を展
示

■問 学校教育課（�〈７１〉２２５４）

ひとり親家庭「情報交流会」 ▼

交通安全市民大会 ▼

２月の移動児童館 ▼

安城密着コミュニティサイト
「あんみつ」講習会

▼
▼

紙ブーメラン・紙飛行機作り ▼

安城市小中学校
教育合同作品展

▼
▼

子育て何でも相談広場 ▼

土器づくり教室 ▼

ところ・申し込みその他定員対象とき

１月２０日�午前１０時から
マーメイドパレス（�〈９２〉
７３５１）へ

１０人まで
託児有
（先着順）

２０人１８歳以上２月４日�
午前１１時～正午

ー２０組
おむつが外れ
ている未就学
児とその親

２月１１日�
午前１１時～正午

１月２０日�～開催日前日
午前９時～午後８時（�
を除く）に市スポーツセ
ンター（�〈７５〉３５４５）へ

ー２０人１８歳以上

２月２７日�、
３月６日�
午後１時～２時
（全２回）

※いずれも先着順・施設利用料が必要です。


