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市営駐車場の営業時間変更�

■時 ４月２５日�午前１０時
■場 歴史博物館
■定 ２０組（定員を超えた場合は抽せん）
■￥ １組８００円
■申 はがきに住所・氏名・電話番号・参
加人数を記入し、４月４日�（必着）
までに歴史博物館（〒４４６－００２６安城
町城堀３０／�〈７７〉６６５５）へ

■時 ４月３０日�午前９時３０分～午後１時
■場 市保健センター
■内 親子で調理実習
■対 ３歳児健診済みで就学前の子とその
保護者
■定 １２組程度（先着順）
■￥ １人４００円
■申 ３月２６日�～４月２３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

■￥ 施設利用料
■場 ■問 マーメイドパレス（�〈９２〉７３５１）
春のイベント祭り　　　　　　　　　
■時 ３月２４日�～２９日�
■内 下表のとおり

■他 期間中にスタンプを集めると、招待
券や感謝祭の参加券と交換できます。
　対象�小学生以下
水中講座プログラム　　　　　　　　
■時 ■内 下表のとおり（いずれも先着順）

　①②④�午前１１時～正午、③�午前
１０時～１１時
■対 ①③④�１８歳以上の人、②�おむつ
が外れている未就園児とその保護者
■他 ①③④�託児あり（各１０人／先着順）
■申 ３月１９日�午前１０時からマーメイド
パレスへ

個人レッスン　　　　　　　　　　　
■時 毎週�午後６時～６時４０分
■内 水泳や水中歩行　指導時間�１人１０
分間（要予約）

ボディリセット　　　　　　　　　　
■時 ４月８日�からの毎週�午後１時～
１時３０分（第１�を除く）
■内 骨盤調整をして、腰痛解消を目的と
したアクアダンス

■場 ■問 南部公民館（�〈９２〉３５２１）
前期テニス教室　　　　　　　　　　
■時 硬式テニス初級�４月１６日�～７月
２日�の毎週�（４月３０日、５月７
日を除く）、硬式テニス中級�４月１５
日�～７月１日�の毎週�（４月２９
日、５月６日を除く）いずれも午後７
時３０分～９時（全１０回）
※雨天の場合は順延。
■対 市内在住・在勤・在学で、平成６年
４月１日以前に生まれた人
■定 各３０人（午前９時に定員を超えた場
合は抽せん）
■￥ 各２０００円
■申 ４月５日�午前９時に受講料を持っ
て同館へ

春の親子映画会　　　　　　　　　　
■時 ３月２７日�午前１０時～１１時３０分・午
後１時３０分～３時

■内 上映作品�カンフー・パンダ
■定 各３００人（当日先着順）
■他 会場は板張りです。座布団などを持
参してください

南部公民館の教室・催し ▼

と　きイベント名

２４日�午後２時玉入れゲーム

２５日�午後２時クイズ大会

２６日�午後３時
～４時

浮輪タイム競争

２７日�午後３時
～４時

２５ｍタイム記録会

２８日�午前１１時
・午後２時

ジャンケン大会

２９日�午前１１時
～午後４時

感謝祭
※模擬店（有料）や
風船遊具あり。

マーメイドパレスの催し・講座 ▼

定員とき講座名
２０人４月１日�①水中運動
２０組４月８日�②親子水中運動
２０人４月１５日�③初級水泳
４０人４月２２日�④アクアビクス

ちまき・かしわもちをつくろう ▼

■時 ■内 ４月９日�～７月１６日
�の毎週�（４月３０日、
５月７日・１４日を除く。
全１２回）
クラスⅠ�午後６時３０分
～７時３０分／あいさつか
ら始める基礎的な英会話
クラスⅡ�午後７時４５分
～８時４５分／さらに積極
的に会話を楽しみたい人
向けの実用英会話
※両講座とも日本語を使
いません。
■場 市民会館
■対 市内在住・在勤の人（高校生以下を除く）
※過去３年間に５回以上受講した人を除く。
■定 各３０人（定員を超えた場合は、過去受講したことのない人を優先したうえで抽
せん）
■￥ 各４０００円（市国際交流協会会員は３０００円）
■申 ３月２６日�　クラスⅠ�午後６時～６時３０分、クラスⅡ�午後７時１５分～７時
４５分に受講料を持って市民会館講座室へ
　※同時に２人分以上の申し込み不可。
■問 市民活動課（�〈７１〉２２１８）

　安城駅西駐車場東棟と御幸本町
駐車場が、２４時間入出庫可能にな
ります。
■時 安城駅西駐車場東棟�４月１日
�午前６時から、御幸本町駐車
場�４月１日�午前７時から変
更
■問 安城駅西駐車場管理事務所（�
〈７４〉１５００）、維持管理課（�〈７１〉
２２３７）
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Let's enjoy English!　外国人講師による英会話講座 ▼

親子栄養スクール ▼

■時 ３月２８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）

■時 ■場 ■対 乳幼児（午前１０時～１１時） ▼南部
公民館�１４日�・２８日�、東部公民
館�１５日�・２２日�、安祥公民館�
１６日�・２３日�、高棚町内会公民館
�１０日�・２４日�
小学生 ▼南部公民館�８日�午後２
時～３時、東部公民館�７日�午後
３時３０分～４時３０分、安祥公民館�
７日�午後２時～３時
■問 子ども課子育て支援係（�〈７１〉２２２９）

　ヘルスメイトは、食生活を通じて健
康づくりを広めるボランティアです。
■時 ４月１６日�、５月２１日�、６月１８日
�、７月１６日�午前９時～午後３時
（全４回）
■場 市保健センター
■内 栄養を中心とした講義と調理実習
■対 食生活に関心があり、修了後ヘルス
メイトとして活動できる人

■定 ２０人（先着順）
■￥ ２０００円
■申 ３月２５日�～４月９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 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。

ヘルスメイト養成講座 ▼

４月の移動児童館 ▼

まちなか産直市 ▼

■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。
木工教室　　　　　　　　　　　　　
■時 ３月２０日�・２２日�、４月１１日�・
１２日�午前１０時、３月２１日�午後１
時
■定 各１００人（当日先着順）
■￥ ５００円より
パン教室（デニッシュとさくらあんぱん）
■時 ３月２０日�～２２日�・２８日�・２９日
�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

いちごジャム教室　　　　　　　　　
■時 ３月２０日�～２２日�・２８日�・２９日
�午後１時・２
時３０分

■定 各１０人（先着順）
■￥ ８００円
■申 当日午前９時３０
分から同クラブハウスへ

いちご大福教室　　　　　　　　　　
■時 ３月２０日�～２２日�・２８日�・２９日
�、４月４日�・５日�・１１日�・
１２日�午前１１時・午後１時・２時３０
分（３月２１日、４月１１日は午後のみ）

■定 各１５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

シルバーアクセサリー教室　　　　　
■時 ３月２８日�・２９
日�午前１０時

■定 各５０人（当日先
着順）
■￥ １５００円より

デンパーククラブハウスの
教室

▼
▼

■時 ４月１日�～４日�・７日�～１１日
�・１４日�～１８日�・２１日�～２４日
�・２８日�・２９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）

■時 ４月１１日�午後２時
■内 “万葉集”持統上皇　三河 行 

ぎょう

 幸 の歌
こう

■講 白井 伸  昴 氏（仏教文学会会員）
のぶ たか

■場 ■問 歴史博物館（�〈７７〉６６５５）

■時 ３月２６日�午前１０時～１１時３０分
■場 衣浦東部保健所（刈谷市）
■内 演題�アトピー性皮膚炎～乳幼児期
から学童期を対象に～

■対 子どものアトピー性皮膚炎について
関心のある保護者

■講 清水 正  之 氏（清水皮膚科クリニック
まさ ゆき

院長）
■申 ３月２５日�までの午前９時～午後５
時（���を除く）に衣浦東部保健所
（�〈２１〉４７７８）へ

■時 ４月１日�～６日�午前９時３０分～
午後５時

■内 イカリソウ・ヤマシャクヤク・ウラ
シマソウシュンランなど山野草約
２００点を展示
■問 デンパーク（�〈９２〉７１１１）

デンパーク「春の山野草展」 ▼

療育相談指導講演会 ▼

土器づくり教室 ▼

歴史博物館連続講座
「三河の古典をたずねる」①

▼
▼

自転車保険に加入しましょう�
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　環境にやさしい乗り物「自転車」。しかし、今、利用者の
ルール、マナー違反が問題視されています。実際に、自
転車が加害者となる事故も発生しています。自転車は、
自動車と違い保険加入が義務づけられていませんが、加
害者となった場合の賠償責任の重さは変わりません。
　そこで、もしものために「自転車保険（ＴＳマーク付帯
保険）」に加入しましょう。自転車安全整備士による点検（有料）を受けた自転
車には１年間有効の保険が付きます。
　詳しくは右のマークのある、自転車販売店へご相談ください。
■問 市民安全課（�〈７１〉２２１９）
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■講座「ストーリーテリングに挑戦
しよう！」
　絵本や道具などを使わず、声とな
った言葉だけでおはなしを伝える
「ストーリーテリング」を、実技を通
して楽しみながら学べます。
■時 ５月８日�・１５日�・２９日�、６
月５日�午前１０時～１１時３０分（全
４回）
■定 ２０人
■申 ４月３日�午前９時から同館へ

■除籍本リサイクルフェア
■時 ３月２１日�・２２日�午前９時～午
後４時
■内 配布冊数�１人１０冊まで
■申 当日午前９時から、入室時間を指
定した整理券を配布
■他 本を入れる袋を持参してください。

■みんなで落語を楽しもう！
■時 ４月２５日�午後２時～３時３０分　
■内 アマチュア落語家のお 好  味  家  喜  楽 

この み や き らく

さんとくろ 姫 さんによる楽しい落
ひめ

語の会
■対 小学生以上
■定 ５０人程度（当日先着順）

６日�・１３日�・２０日�・２４日�・
２７日�・３０日�

�������
��������������������

中央図書館の携帯用
ホームページへ��

お知らせ

■時 ３月末
■内 特集「ユース
カレッジ」の
ほか、公民館
講座やシルバ
ーカレッジ、
市民企画講座
など春から始
まる学習情報
■対 全世帯
■問 文化センター（�〈７６〉１５１５）

１月分／受け付け順／敬称略
市社会福祉協議会　善意銀行　　　　
金品 ▼ ほほえみダンスパーティー、
１６５、中部公民館利用者、東端の老人、
山川屋、ボールセンター安城店、デン
ソーハートフルクラブ安城、ふれあい
ダンス、椿和秀、西部福祉センター利
用者、さわやかダンス、マンドリンサ
ークルチャオ、匿名
収集物 ▼北部地区民協、石川和子、デ
ンソーハートフルクラブ安城平川信行、
㈱マキタ総務部、今村郵便局、内藤富
雄、大正琴愛好会、野村君江、匿名
市役所関係　　　　　　　　　　　　
赤松町内会、所�美、石原辰年

４月の休館日

中央図書館（�〈７６〉６１１１）

生涯学習情報誌
「あんてな２００９春号」配布

▼
▼

■内 外国人小学生に日本語を教えるボラ
ンティア
■申 �～�午前８時３０分～午後５時１５分
（��を除く）に市民活動課（�〈７１〉
２２１８）へ

■内 七夕まつりのイベントを企画・実行
する市民スタッフ
昨年の例�短冊ロード・願い事風船
■申 所定の申込書に必要事項を記入し、
７月３１日�までの午前８時３０分～午
後５時１５分（��を除く）に郵送・
ファクス・持参で商工課（〒４４６－
８５０１住所不要／�〈７４〉６７８９／�〈７１〉
２２３５）へ
　※申込書は、安城七夕まつり公式ホ
ームページ・同課で配布。

日本語教室ボランティア ▼

安城七夕まつり市民スタッフ ▼

福祉への善意・寄付
ありがとうございます

▼
▼

■内 出展基準 ▼ テーマは
「Change」。７品種以
内の植物で制作（同種
でも花色、葉色、葉形
の違う植物はそれぞれ
１品種とします）　募
集点数 ▼ハンギングバ
スケット部門（マスタ
ー・一 般）�５０点、コ
ンテナガーデン部門�
４０点、団体部門�１０点
規格 ▼ハンギングバス
ケット部門�壁面装飾
も含め６０㎝四方以内　コンテナガーデン部門�２人で運べる程度で８０㎝四方以
内（高さ制限なし）　団体部門�９０×１８０㎝のラティス壁面とその前方９０㎝四方
のスペース。前方の装飾の高さは９０㎝まで　※規格は作品搬入日が対象。

■申 ４月１３日�（当日消印有効）までに住所（郵便番号）、氏名（フリガナ）、年齢、電話
番号、職業、出品部門（両部門可）、ガーデニング歴、ハンギングバスケットマ
スター資格の有無を記入し、はがき・ファクス・Ｅメールのいずれかでデンパ
ークガーデニングコンテスト係（〒４４６－００４６赤松町梶１／�〈９２〉７１１５／conte
　st@denpark.jp）へ
　※ファクスの場合は送信後、電話で確認をしてください。
■他 ガーデニングコンテスト�５月１３日�～２４日�
■問 デンパーク（�〈９２〉７１１１）

デンパーク・ガーデニングコンテスト作品募集 ▼

３月２５日�
午前１０時３０分

おはなしまあだ
（２～５歳）

４月４日�
午後３時

おはなしレストラン
（小学生以上）

４月７日�
午前１０時３０分

えほんとわらべうたの会
（０～２歳）

４月８日�
午前１０時３０分

おはなしたまてばこ
（２～５歳）

４月９日�
午前１０時３０分

おはなしゆりかご
（０～２歳）

４月１６日�
午前１０時３０分

いないいないばあ
（１～４歳）

４月１７日�
午前１０時３０分

このゆびと～まれ
（０～２歳）

４月１９日�
午後２時

かみしばいの会
（幼児～小学校低学年）

おはなし会

広報あんじょう　2009.3.15�

　平成２１年第１回衣浦東部広域連合議会定例会を２月１８日に開催しました。
　議会では、一般質問のほか、衣浦東部広域連合個人情報保護条例の一部を改正
する条例をはじめ５件の条例制定、１９３８万３０００円を減額する平成２０年度一般会計
補正予算（第２号）、総額４９億８０００万円の平成２１年度一般会計予算など計９件の議
案を原案どおり可決、成立しました。
■平成２１年度衣浦東部広域連合一般会計予算
　歳入歳出総額は４９億８０００万円で、主に消防車両の更新に係る経費の影響により、
前年度より４４００万円、０．９％の増額となりました。
　今後も、体制の効率化、専門化を図るとともに、計画的な車両整備を含めた消
防力の向上・強化により、広域的な消防活動の充実を図ります。

■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 交付開始日�４月１日�
■内 通院や外出にかかるタクシー料金助
成利用券を１人１冊交付
※週２回以上で２か月以上の通院が
必要な人には、通院報告書の提出に
より２冊目を交付。

■対 次の①～③のいずれかを持っている
人（自動車税、軽自動車税の減免を
受けている人、安城市高齢者タクシ
ー料金助成利用券の交付を受けてい
る人を除く）

　①身体障害者手帳１級～３級
　②療育手帳Ａ・Ｂ
　③精神障害者保健福祉手帳１級・２
級

■申 ①～③のいずれかを持って障害福祉
課（�〈７１〉２２２５）へ

　４月１日からメーカーなどに所有登
録すると、適切な時期に点検通知が届
くようになります。通知が届いたら点
検（有料）を受けましょう。
■内 対象製品�屋内式ガス瞬間湯沸器
（都市ガス用・プロパンガス用）、屋
内式ガスふろがま（都市ガス用・プ
ロパンガス用）、石油給湯機、石油ふ
ろがま、ＦＦ式石油温風暖房機、ビ
ルトイン式電気食器洗い機、浴室用
電気乾燥機

■問 中部経済産業局（�０５２〈９５１〉０５７６）、
　市商工課（�〈７１〉２２３５）

障害者のタクシー料金助成
利用券を交付

▼
▼

　テレビ（ブラウン管式、液晶式※、プ
ラズマ式※）、エアコン、冷凍庫・冷蔵
庫、洗濯機、衣類乾燥機※の５品目は、
粗大ごみとしてリサイクルプラザに持
ち込むことができません。購入・買い
替え時の店舗に引き渡してください。
※の品目が新たに追加。
■問 清掃事業所（�〈７６〉３０５３）

　本紙昨年１０月１日号に掲載した「デ
ンパーク市民特別入園券」の有効期限
は３月３０日�です。期限内にぜひご利
用ください。
■問 デンパーク（�〈９２〉７１１１）

■時 ６月１５日�まで
■場 県商業流通課、市商工課
■内 大規模小売店舗で小売業を行う者の
氏名・名称
店舗名称 ▼ラ　フーズコア三河安城店

■問 県商業流通課（�０５２〈９５４〉６３３８）、市
商工課（�〈７１〉２２３５）

大規模小売店舗立地法に
係る届出書の縦覧

▼
▼

デンパーク「市民特別入園
券」をご利用ください

▼
▼

衣浦東部広域連合議会から ▼

４月１日�から長期使用製
品安全点検制度がスタート

▼
▼

４月１日�から家電リサイ
クル法対象品目が追加

▼
▼

歳入
内容金額（千円）款

関係５市からの負担金４，９１５，０４８分担金・負担金
消防施設の目的外使用料、消防関係許可などの
手数料１０，５１０使用料・手数料

消防車両購入や貯水槽設置の補助金２２，２５０国庫支出金
物品の売払い収入１財産収入
寄附金１寄附金
前年度剰余金２０，０００繰越金
防火管理講習料など１２，１９０諸収入

４，９８０，０００合　計

歳出
内容金額（千円）款

広域連合の議会運営に必要な費用２，１５０議会費
広域連合事務所の維持管理、人事管理などの総
務関係に必要な費用２３７，０６４総務費

各消防署所、各消防団、消防車両、消防水利な
どに必要な費用４，７００，６４７消防費

消防施設・設備整備の借入金償還費用２０，１３９公債費
２０，０００予備費

４，９８０，０００合　計

《主な内容》
広域連合事務所の諸経費、事務職員人件費、電算システム経費�２００，０３２千円　人
事管理経費、職員福利厚生経費�３１，０９２千円　各署所の建物・車両の維持経費、
消防職員人件費、消防・救急・救助の活動費�３，９３９，０６１千円　消防施設改修費、
装備拡充費、水利関係費�３３４，８７３千円　消防車両更新経費�１６５，０３８千円　各消
防団の報酬および旅費�１５０，２４４千円
■問 衣浦東部広域連合総務課（�〈６３〉０１３１）


