
■時 ２月２日昇午後６時３０分～８時
■場 文化センター
■内 天地人を語る～直江兼続の義と愛～
■講 火坂雅志氏（歴史小説家、ＮＨＫ大
河ドラマ「天地人」原作者）

■定 ５００人（先着順）
■申 １月５日昇午前９時から整理券を商
工課、中央・各地区公民館で配布

■問 商工課（緯〈７１〉２２３５）

勤労者のための文化講演会

■場 ■問 同クラブハウス（緯〈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。
かんたん七宝アクセサリー教室　　　
■時 １月１６日松・１７日掌午前１０時
■講 鈴木 由  美  子 氏

ゆ み こ

■定 各５０人（当日先着順）
■￥ ８００円から
いちご大福教室　　　　　　　　　　
■時 １月１６日松・１７日掌・２３日松・２４日
掌・３０日松・３１日掌午前１１時・午後
１時・２時３０分
　※２３日は午後２時３０
分のみ。

■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
手作りパン教室　　　　　　　　　　
■時 １月１６日松・１７日掌・２３日松・２４日
掌・３０日松・３１日掌午後１時・２時
３０分

■定 各４８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 １月２３日松・２４日掌

午前１０時
■講 近藤 祐  子 氏

ゆう こ

■定 各１００人（当日先着順）
■￥ １５００円から
押し花教室　　　　　　　　　　　　
■時 １月３０日松・３１日掌

午前１０時
■講 長谷川はる子氏
■定 各１００人（当日先着順）
■￥ ５００円から
アートフラワー講座「梅」　　　　　　
■時 ２月３日昌・１７日昌午前１０時（全２
回）

■講 青木 元  子 氏
もと こ

■定 ２０人（先着順）
■￥ ４０００円
■申 １月６日昌午前９時３０分から同クラ
ブハウスへ

アロマセラピー講座「リフレッシュコ
ロンを作りましょう」
■時 ２月８日捷午後１時３０分
■講 内藤 満  里  子 氏

ま り こ

■定 ２０人（先着順）
■￥ ２５００円
■申 １月６日昌午前９時３０分から同クラ
ブハウスへ

デンパーククラブハウスの
教室・講座
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■場 ■問 堀内公園（緯〈９９〉５９４７）
スーパーボールすくい・射的・輪投げ
などの模擬店
■時 １月９日松～１１日抄午前１０時～午後
４時
　※景品が無くなり次第終了。
■￥ １回１００円
ぜんざいの無料配布　　　　　　　　
■時 １月１６日松午前１１時～午後３時（雨
天の場合１７日掌に順延）

　※材料が無くなり次第終了。

■時 １月２３日松午前９時
■場 碧海信用金庫本店前
■内 地元産野菜の販売・調理のアドバイス
■問 農務課（緯〈７１〉２２３３）

今月のまちなか産直市

堀内公園の催し

■時 ２月１０日昌午前９時３０分～午後１時
■場 市保健センター
■内 栄養バランスのとれた食事、貧血予
防食を学ぶ講義と調理実習

■対 妊娠中（出産予定月４月～８月）の人
※家族の参加も可。

■定 ２４人（先着順）
■￥ ４００円
■申 １月５日昇～２月３日昌午前８時３０
分～午後５時１５分（松掌抄を除く）に
市保健センター（緯〈７６〉１１３３）へ

マタニティクッキング

■場 ■問 歴史博物館（緯〈７７〉６６５５）
連続講座「南吉を語る④」　　　　　　
■時 １月２３日松午後２時
■内 病魔、帰郷、苦闘、愛のロマン－安
城高女時代―

■講 小野 敬  子 氏
けい こ

映画会「山田洋次監督時代劇三部作①」
■時 １月２４日掌午前１０時・午後２時
■内 たそがれ清兵衛　出演獅真田広之ほか
歴博講座「安城の歴史を歩く②」　　　
■時 １月３０日松午後２時
■内 本證寺を歩く　集合場所獅本證寺
体験講座「いがまんじゅうをつくろう」
■時 ２月２０日松午前９時３０分
■講 神谷 文  子 氏

ふみ こ

■￥ １組５００円
■申 １月２９日晶午前９時から電話で同館へ

歴史博物館の催し

　家庭菜園での野菜づくりの基礎を学ぶ研修です。研修終了後、希望者へ市
民農園のあっ旋もあります。
■時 ４月～８月　受講者への事前説明会獅３月２５日昭　開講式獅４月２日晶　
座学獅毎月１回程度　実習獅毎週昇・昭または昌・晶午前９時～１１時３０分
管理作業日獅当番制　※生育状況などにより変更する場合あり。

■内 座学獅野菜栽培の基礎知識、病虫害防除、
作付計画・施肥設計など　実習獅春夏野菜
の栽培、農具などの扱い方

■対 市内在住で畑の管理作業ができる健康な人
■定 ３０人（定員を超えた場合は２月１０日昌に公
開抽せん）

■￥ １万５０００円
■申 １月７日昭～２月３日昌午前８時３０分～午
後５時１５分に受講申込書に必要事項を記入し、持参か郵送で農務課（松掌

抄を除く、〒４４６－８５０１住所記載不要）かアグリライフ支援センター（捷抄

を除く、〒４４４－１２０１石井町辻原１３１－２）へ
　※受講申込書は同課、同センター、南部・桜井・北部公民館、市公式ウェ
ブサイトで配布。

■場 ■問 アグリライフ支援センター（緯〈９２〉６２００）

■時 １月１０日掌午
前９時３０分

■場 安城消防署
■他 駐車場は市役
所西会館駐車
場を利用して
ください

■問 防災課（緯〈７１〉２２２０）

安城市消防出初め式

■時 １月１７日掌午前１０時～午後３時
■￥ 入苑料１００円（中学生以下は無料）、呈
茶料３００円

■場 ■問 丈山苑（緯〈９２〉７７８０）

丈山苑新春茶会

■時 １月２４日掌午前１０時～午後１時
■場 文化センター
■内 献立獅おてがるピザ、お花畑のスー
プ、果物

■対 小学生とその父親
■定 ８組（先着順）
■￥ １人３００円
■持 エプロン・三角巾またはバンダナ・
筆記用具・子ども用スリッパまたは
上履き

■申 １月５日昇～１２日昇午前８時３０分～
午後５時（松掌抄を除く）に電話で市
保健センター（緯〈７６〉１１３３）へ

■場 刈谷消防署
■対 安城・碧南・刈谷・知立・高浜市在
住・在勤の人

■定 各２０人（先着順）
■申 １月５日昇午前９時から同署（緯〈２３〉
１２９９）へ

■問 衣浦東部広域連合消防局消防課（緯

〈６３〉０１３５）
普通救命講習会Ⅰ　　　　　　　　　
■時 １月１７日掌午前９時～正午
■内 心肺 蘇  生 法（気道確保、人工呼吸、

そ せい

胸骨圧迫）、ＡＥＤの使用法、止血法
など
上級救命講習会　　　　　　　　　　
■時 １月２３日松午前９時～午後３時・２４
日掌午前９時～正午

■内 心肺蘇生法（気道確保、人工呼吸、
胸骨圧迫）、ＡＥＤの使用法、止血法、
外傷の手当てなど

■時 １月２２日晶～２４日掌午前９時～午後
４時３０分
　※２２日は午前９時３０分から。
■場 文化センター
■内 市内小・中学生の実験・観察研究の
作品や発明工夫の作品、市内特別支
援学級・安城養護学校の作品を展示

■問 教育センター（緯〈７５〉１０１０）

小中学生科学賞作品展
「かがくのひろば」

救命講習会

お父さんとこども料理教室

■時 １月１０日掌午前９時～正午
■場 リサイクルプラザ
■問 清掃事業所（緯〈７６〉３０５３）、当日の問
い合わせ（緯０９０〈９８９２〉２９３３）

■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。

■内 ■時 新年はオリオン座から獅１０日掌・
１７日掌午後１時３０分・３時　冬の夜
空に流れる川獅２４日掌午後１時３０分・
３時、３１日掌午後１時３０分　あんぷ
らスペシャル（全編生解説）獅３１日掌

午後３時
　※毎松抄午後１時３０分・３時からの
投映でも生解説あり。

■場 ■問 文化センター（緯〈７６〉１５１５）

■時 １月２４日掌午後６時３０分
■場 文化センター
■内 星空解説と火星や冬の星の観察（悪
天候の場合、星空解説と天文クイズ）

■定 １５０人（先着順）
■他 小学生以下は保護者同伴
■申 １月９日松午前９時から整理券を文
化センター（緯〈７６〉１５１５）で配布

冬の星空ウオッチング

プラネタリウム
１月の生解説
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今月の再生家具等入札販売

　平成２１年第２回衣浦東部広域連合議会臨時会を１１月２６日に開催しました。
　議会では、副議長の選挙を行い、 高  木  正  博 議員（知立市）を選出しました。

たか き まさ ひろ

続いて、「衣浦東部広域連合議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等
に関する条例の一部を改正する条例」の制定、「衣浦東部広域連合職員の給与
に関する条例の一部を改正する条例」の制定、愛知県市町村職員退職手当組
合を組織する地方公共団体の数の減少および規約の変更の３議案を原案どお
り可決しました。
■問 総務課（緯〈６３〉０１３１）

■救急相談窓口「愛知県救急安心センター」
　病気やけがで、救急車を呼んだ方がいいのか迷った場合の電話相談に、看
護師・医師が２４時間対応する愛知県救急安心センターを開設しています。
■時 ３月３１日昌午後５時まで
■内 相談窓口電話番号諮携帯電話、プッシュ回線電話獅♯７１１９　ＩＰ、ダイヤ
ル回線電話獅（緯０５２〈２６２〉３７９９）

■問 消防課（緯〈６３〉０１３５）

◆◆◆衣浦東部広域連合ＮＥＷＳ◆◆◆

■時 １月１３日昌～２月１５日捷（昇、１月
２０日昌・２１日昭を除く）

■内 自然の木をそのままいかした家具や
彫刻、間伐材作品の展示

■￥ 入園料
■場 ■問 デンパーク（緯〈９２〉７１１１）

木のぬくもり展
■時 １月１５日晶～１７日掌午前９時３０分～
午後４時　※１７日は午後３時３０分まで。

■場 ■問 文化センター（緯〈７６〉１５１５）

シルバーカレッジ
第１３期生作品展



■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。

　「テンテコ　テン」と打ち鳴らす 小  締 
こ じめ

 太  鼓 の拍子にあわせ、赤装束を身に着
だい こ

けた厄男たちが、腰に付けた大根を奇
妙に振り、練り歩くお田植え神事です。
■時 １月３日掌午後１時
■場 熱池町八幡社
■他 車は福地南部小・福地中学校駐車場
を利用、名鉄バスは、熱池停留所で
下車

■問 西尾市商工課（緯０５６３〈５６〉２１１１）

　日本におけるアクション・ペイン
ティングの先駆けで、具体美術協会の
代表的な画家、白髪一雄の作品を展示
します。
■時 １月２３日松～３月１４日掌午前１０時～
午後６時（捷を除く）

■￥ 一般６００円、高校・大学生４００円、小・
中学生２００円

■場 ■問 碧南市藤井達吉現代美術館（緯〈４８〉
６６０２）

格闘から生まれた絵画
白髪一雄展

碧
南

天下の奇祭　てんてこ祭 西
尾

■内 開始日獅１月１日抄　店舗獅アミカ
安城店（百石町）

■問 清掃事業所（緯〈７６〉３０５３）

　昨年１０月１日から、以下の疾患を対
象に追加しました。
　間脳下垂体機能障害（ＰＲＬ分泌異
常症・ゴナドトロピン分泌異常症・Ａ
ＤＨ分泌異常症・下垂体性ＴＳＨ分泌
異常症・クッシング症・先端巨大症・
下垂体機能低下症）、家族性高コレステ
ロール血症（ホモ接合体）、 脊  髄 性筋萎

せき ずい

縮症、球脊髄性筋萎縮症、慢性炎症性
脱髄性多発神経炎、肥大型心筋症、拘
束型心筋症、ミトコンドリア病、リン
パ脈管筋腫症（ＬＡＭ）、重症多形 滲 

しん

 出 
しゅつ

性 紅  斑 （急性期）、黄色 靱  帯 骨化症
こう はん じん たい

■問 衣浦東部保健所総務企画課（緯〈２１〉
４７７８）

レジ袋有料化実施店が
増えました

愛知県特定疾患医療給付事
業の対象疾患を追加

　１月２３日松は、課税処理作業のため、
固定資産税に関する証明発行はできま
せん。所得・納税に関する証明発行の
みとなりますのでご注意ください。
■問 市民税課（緯〈７１〉２２１３）

固定資産税に関する証明発
行を休止

■時 １月１１日抄から
■場 南安城駅（太田自転車預かり所）
■内 利用日時獅毎日午前９時～午後７時
■他 他のサイクルポートは下表のとおり

■問 都市計画課（緯〈７１〉２２４３）
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　昨年１２月１６日に、県内の産業別（特
定）最低賃金を下表のとおり改正しま
した。愛知労働局ホームページ（http:
//www.aichi-rodo.go.jp/）でも縦覧
できます。

■問 刈谷労働基準監督署（緯〈２１〉４８８５）

■内 テーマ獅美し
い冬景色　応
募作品獅プリ
ント４つ切
（ワイド可）、１人３点まで
　※デジタルカメラでの作品もす
べて銀塩プリントで（画像加工
不可）。

■対 １月２４日掌～２月２８日掌に丈山
苑内を撮影した写真

■他 ５月に入賞作品展を開催
■申 ３月２１日抄までに丈山苑（緯〈９２〉
７７８０）へ

レンタサイクルのサイクル
ポートを増設

利用時間サイクルポート名（貸
し出し・返却場所）

午前９時～午後７
時安城駅（自転車駐車場）

午前９時～午後３
時３０分新安城駅（南駐輪場）

午前９時～午後５
時

三河安城駅（ＭＡパー
ク管理事務所）
市役所（本庁舎１階案
内）
桜井公民館（事務所）

午前９時～午後５
時（捷、抄の翌日
を除く）

中部公民館（事務所）
堀内公園（公園管理事
務所）

午前９時３０分～午
後４時３０分（昇を
除く）

デンパーク（正面ゲー
ト受付）

午前１０時～午後４
時（掌抄を除く）

クリエーションプラ
ザ（サルビアスタンプ
会事務所）
※利用は当日のみ。どのポートでも利用
時間内での返却可能。

※１２月２９日～１月３日は、すべてのポー
トが休み。

愛知県産業別（特定）最低賃
金の改正

時間額業　種

８５３円製鉄業、製鋼・製鋼圧延業、鋼
材製造業

８３１円
はん用機械器具、生産用機械器
具、業務用機械器具製造業（従
来の一般機械器具製造業）

７９６円

電子部品･デバイス･電子回路、
電気機械器具、情報通信機械器
具製造業（従来の電気機械器具、
情報通信機械器具、電子部品･
デバイス製造業）

８３７円輸送用機械器具製造業

７８５円
計量器・測定器・分析機器・試
験機、光学機械器具・レンズ、
時計・同部分品製造業

７８１円各種商品小売業

８１８円
自動車（新車）小売業（従来の自
動車（新車）、自動車部分品・附
属品小売業から分離したもの）
※自動車部分品・附属品小売業の最低賃
金は、時間額８００円を据え置き。
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INFORMAÇÕES ÚTEIS
SEF INFORMATION

Português

Englis
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。

※ Inscrições e informações somente 
em japonês

※ Applications and inquiries will be 
in Japanese. 


