
■時 １月１８日昇

■場 刈谷市産業振興センター
■問 県福祉人材センター（緯０５２〈２３２〉１２３
６）、市社会福祉課（緯〈７１〉２２２４）
就職支援セミナー　　　　　　　　　
■時 午前１０時～午後０時３０分
■内 講義「福祉職に求められるヒューマ
ンスキルと福祉職場の最新就職事
情」、パネルディスカッション、就職
フェア活用術・職場体験案内

■定 １００人（先着順）
■申 １月１２日昌までに、住所、氏名、職
業、電話番号、福祉経験の有無を、
はがきかファクス、電話で県福祉人
材センター（名古屋市中区丸の内２
－４－７／胃０５２〈２３２〉１２３７）へ
　※所定の申込用紙を同センター公式
ウェブサイトで配布。

就職フェア　　　　　　　　　　　　
■時 午後１時～４時
■内 福祉職場の個別面談コーナー、福祉
の仕事・資格や進路に関する相談

■他 雇用保険を受給中の人は、受給資格
者証を持参してください

■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。詳細は問い合わせて
ください
毛糸のリース作り教室　　　　　　　
■時 １月１５日松・１６日掌午前１０時から
■定 各３０人（当日先着順）
■￥ ８００円
いちご大福教室　　　　　　　　　　
■時 １月１５日松・１６日掌・２２日松・２３日
掌・２９日松・３０日掌午前１１時、午後
１時・２時３０分

■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
バレンタインクッキー教室　　　　　
■時 １月１５日松・１６日掌・２２日松・２３日
掌・２９日松・３０日掌午後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
シルバーアクセサリー教室　　　　　
■時 １月２２日松・２３日掌午前１０時から
■定 各５０人（当日先着順）
■￥ １５００円から
白磁のペンダント教室　　　　　　　
■時 １月２９日松・３０日掌午前１０時から
■定 各５０人（当日先着順）
■￥ ８００円から
寄せ植え講座「クリスマスローズの寄
せ植え」
■時 ２月４日晶午前１０時
■定 ２０人（先着順）
■講 野正美保子氏
■申 １月１２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「アロマクリーム
を作りましょう」
■時 ２月７日捷午後１時３０分
■定 ２０人（先着順）
■￥ ２５００円
■講 内藤満里子氏
■申 １月１２日昌午前９時３０分から同クラ
ブハウスへ

　安城・碧南・刈谷・知立・高浜市在
住・在勤の人はどの会場でも受講可能。
■定 各２０人（先着順）
■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１６日掌午前９時～正午
■場 高浜消防署
■内 心肺 蘇  生 法（気道

そ せい

確保、人工呼吸、
胸骨圧迫）、ＡＥＤ
の使用法、止血法
など

■申 １月５日昌午前９
時から同署（緯〈５２〉
１１９０）へ
上級救命講習会　　　　　　　　　　
■時 １月２２日松午前９時～午後６時
■場 刈谷消防署
■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

■申 １月５日昌午前９時から同署（緯〈２３〉
１２９９）へ
小児・乳児応急手当講習会　　　　　
■時 １月２９日松午前９時～１１時
■場 高浜消防署
■内 小児・乳児の心肺蘇生法、ひきつけ、
のどに異物が詰まった時の処置

■申 １月５日昌午前９時から同署（緯〈５２〉
１１９０）へ

■場 ■問 デンパーク（緯〈９２〉７１１１）
木工展　　　　　　　　　　　　　　
■時 １月１２日昌～２月２１日捷（昇、１月
１９日昌・２０日
昭を除く）

■内 自然の木をそ
のままいかし
た家具や彫刻、
間伐材で作ったエコ作品などを展示

■￥ 入園料
臨時休園　　　　　　　　　　　　　
　１月１９日昌・２０日昭は、臨時休園し
ます。ご了承ください。

救命講習会

デンパーククラブハウスの
教室・講座

デンパークの催し

■時 １月９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）

今月の再生家具等入札販売

福祉関係就職支援セミナー・
福祉の就職総合フェア

■時 １月２２日松午前９時（商品がなくな
り次第終了）

碧海信用金庫本店前会場（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（緯〈７１〉２２３３）
クリエーションプラザ会場（御幸本町）
■内 一色漁港で水揚げされた新鮮な魚介
類や海産物の販売

■問 商工課（緯〈７１〉２２３５）、クリエーショ
ンプラザ（緯〈７２〉５００２）

交流広場会場（御幸本町）　　　　　　
■内 地元産野菜や米粉パンなどの販売
■問 商工課（緯〈７１〉２２３５）、クリエーショ
ンプラザ（緯〈７２〉５００２）

■時 １４期生作品展獅１月１４日晶～１６日掌、
ＯＢ作品展獅１月２８日晶～３０日掌い
ずれも午前９時３０分～午後４時
　※１６日・３０日は午後３時３０分まで。
■場 ■問 文化センター（緯〈７６〉１５１５）

■時 ２月１７日昭午前９時３０分～午後１時
■場 市保健センター
■内 親子で調理実習　献立獅三色おにぎ
り、きのこのみそ汁、ほうれん草の
ごま和え、かつおの香味焼き

■対 ３歳児健診済みで就学前の子とその
保護者

■定 １０組程度（先着順）
■￥ １人４００円
■持 エプロン・手ふきタオル・筆記用具・
子ども用の上履き

■申 １月６日昭～２月１０日昭午前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

シルバーカレッジ
第１４期生・ＯＢ作品展

今月のまちなか産直市 親子栄養スクール
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■場 ■問 堀内公園（緯〈９９〉５９４７）

フワフワ遊具で遊ぼう！　　　　　　
■時 １月８日松～１０日抄午前１０時～午後
４時（雨天中止）

■対 有料遊具を２つ以上利用した小学生
以下
　※当日発行の利用券のみ。特別券な
どの利用を除く。

■￥ 各有料遊具使用料
■他 未就学児は１８歳以上の保護者の付き
添いが必要

ぜんざいの無料配布　　　　　　　　
■時 １月１６日掌午前１１時
■定 ３００人（先着順）
シャボン玉で遊ぼう！　　　　　　　
■時 １月２２日松・２３日掌午前１０時～午後
３時（材料が無くなり次第終了）

利用者還元抽せん会　　　　　　　　
■時 １月２９日松・３０日掌午前１０時～午後
３時

■場 同園管理事務所　
■内 有料遊具を２つ以上利用した人に抽
せんで有料遊具招待券を進呈
　※当日発行の利用券のみ。特別券な
どの利用を除く。

■定 各２００人（先着順）
■￥ 各有料遊具使用料

■時 １月１５日松・２２日松・２９日松、２月
５日松・１２日松・１９日松、３月５日
松・１２日松・１９日松午前１０時～１１時
３０分

■場 安祥閣
■定 各３０人（先着順）
■￥ ５００円
■申 １月７日晶午前９時から電話で安祥
閣（緯〈７４〉３３３３）へ

堀内公園の催し

安祥閣着物着付け講座

■問 マーメイドパレス（緯〈９２〉７３５１）
こどもプール無料開放　　　　　　　
■時 １月４日昇・５日昌

■対 中学生以下
ＢＩＮＧＯ大会　　　　　　　　　　
■時 １月５日昌午後２時
　※ビンゴカードの配布は午後１時４５
分から。

■定 １００人（先着順）
ジャンケン大会　　　　　　　　　　
■時 １月６日昭午後２時
■内 ジャンケンで勝った人にマーメイド
パレス無料券を進呈
もちつき体験会　　　　　　　　　　
■時 １月９日掌午後１時・１時３０分
■対 小学生以下
■定 各３０人（先着順）
　※開始１５分前から整理券を配布。も
ちつき終了後、先着１００人につきた
てのもちを振る舞います。

おしるこ無料配布　　　　　　　　　
■時 １月９日掌午後０時３０分
■定 ２００人（先着順）
水中講座プログラム　　　　　　　　
■時 １月１９日昌午前１１時～正午
■内 ■定 アクアビクス獅４０人、初級水泳
「クロールから始めましょう」獅２０人
　※いずれも先着順。
■対 １８歳以上の人
■￥ 施設使用料
■他 託児あり（生後６か月～未就園児、
先着１０人）

■申 １月６日昭午前１０時からマーメイド
パレスへ

■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。

■場 市スポーツセンター
■￥ 施設利用料
■申 １月５日昌～開催日前日の午前９時
～午後８時（休館日を除く）に同セン
ター（緯〈７５〉３５４５）へ
脂肪燃焼!!簡単☆エクササイズ教室♪
■時 ２月２日昌・９日昌・１６日昌・２３日
昌午後１時３０分～２時３０分（全４回）

■内 ウオーキングや簡単な筋トレ
■対 １８歳以上の人
■定 １０人程度（先着順）
■持 運動に適した服装・タオル・室内シ
ューズ・飲み物（ペットボトル）
にゅーすぽーつ体験☆「キンボール編」
■時 ２月１９日松午前１０時～正午
■内 直径１２２㎝のボールを使ったゲーム
■対 １８歳以上の人
■定 ２０人（先着順）
■持 運動に適した服装・タオル・室内シ
ューズ・飲み物（ペットボトル）

■場 ■問 歴史博物館（緯〈７７〉６６５５）
映画会「東映任侠映画特集①」　　　　
■時 １月２３日掌午前１０時、午後２時
■内  博  奕 打ち総長賭博　出演獅鶴田浩二

ばく ち

ほか
体験講座「いがまんじゅうをつくろう」
■時 ２月１９日松午前
９時３０分

■定 ２０組（先着順）
■￥ １組５００円
■申 １月２８日晶午前
９時から電話で同館へ

■時 ２月１６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４～８月）の人
　※家族の参加も可。
■定 ２４人（先着順）
■￥ ４００円
■申 １月５日昌～２月９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

歴史博物館の催し

スポーツセンターの催し
マタニティクッキング

マーメイドパレスの催し・
水中講座

広報あんじょう　2011.1.1会

■時 １月２１日晶～２３日掌午前９時～午後４時３０分
　※２１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、市内小・中学校特別支援学級・
安城養護学校の作品を展示

■問 教育センター（緯〈７５〉１０１０）



　借地権者委員の欠員により補欠選挙
をします。
　これに伴い、借地権者の選挙人名簿
の縦覧をします。
■内 補欠選挙期日獅２月１３日掌　借地権
者の選挙人名簿の縦覧期間獅１月４
日昇～１７日捷午前８時３０分～午後５
時１５分　縦覧場所獅区画整理課

■問 区画整理課（緯〈７１〉２２４６）

　１月２９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）

　本紙昨年１月１５日号・４月１５日号で
お知らせした都市計画マスタープラン
を、１２月２４日付けで公表しました。内
容は、都市計画課、市公式ウエブサイ
トでご覧ください。
■問 都市計画課（緯〈７１〉２２４３）

　昨年１２月１６日に、県内の産業別最低
賃金を下表のとおり改正しました。詳
細は、愛知労働局ウェブサイトにも掲
載しています。
■問 刈谷労働基準監督署（緯〈２１〉４８８５）、
市商工課（緯〈７１〉２２３５）

　県内都市計画区域の再編により、衣
浦東部都市計画区域は、西三河都市計
画区域（旧衣浦東部、旧岡崎及び旧西
尾幡豆都市計画区域）に変更されまし
た。あわせて、次の都市計画を平成２２
年１２月２４日付けで変更しました。
■内 県決定獅都市計画区域の整備、開発
及び保全の方針、区域区分、用途地
域、道路、都市高速鉄道、公園、下
水道、土地区画整理事業　市決定獅

防火地域及び準防火地域、駐車場整
備地区、生産緑地地区、道路、駐車
場、公園、下水道、汚物処理・ごみ
焼却場、ごみ処理場、火葬場、防火
の施設、土地区画整理事業、土地区
画整理促進区域、地区計画

■問 都市計画課（緯〈７１〉２２４３）

時間額業　種

８６２円製鉄業、製鋼・製鋼圧延業、鋼
材製造業

８３８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）

８０３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）

８４４円輸送用機械器具製造業

７９２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

７８５円各種商品小売業

８２６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。

　平成２２年第２回衣浦東部広域連合議会臨時会を１１月３０日に開催しました。
　議会では、「衣浦東部広域連合職員の給与に関する条例等の一部を改正する
条例」の制定、「衣浦東部広域連合手数料条例の一部を改正する条例」の制定、
「衣浦東部広域連合火災予防条例の一部を改正する条例」の制定の３議案を原
案どおり可決しました。
■問 衣浦東部広域連合総務課（緯〈６３〉０１３１）

◆◆◆衣浦東部広域連合ＮＥＷＳ◆◆◆

■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２９日松～３月２１日抄午前１０時～
午後５時（捷を除く）
　※入館は午後４時３０分まで。
■内 １９５０～６０年代にかけてロンドンで流
行した音楽やファッションを紹介。
また、ビートルズの貴重な資料、ジ
ミー・ペイジ愛蔵のギター・衣装を
日本で初めて公開します

■￥ 一般８００円、小・中学生４００円
　※障害者手帳所有者とその介助者は
無料。

■場 ■問 岡崎市美術博物館（緯０５６４〈２８〉
５０００）

スウィンギン・ロンドン
５０’ｓ－６０’ｓ

岡
崎

固定資産税に関する証明発
行を休止

愛知県産業別（特定）最低賃
金の改正

都市計画マスタープランを
策定

都市計画の変更

桜井駅周辺特定土地区画整理
審議会委員借地権者補欠選挙

スクーター「べスパ１２５呪」
１９５１年ピアッジョ社 
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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. 


