
■場 ■問 同クラブハウス（緯〈９２〉７１１２）
■申 ２月９日昌午前９時３０分～講座の開
始１週間前に同クラブハウスへ

■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
愛すべきお酒、日本酒講座　　　　　
■時 ３月３日昭午前１０時３０分
■定 ２０人（先着順）
■￥ ２０００円
■講 榊原 洋  子 氏（日本酒学講師）

よう こ

男の料理教室「うどんを作ろう」　　　
■時 ３月４日晶午前１０時
■定 ２０人（先着順）
■￥ １２００円
アロマセラピー講座「おすすめのオイ
ルとケアの方法」
■時 ３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

ま り こ

テーブルフォトふわふわ写真講座　　
■時 ３月９日昌・２３日昌午前１０時（全２
回）

■定 ２０人（先着順）
■￥ ２３００円
■講 岡本 由  樹  子 氏

ゆ き こ

春の寄せ植え講座「オーストラリア原
産の植物を使って」
■時 ３月１１日晶午前１０時
■定 ２０人（先着順）
■￥ ３５００円
■講  野  正  美  保  子 氏

の まさ み ほ こ

フォトマスターＥＸ写真講座「風に乗
って」
■時 ３月１１日晶・２５日晶午前１０時（全２
回）

■定 ２０人（先着順）
■￥ ２３００円
■講 鶴田 郁  夫 氏

いく お

■￥ 入園料
■場 ■問 デンパーク（緯〈９２〉７１１１）
クリスマスローズ展２０１１　　　　　　
■時 ２月９日昌～１４日捷

■内 クリスマスローズの
原種・交配種あわせ
て約２００鉢を展示。
クリスマスローズの即売もあり
フォトコンテスト作品展示会　　　　
■時 ２月２３日昌～３月７日捷（昇を除く）
■内 フォトコンテストの入賞・入選作品
（園内の花々・風景・イベントでの
楽しい瞬間など）を展示

■時 ３月５日松午前１０時３０分～午後１時
■場 総合福祉センター
■講 杉浦ひろ子氏
■対 市内在住の６０歳以上の人
■定 ２０人（先着順）
■￥ ５００円
■申 ２月８日昇午前９時から直接同セン
ターへ
　※電話受付は午後１時から。９日昌

以降は、午前８時３０分～午後５時１５
分（掌捷抄を除く）で受け付け。

■問 総合福祉センター（緯〈７７〉７８８８）

■時 ３月１８日晶午後２時～４時
■場 文化センター
■内 １部獅「自分さがし、しませんか？」
（心理テストなど）、２部獅「中学でイ
ジメにあった心理カウンセラーから
のメッセージ」

■講 風早里美氏（ライクユアセルフ代表）
■対 １８～３９歳の人とその家族
■定 ２０人（先着順）
■申 ２月７日捷から、郵送か電話、ファ
クスで商工課（〒４４６－８５０１住所記載
不要／緯〈７１〉２２３５／胃〈７６〉００６６）へ

■時 ２月１３日掌午前９時３０分～午後４時
■内 福祉バザー、芸能発表会、手話教室、
高齢者疑似体験、小物づくり、福祉
施設製品販売、福祉相談、似顔絵コ
ーナー、パソコン占い、子ども向け
コーナー、地域の福祉施設・養護学
校・さくら保育園・センター自主グ
ループの作品展示や地域活動支援セ
ンターの紹介、おしるこサービスな
ど

■場 ■問 桜井福祉センター（緯〈９９〉７３６５）

■時 ３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５～９月）の人
　※家族の参加も可。
■定 ２４人（先着順）
■￥ ４００円
■申 ２月７日捷～３月９日昌（松掌抄を
除く）午前８時３０分～午後５時１５分
に市保健センター（緯〈７６〉１１３３）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）
小児・乳児応急手当講習会　　　　　
■時 ２月１２日松午前９時～１１時
■場 安城消防署
■内 小児・乳児の心肺 蘇  生 法、ひきつけ、

そ せい

のどに異物が詰まった時の処置
■申 ２月５日松午前９時から同署（緯〈７５〉
２４９４）へ
普通救命講習会Ⅰ　　　　　　　　　
■時 ２月１３日掌午前９時～正午
■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
法など

■申 ２月５日松午前９時か
ら同署（緯〈２３〉１２９９）へ
上級救命講習会　　　　　　　　　　
■時 ２月１９日松午前９時～午後３時、２０
日掌午前９時～正午（全２日）

■場 知立消防署
■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 ２月５日松午前９時から同署（緯〈８１〉
４１４４）へ

■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
木工ペイント教室　　　　　　　　　
■時 ２月１９日松・２０日掌午前１０時
■定 各１００人（当日先着順）
■￥ ５００円から
いちご大福教室　　　　　　　　　　
■時 ２月１９日松・２０日掌・２６日松・２７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

手作りパン教室　　　　　　　　　　
■時 ２月１９日松・２０日掌・２６日松・２７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

簡単七宝アクセサリー教室　　　　　
■時 ２月２６日松・２７日掌午前１０時
■定 各５０人（当日先着順）
■￥ ８００円から

桜井福祉センターまつり 親と若者のセミナー

マタニティクッキング

救命講習会

デンパーク展示会

デンパーククラブハウスの
教室

デンパーククラブハウスの
講座
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介護予防に「高齢者のため
の料理教室」

■問 堀内公園（緯〈９９〉５９４７）
回数券の限定販売　　　　　　　　　
■時 ２月１日昇～２７日掌午前９時～午後
４時（７日捷・１４日捷・１５日昇・２１
日捷を除く）

■場 同園管理事務所
■内 １０００円分の回数券を購入した人に招
待券を２枚進呈

バレンタインデー企画「男性無料開放」
■内 ■時 男性限定で次の遊具を無料開放　
２月１１日抄獅サイクルモノレール、
１２日松獅汽車、１３日掌獅観覧車
　※小学生未満は、１８歳以上の保護者
の付き添いが必要。

わたがしプレゼント　　　　　　　　
■時 ２月１２日松午前１０時～午後３時（雨
天の場合は１３日掌に順延）

■対 無料開放遊具以外の有料遊具を２つ
以上利用した人

■定 ３００人（先着順）
利用者還元抽せん会　　　　　　　　
■時 ２月１６日昌～２７日掌午前９時～午後
４時（２１日捷を除く）

■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
せんで招待券を進呈

■定 各１００人（先着順）

■場 ■問 マーメイドパレス（緯〈９２〉７３５１）
造波プールでＢＩＮＧＯ大会　　　　
■時 ２月１３日掌午後２時
　※ビンゴカードの配布は午後１時４５
分から。

■対 当日のプール利用者
■定 １００人（先着順）
水中講座プログラム　　　　　　　　
■時 ２月１６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 ２月８日昇午前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 ■問 市スポーツセンター（緯〈７５〉３５４５）
スポエクＷａｔｅｒ☆疲労回復（高齢
者向け）
■時 ３月１５日昇・２２日昇午後３時～４時
（全２回）
■内 水中での疲労回復運動
■対 １８歳以上の人
■定 １５人（先着順）
■￥ 施設利用料
■持 水着、水泳帽子
■申 ２月５日松～開催日前日の午前９時
～午後８時（休館日を除く）に同セン
ターへ
プールの休館　　　　　　　　　　　
■時 ２月１日昇～１４日捷

■他 トレーニングジム・アリーナは通常
どおり営業

■時 ２月２７日掌午前１０時、午後２時
■内 「昭和残侠伝死んで 貰 います」（１９７０

もら

年作品）　出演獅高倉健、池部良ほか
■場 ■問 歴史博物館（緯〈７７〉６６５５）

■時 ２月１９日松午前９時３０分～１１時３０分
■場 南部公民館
■内 地域企業・環境ボランティア・丈山
小学校・明和小学校・県水地盤環境
課などの活動や取り組みの紹介、合
唱、おしるこの振る舞い

■問 エコネットあんじょう事務局（緯〈７７〉
０７０１）

■時 ２月１３日掌午前１０時～正午
■場 市民ギャラリー
■内 作家鈴木淳夫氏の「彫
る絵画」制作現場の見
学、現代アートの創作

■問 市民会館（緯〈７５〉１１５１）

■時 ２月２６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）

マーメイドパレスの催し・
講座

スポーツセンターの催し

映画会「東映任侠映画特集」

油ヶ淵流域の環境を考える
集い

今月のまちなか産直市

堀内公園の催し

　自治基本条例施行１周年を記念し、安城のまちについて、テーマ別にお互
いの立場を尊重しながら 想 いを語り合います。

おも

■時 ２月２７日掌午後１時３０分～４時
■場 市民交流センター
■内 テーマ獅①元気な町内会、②安城のごみ問題、
③防災に強いまち、④元気な商店街、⑤水や
緑を生かしたまち、⑥あなたが住みたいまち、
⑦全世代の人が安心して暮らせるまち、⑧その他

■他 託児あり（要予約、１人３００円）
■申 ２月１５日昇までに、参加者氏名、住所、電話番号、託児の有無を電話か
ファクス、Ｅメールで企画政策課（緯〈７１〉２２０４／胃〈７６〉１１１２／kikaku@ci

　ty.anjo.aichi.jp）へ　※当日参加も可。

郷土作家展「表現された人
物像」ワークショップ
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　２月２１日捷～３月４日晶は、設備改
修工事により、施設の運転を停止しま
す。この間、粗大ごみ・不燃ごみの持
ち込みを控えてください。
■問 清掃事業所（緯〈７６〉３０５３）

■対 昭和３５年４月２日～昭和５１年４月１
日生まれで、
普通自動車運
転免許を持つ
人

■定 ２人程度
■他 選考獅２月１４日捷（面接）　採用予定
日獅４月１日晶

■申 ２月３日昭～９日昌午前９時～午後
５時（松掌を除く）に、直接か郵送で
人事課（〒４４６－８５０１住所記載不要／
緯〈７１〉２２０３）へ
　※試験実施要項・受験申込書は、同
課、市公式ウェブサイトで配布。

■他 選考獅２月２８日捷（面接）　採用予定
日獅４月１日晶

■申 ２月７日捷～１８日晶（松掌抄を除く）
に、顔写真付きの履歴書と臨床心理
士認定書または歯科衛生士免許証を
持って市保健センター（緯〈７６〉１１３３）へ
心理相談員（臨床心理士）　　　　　　
■内 勤務内容獅乳幼児健診・健診事後教
室などでの相談業務　勤務日時獅原
則第２または第４昇と第１昌を含む
月３～４回程度で午前９時～午後３
時３０分　賃金獅時給２８９０円、通勤割
増１日２００円

■定 １人
歯科衛生士　　　　　　　　　　　　
■内 職務内容獅幼児健診、フッ化物塗布、
成人・母子関係の教室、訪問指導な
ど　勤務日時獅捷～晶のうち週１～
３回程度で午前８時３０分～午後５時
のうち２～３時間程度　賃金獅時給
１８９０円、通勤割増１日２００円

■定 若干名

■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。

　秘密は厳守しますので、相談してください。
■場 ■時 ■内 暴力追放愛知県民会議（緯０５２〈９５３〉３０００）
獅捷～晶午前９時～午後５時（抄承を除く）／
民事介入暴力事案などに経験と専門的知識の
ある弁護士・警察官ＯＢが相談に応じます。
安城警察署刑事課（緯〈７６〉０１１０）獅捷～晶午前
８時４５分～午後５時３０分（抄承を除く）

■問 市民安全課（緯〈７１〉２２１９）

　４月から、市営住宅の入居に必要な
連帯保証人の要件を変更します。詳し
くは、問い合わせてください。
■問 建築課（緯〈７１〉２２４０）

リサイクルプラザへのごみ
の搬入を控えてください

　名鉄西尾線碧
海古井駅に新し
く公衆トイレを
設置しましたの
で、利用してく
ださい。
■問 維持管理課（緯〈７１〉２２３７）

市営住宅の連帯保証人の要
件を変更

碧海古井駅に公衆トイレを
設置

■内 勤務内容獅図書・公民館管理業務　
勤務日時獅週２～３日午前９時～午
後５時または午後１時～５時（松掌

勤務あり）　賃金獅時給８４０円、通勤
割増１日２００円　採用予定日獅４月
１日晶

■対 昭和３０年４月
２日～平成５
年４月１日生
まれで、パソ
コンの基本操作ができる人

■定 若干名
■他 選考獅３月１日昇（面接）
■申 ２月１１日抄～２０日掌（１４日捷を除く）
に、顔写真付きの履歴書を持って文
化センター（緯〈７６〉１５１５）へ

公民館臨時職員

市立小・中学校用務員臨時
職員

市保健センター臨時職員

　新卒学生を採用予定の企業や地元で
頑張る企業を紹介。県内大学・掲載企
業・合同企業説明会などへ配布します。
■対 市内に本・支店のある企業
■定 ６０社（先着順）
■申 ２月７日捷～２８日捷に、申込書を持
参か郵送、ファクスで商工課（〒４４６
－８５０１住所記載不要／胃〈７６〉００６６／
緯〈７１〉２２３５）または安城商工会議所
（〒４４６－８５１２住所記載不要／胃〈７６〉
４３２２／緯〈７６〉５１７５）へ
　※申込書は、同課、同会議所で配布。
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※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. 


