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　４月２３日松は「子ども読書の日」で
す。子どもの読書活動について関心
と理解を深め、子どもに「読書」をも
っと楽しんでほしいという願いを込
めてつくられました。本に親しんで
いただけるよう、今後もさまざまな
イベントを開催していきます。

■子ども読書の日記念「わはは！の
おはなし会」
■時 ４月２３日松午後２時～３時
■内 琴を交えたおはなし会
■対 １歳以上
■定 ５０人程度（当日先着順）

■子ども読書の日記念「劇団ぺぽ人
形劇公演」
■時 ４月２４日掌午後２時～３時
■内 市内で活動するアマチュア劇団の
人形劇公演

■対 １歳以上
■定 １５０人（先着順）
■申 ３月２７日掌午前９時から整理券を
同館で配布
※電話申し込み不可。

図書館へ行こう
Let's go to library!

中央図書館の携帯用
ホームページへ葛葛

お知らせ

中央図書館（緯〈７６〉６１１１）

おはなし会
４月２日松
午後３時

おはなしレストラン
（小学生以上）

４月５日昇・
１９日昇
午前１０時３０分

えほんとわらべうたの会
（０～２歳）

４月７日昭
午前１０時３０分

おはなしゆりかご
（０～２歳）

４月１３日昌
午前１０時３０分

おはなしたまてばこ
（１～５歳）

４月１５日晶
午前１０時３０分

このゆびと～まれ
（０～２歳）

４月１６日松
午後２時

おはなしえがお
（１歳～小学生低学年）

４月１７日掌
午後２時

かみしばいの会
（幼児～小学校低学年）

４月２１日昭
午前１０時３０分

いないいないばあ
（１～５歳）

４月２７日昌
午前１０時３０分

おはなしまあだ
（１～５歳）

※対象年齢は、目安です。

■場 ■問 デンパーク（緯〈９２〉７１１１）

４日捷・１１日捷・１８日捷・２２日晶・
２５日捷

４月の休館日

メメルヘン号がリニューアルしまメルヘン号がリニューアルしますす

■クラブハウスの教室・講座
■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。
粘土でつくるスイーツ教室　　　　
■時 ４月２日松・３日掌午前１０時から
■定 各５０人（先着順）
■￥ ５００円から
ミッフィー型のクッキーをつくろう
■時 ４月２日松・３日掌・９日松・１０
日掌午前１０時から

■￥ ７００円
■申 当日午前９時３０分から同クラブハ
ウスへ

イースターエッグパン作り教室　　
■時 ４月２日松・３日掌・９日松・１０
日掌午後１時・２時３０分

■定 各１８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

いちご大福教室　　　　　　　　　
■時 ４月２日松・３日掌午後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

男の料理教室「ギョーザをつくろう」
■時 ４月８日晶午前１０時
■定 ２０人（先着順）
■￥ １２００円
■申 ３月２０日掌午前９時３０分から同ク
ラブハウスへ

押し花教室　　　　　　　　　　　
■時 ４月９日松・１０日掌午前１０時から
■定 各１００人（先着順）
■￥ ５００円から

■市民特別入園券を利用しましょう
　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３１日
昭です。ぜひ利用
してください。

■催し
■￥ 入園料
メルヘン号新・旧交代セレモニー　
■時 ３月１９日松午前１０時
メルヘン号無料乗車　　　　　　　
　新旧２台そろって運行します
■時 ３月１９日松～２１日抄（１９日はセレ
モニー終了から運行）

■他 各２００人（先着順）に乗車記念切符
を差し上げます

春の山野草展　　　　　　　　　　
■時 ３月３０日昌～４月４日捷

■内 ウラシマソウ、ハルリンドウなど
の山野草約２００点を展示
フラワーフェスティバル　　　　　
■時 ３月１９日松～５月８日掌（昇休園、
５月３日抄は営業）

■内 ３月までのイベント諮ふわふわワ
ンダーランド獅３月１９日松～２１日
抄（参加料１００円）　ロッチお笑い
ライブ獅３月２０日掌　風船太郎バ
ルーンパフォーマンス獅３月２１日
抄　ふれあい動物園獅３月２６日松・
２７日掌　キャラクターショー「ド
ラえもん」獅３月２７日掌

かぶと虫幼虫掘り体験　　　　　　
■時 ４月２日松・３日掌午前９時４５分
から

■定 各１００人（先着順）
■申 当日午前９時３０分から同園正面ゲ
ート内で整理券を配布

新新メルヘン新メルヘン号号

広報あんじょう　2011.3.15牙

■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 ４月２０日昌午前１１時～正午
■内 ■定 初級水泳「クロールから始めよう」
獅２０人　アクアビクス獅４０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 ３月２４日昭午前１０時から（休館日を
除く）マーメイドパレス（緯〈９２〉７３５１）
へ

マーメイドパレスの講座

■時 ４月２３日松午前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 ４月２日松まで（必着）に、はがきに
代表者の住所・氏名・電話番号・参
加人数を記入し、歴史博物館（〒４４６
－００２６安城町城堀３０／緯〈７７〉６６５５）
ヘ

かしわもちをつくろう

■場 ■問 南部公民館（緯〈９２〉３５２１）
春の親子映画会　　　　　　　　　　
■時 ３月２５日晶午前１０時、午後１時３０分
■内 上映作品獅「ヒックとドラゴン（日本
語吹き替え版）」

　※３Ｄではありません。
■定 ３００人（当日先着順）
■持 座布団などの敷き物
前期硬式テニス教室　　　　　　　　
■時 初級獅４月１４日昭～６月２３日昭の毎
週昭（５月５日抄を除く）　中級獅４
月１３日昌～６月２２日昌の毎週昌（５
月４日抄を除く）いずれも午後７時
３０分～９時（全１０回、雨天順延）

■対 市内在住・在勤・在学で、平成８年
４月１日以前に生まれた人

■定 各３０人（抽せん）
■￥ 各２０００円
■申 ４月３日掌午前９時に受講料を持っ
て同館へ

南部公民館の催し・教室

■時 ３月２５日晶午前１０時３０分～正午
■場 マーメイドパレス
■対 生後６か月～未就園児がいる人
■定 １０人（先着順）
■￥ 施設使用料
■持 運動に適した服装・室内シューズ・
タオル・飲み物

■他 託児あり（生後６か月～未就園児、
先着１０人）

■申 ３月２０日掌午前１０時から（２２日昇を
除く）マーメイドパレス（緯〈９２〉７３５１）
へ

託児あり！トレーニングジ
ム講習会＆利用

■時 ４月３日掌

午後２時
■内 ミカンの木
で 作 っ た
「コカリナ」
での演奏
　出演獅コカ
リナアンサ
ンブルドル
フィン

■￥ 入苑料１００円（中学生以下は無料）
■場 ■問 丈山苑（緯〈９２〉７７８０）

コカリナコンサート

■時 ４月１２日昇～７月１９日昇の毎週昇・
晶午後１時～３時（４月２９日抄、５
月３日抄を除く全２７回）

■場 市スポーツセンター
■内 高齢者用トレーニング機器を使った
運動

■対 介護保険の要支援・要介護認定を受
けていない６５歳以上の人

■定 ９人（先着順）
■￥ １０００円
■申 ３月２２日昇～２９日昇午前８時３０分～
午後５時１５分（松掌を除く）に市保健
センター（緯〈７６〉１１３３）へ
　※事前に保健師が申込者を訪問しま
す。

転ばぬ先の筋トレ教室

■場 ■問 マーメイドパレス（緯〈９２〉７３５１）
模擬店　　　　　　　　　　　　　　
■時 ３月２７日掌午前１０時～午後４時
■内 玄関前ロータリーで、フワフワや輪
投げなどの模擬店が出ます

■￥ １回１００円
お楽しみゲーム大会　　　　　　　　
■時 ３月２７日掌午後２時
■他 景品をプレゼント
■￥ 施設使用料

マーメイドパレス感謝祭

■場 ４月１３日昌午後２時～３時３０分
■場 安城商工会議所
■内 持続発展する豊かな中部を目指して
～地域の将来を考える～

■講 川口 文  夫 氏（鋤中部経済連合会会長）
ふみ お

■定 １２０人（定員を超えた場合は抽せん）
■申 ４月５日昇までの午前９時～午後５
時（松掌抄を除く）に安城商工会議所
へ

■問 安城商工会議所（緯〈７６〉５１７５）、商工
課（緯〈７１〉２２３５）へ

経済講演会

■時 １日晶・２
日松、５日
昇～９日松、
１２日昇～１６
日松、１９日
昇～２２日晶、
２６日昇～３０
日松午後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（緯〈７７〉４４９０）

４月の土器づくり教室



■内 ■時 春の夜空は動物がいっぱい獅３日
掌・１０日掌午後１時３０分・３時　
からすがなくから空を見よう獅１７日
掌・２４日掌午後１時３０分・３時（２４
日は午後１時３０分のみ）　あんぷら
スペシャル獅２４日掌午後３時

　※毎松・抄の午後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）
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１月分／受け付け順／敬称略
市社会福祉協議会　善意銀行／福祉基金
さわやかダンス、本間千春、鈴木直子、
桜井公民館利用者、明治安田生命恕刈
谷支社安城営業所、小川欣一、ふれあ
いダンス、総合福祉センター利用者、
野村君江、イノアック労働組合桜井支
部、㈱イノアックコーポレーション桜
井事業所、日本モウルド工業、東端の
老人、前澤文夫、浅井善七、安城の歴
史を学ぶ会、末日聖徒イエス・キリス
ト教会刈谷ワード、桜井福祉センター
利用者、愛知県労働者福祉協議会安城
地区友の会、ほほえみダンス、トヨタ
自動車叙社会貢献推進部、鬼頭三郎、
更科庵、田中洋、匿名
市役所関係　　　　　　　　　　　　
サークルＫ安城大山店加藤誠

福祉への善意・寄付
ありがとうございます

　平成２３年第１回衣浦東部広域連合議会定例会を２月１６日に開催しました。
　議会では、一般質問のほか、６１６８万円を減額する平成２２年度一般会計補正
予算（第２号）、総額５０億６５００万円の平成２３年度一般会計予算など計３件の議
案を原案どおり可決、成立しました。
■平成２３年度衣浦東部広域連合一般会計予算
　歳入歳出総額は５０億６５００万円で、主に通信指令システム更新に係る経費の
増額により、前年度より２億円、４．１％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。

《総務費の主な内訳》
広域連合事務所経費、事務職人件費、電算システム経費獅１億５３７５万９０００円
人事管理経費、職員福利厚生経費獅３５４４万２０００円　
《消防費の主な内訳》
消防職員人件費獅３６億５１２１万６０００円　消防庁舎・設備・車両の維持経費、消
防・救急・救助活動費獅２億８５５４万４０００円　消防施設改修費、消防設備費、
水利関係経費獅４億９３６０万４０００円　消防車両などの更新経費獅１億４２１２万
６０００円　消防団の報酬および旅費など獅１億５０８３万２０００円
■問 衣浦東部広域連合事務局総務課（緯〈６３〉０１３１）

衣浦東部広域連合ＮＥＷＳ

安城プラネの仲間たち
４月の生解説

■場 ■問 衣浦東部保健所（刈谷市／緯〈２１〉
４７７８）
エイズ検査　　　　　　　　　　　　
■時 ４月５日昇・１２日昇・１９日昇・２６日
昇午前９時～１１時（５日・１９日は午
後６時～７時もあり）

■対 感染の疑いがある日から３か月以上
経過した人
※匿名での受診可。
肝炎血液検査　　　　　　　　　　　
■時 ４月５日昇・１２日昇・１９日昇・２６日
昇午前９時～１１時

■対 検査を受けたことがなく、感染が心
配な人
こころの健康相談　　　　　　　　　
■時 捷～晶午前９時～正午、午後１時～
４時３０分（抄を除く）

■内 保健師、精神保健福祉相談員による
相談

衣浦東部保健所のお知らせ

■対 ■時 ■場 乳幼児 ▼１５日晶・２２日晶獅高棚
町公民館、１９日昇・２６日昇獅南部公
民館、２０日昌・２７日昌獅東部公民館、
２１日昭・２８日昭獅安祥公民館いずれ
も午前１０時～１１時

■問 子ども課子育て支援係（緯〈７２〉２３１７）

４月の移動児童館

■時 ４月１０日掌午前９時３０分～午後２時
３０分（雨天中止）

■場 ＪＡあいち中央桜井支店集合獅安正
寺獅志貴野橋獅八ツ面山山頂（西尾
市）獅ＪＡあいち中央桜井支店

■持 昼食・水筒・携帯雨具・敷き物など
■他 乗り合わせか、公共交通機関でお越
しください

■問 市体育館（緯〈７５〉３５３５）

八ツ面山歩け運動

＜歳入＞
内容金額（千円）款

関係５市からの
負担金５，０２３，８３０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

８，４３８使用料・
手数料

消防車両購入の
補助金４県支出金

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１２，７２６諸収入

５，０６５，０００合　計

＜歳出＞
内容金額（千円）款

広域連合の議会
運営２，１４０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

１９４，１９８総務費

各消防署所、各
消防団、消防車
両、消防水利な
ど

４，８３６，８９５消防費

消防施設・設備
整備の借入金償
還費用

１１，７６７公債費

２０，０００予備費
５，０６５，０００合　計

双眼兄弟

プラネ太郎

広報あんじょう　2011.3.15臥

■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 交付開始日獅３月２３日昌

　※４月１日晶から利用できます。
■内 通院や外出にかかるタクシー料金の
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、通院報告書を提出す
れば２冊目を交付します。

■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、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１～３級
　②療育手帳Ａ・Ｂ判定
　③精神障害者保健福祉手帳１・２級
■申 ①～③のいずれかを持って障害福祉
課（緯〈７１〉２２２５）へ

障害者福祉タクシー料金
助成利用券を交付

■内 賃金獅時給１０５０円～１３５０円、活動手
当１回２２０円　採用月獅４月

■対 介護福祉士・ホームヘルパー１級・
同２級・看護師・准看護師のいずれ
かの資格を有し、月３０時間以上勤務
できる人

■定 ６人程度
■他 選考獅面接（３月下旬）
■申 ３月１５日昇～２６日松午前９時～午後
５時（２０日掌～２２日昇を除く）に、写
真をはった履歴書と資格を証明する
書類を持って市社会福祉会館へ

■問 市社会福祉協議会（緯〈７７〉２９４１）

■内 勤務日時獅捷～晶午前９時～午後４
時　賃金獅時給１０００円、通勤割増１
日２００円

■定 １人
■他 選考獅面接（３月２９日昇）
■申 ３月２５日晶までの午前８時３０分～午
後５時１５分（松掌抄を除く）に、履歴
書を持って障害福祉課（緯〈７１〉２２２５）
へ

障害者就労相談員

■内 勤務日時獅午前９時～午後５時のう
ち指定する時間（松掌抄も勤務あり）
賃金獅時給７８０円から（松掌抄は１００
円増）、通勤割増１日２００円　休日獅

要相談
■定 １人程度
■対 １８～５０歳くら
いの人
　※大学生歓迎、
高校生不可。

■申 写真をはった
履歴書を持っ
てデンパーク（緯〈９２〉７１１１）へ

デンパークゲートスタッフ

　あいち共同利用型施設予約システム
のリニューアルにともない、システム
を停止します。
■時 停止期間獅３月２８日捷午前０時３０分
～３０日昌午前１０時

■他 リニューアル後も、現在の利用者登
録番号は引き続き利用できます
　※システムのＵＲＬは変わりません。
■問 情報システム課（緯〈７１〉２２０７）

公共施設予約システムを
停止します

　小・中学校の就学に必要な費用につ
いて、経済的な理由で困っている人へ
の援助があります。詳しくは各小・中
学校へ問い合わせてください。
■問 学校教育課（緯〈７１〉２２５４）

就学援助制度

パート保育士　　　　　　　　　　　
■内 勤務日時獅捷～晶午前８時３０分～午
後４時、松午前８時３０分～正午のう
ち週２・３日　賃金獅時給９９０円、
通勤割増１日２００円　採用日獅４月
１日晶

■申 ３月３１日昭までの午前８時３０分～午
後５時（松掌抄を除く）に、写真をは
った履歴書と保育士証を持って子ど
も課（緯〈７１〉２２２８）へ

登録保育士　　　　　　　　　　　　
■内 一時的に保育士が不足する場合、登
録者の中から雇用条件に見合う人を
選考し、採用します

■申 捷～晶午前８時３０分～午後５時（抄

を除く）に、写真をはった履歴書と
保育士証を持って子ども課（緯〈７１〉
２２２８）へ

保育士

■内 勤務日時獅捷～晶のうち週２日午前
９時～午後５時　賃金獅時給９５０円、
通勤割増１日２００円

■対 厚生労働省認定手話通訳士か全日本
ろうあ連盟認定手話通訳者の資格が
ある人

■定 １人
■他 選考獅面接（３月２９日昇）
■申 ３月２５日晶までの午前８時３０分～午
後５時１５分（松掌抄を除く）に、履歴
書と資格を証明する書類を持って障
害福祉課（緯〈７１〉２２２５）へ

手話通訳者

ヘルパー


