
■時 ７月９日松・１０日掌午前９時１０分～
午後４時３０分（１０日は午後３時４０分
まで、全２回）
■場 県立高浜高等技術専門校
■定 １５人（定員を超えた場合は抽せん）
■￥ ２３００円（別途材料・テキスト代）
■申 ５月２３日捷～６月１３日捷に、はがき
に講座名・郵便番号・住所・氏名・
生年月日・電話番号・勤務先名・勤
務先電話番号を記入し、同校（〒４４４
－１３２４高浜市碧海町４－１－６／緯

〈５３〉００３１）へ
※Ｅメールでの申し込みも可。詳細
は同校ウェブサイト（http://www.
pref.aichi.jp/shugyo/koukyou/t
akahama/）をご覧ください。

在職者対象訓練「第二種電
気工事士技能講座」
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■場 あんぱ～く（大東町）
■他 一人１講習のみ
■申 ５月２３日捷午前９時から（掌を除く）
電話で市子育て支援センター（緯〈７２〉
２３１７）へ
親子遊び講習会　　　　　　　　　　
■時 ６月３日晶午前１０時～１１時３０分
■内 らくらく子育て親子でヨーガ
■講 小嶋夕   佳   氏（ライトウェーブ）

ゆ か

■対 乳幼児とその保護者
■定 ４０組（先着順）
育児講習会　　　　　　　　　　　　
■時 ７月１日晶午前１０時～１１時３０分
■内 初めての靴の選び方
■講 永井恵   子   氏（ＮＰＯ法人ＷＩＳＨ）

けい こ

■対 乳幼児の保護者
■定 ３０人（先着順）
■他 同室託児あり
子育て何でも相談広場　　　　　　　
■時 ７月４日捷午前１０時～１１時３０分
■内 子どもの事故
■講 安城消防署職員
■対 乳幼児とその保護者
■定 ２０組（先着順）
■他 同室託児あり

子育て支援センター講習会

■問 安城消防署予防係（緯〈７５〉２４６０）
危険物取扱者試験　　　　　　　　　
■時 ７月１０日掌

■場 名古屋・豊橋市内
■内 甲種、乙種全類、丙種
■申 ６月６日捷～１５日昌に願書を郵送か
持参で除消防試験研究センター愛知
県支部へ
※願書は５月２３日捷から安城消防署
で配布。

乙種第４類予備講習会　　　　　　　
■時 ６月２３日昭

■場 文化センター
■定 １５０人（先着順）
■￥ ８０００円（テキスト代含む）
■申 ５月２３日捷から、受講料を持って安
城消防署へ

■時 ■場 下表のとおり

■￥ ４７００円（愛知県証紙により納付）
■申 ６月１日昌～９日昭に所定の封筒で
郵送
※受講申請書などは５月１３日晶から
各消防署、各県民生活プラザで配布。
■問 鋤愛知県危険物安全協会連合会（緯

０５２〈９６１〉６６２３）、衣浦東部広域連合消
防局予防課（緯〈６３〉０１３７）

講習種別会場講習日 一般特定給油
午後

①

６月２８日昇

午前午後　　２９日昌

午後午前　　３０日昭

午前
午後７月１日晶

午後午前②　　５日昇

午後午前③　　８日晶

午後午前

①

　　１２日昇

午前午後　　１３日昌

午前
午後　　１４日昭

午前午後　　１５日晶

午前午後④　　２０日昌

午後午前⑤　　２２日晶

午後午前⑥　　２９日晶

①ウィルあいち　②ライフポートとよ
はし　③稲沢市民会館　④高浜市立中
央公民館　⑤刈谷市産業振興センター
⑥大府市勤労文化会館
給油獅給油取扱所　特定獅特定事業所

危険物取扱者保安講習会

危険物取扱者試験・
予備講習会

■時 ７月３０日松午前１０時～１１時３０分
■内 絵本ライブ
■講 ＮＰＯ法人ファザ
ーリング・ジャパ
ン
■対 乳幼児とその父親
■定 ３０組（先着順）
■申 ５月３０日捷午前９
時から（掌抄を除く）電話で市子育て
支援センター（緯〈７２〉２３１７）へ

■時 ６月１４日昇～来年３月１３日昇の毎月
第２昇午前１０時～１１時３０分（全１０回）
■場 西部福祉センター
■対 市内在住で６０歳以上の人
■定 １２人（先着順）
　※受け付け開始時に定員を超えた場
合は抽せん。
■￥ ５００円
■申 ５月２５日昌午前９時から（捷を除く）
直接西部福祉センター（緯〈７２〉６６１６）
へ
　※電話申し込み不可。

シニア世代のために
折り紙を楽しむ会

■時 抽せん券配布施６月１日昌～１２日掌

抽せん日施６月１１日松・１２日掌

■内 期間中、施設の個人利用１回ごとに、
抽せん券を１枚配布
■問 マーメイドパレス（緯〈９２〉７３５１）

施設利用券抽せん会

■対 ■時 ■場 乳幼児 ▼７日昇・２１日昇獅南部
公民館、９日昭・２３日昭獅安祥公民
館、１０日晶・２４日晶獅高棚町公民館、
１５日昌・２９日昌獅東部公民館いずれ
も午前１０時～１１時

■問 市子育て支援センター（緯〈７２〉２３１７）

６月の移動児童館

　あんくるバス内に掲示していた
「広報あんじょう４月１日号広告」
に誤りがありました。お詫びして
訂正します。
誤施固定資産税を９５％減税　正施

新規取得の償却資産を対象に固定
資産税を９５％減税
■問 秘書課広報広聴係（緯〈７１〉２２０２）

パパ講座

■時 ７月６日昌午前１０時３０分～午後１時
（受け付けは午前１０時１５分～１０時３０
分）
■場 市保健センター
■内 ３歳児の食生活についての講義、調
理実習
■対 ３歳児健診済みで平成１９年７月～平
成２０年６月生まれの子とその保護者
■定 ６組（先着順）
■￥ １人３００円
■持 エプロン・筆記用具など
■申 ５月２４日昇～６月２９日昌午前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）ヘ

３歳の栄養教室

お詫びと訂正

■時 ６月９日昭午後１時３０分～４時
■場 刈谷市産業振興センター
■対 来年３月中学・高校卒業予定者の採
用を予定している企業
■問 ハローワーク刈谷（緯〈２１〉５００３）、市
商工課（緯〈７１〉２２３５）

新規学卒求人取扱説明会

広報あんじょう　2011.5.15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。

■場 ■問 堀内公園（緯〈９９〉５９４７）
鉄道員コスチュームで記念撮影　　　
■時 ５月２１日松午前１１時、正午、午後１
時・２時（雨天中止）

■内 子ども用の鉄道員制服を着て、汽車
の運転席で記念撮影
■対 未就学児
■定 各１０人（先着順）
■持 撮影用カメラ
■他 撮影中は、汽車の運行を中止します
■申 各開始１０分前から、同園電動汽車乗
り場にて受け付け

ふわふわ遊具で遊ぼう　　　　　　　
■時 ５月２８日松・２９日掌午前１０時～午後
３時（雨天中止）
■対 小学生以下
■￥ ２００円（当日、有料遊具を２つ以上利
用した場合は無料）

お得な回数券販売　　　　　　　　　
■時 ６月１日昌～３０日昭午前９時～午後
４時（捷を除く）
■場 同園管理事務所
■内 回数券１冊の購入につき、無料券を
２枚進呈

堀内公園の催し

■時 ６月４日松午後２時～３時
■内 出演施榎本 和  俊 （ギター）

かず とし

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

あじさいコンサート

■時 ６月５日掌午後１時
■内 ダイエットのハーブティーを学び、
ローズバスソルトを作ります
■講 杉浦なお壬   氏

み

■￥ １０００円
■申 ５月２０日晶午前９時３０分から（昇を
除く）電話でデンパーク（緯〈９２〉７１１２）へ

デンパーク特別教室
バラで美しく

■時 ７月２日松午後６時～７時３０分
■内 出演施古今亭 菊  之 

きく の

 丞 
じょう

■定 １３０人（先着順）
■￥ 一般施１０００円、中学生以下施９００円
　（いずれも入苑料・呈茶料含む）
■申 ５月２０日晶午前９時から（捷を除く）
丈山苑（緯〈９２〉７７８０）へ

丈山苑落語会

■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。詳細は問い合わせて
ください
シルバーアクセサリー教室　　　　　
■時 ６月４日松・５日掌午前１０時から
■講 近藤 祐  子 氏

ゆう こ

■定 各５０人（先着順）
■￥ １５００円から
クッキーファクトリー　　　　　　　
■時 ６月４日松・５日掌・１１日松・１２日
掌午前１０時～午後３時３０分
■内 型抜きして楽しくクッキー作り。バ
ニラ味、チ
ョコレート
味のほか、
季節限定の
バラ味もあ
り
■￥ ７００円
手作りパン教室（動物あんパンとデニ
ッシュパン）
■時 ６月４日松・５日掌・１１日松・１２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

ジェルキャンドル教室　　　　　　　
■時 ６月１１日松・１２
日掌午前１０時か
ら
■定 各５０人（先着順）
■￥ １２００円から

デンパーククラブハウスの
教室

■時 ６月１日昌～３日晶・７日昇～１１日
松・１４日昇～１７日晶・２１日昇～２５日
松・２８日昇～３０日昭いずれも午後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）

土器づくり教室

■時 ■対 ６月５日掌　平成２０年１１・１２月生
まれ施午前９時～９時４５分　平成２１
年１・２月生まれ施午前９時４５分～
１０時３０分　平成２１年３・４月生まれ
施午前１０時３０分～１１時１５分　平成２０
年５～１０月生まれで昨秋に未実施の
子施午前１１時１５分～１１時３０分

■持 母子健康手帳
■他 平成２１年５月生まれ以降の子は、１０
月３０日掌に実施
■問 市保健センター（緯〈７６〉１１３３）

２歳児歯科健診とフッ化物
（フッ素）塗布

■時 ６月４日松・５日掌・１１日松・１２日
掌

■内 期間中は午後９時まで開園し、夜間
はホタル観賞ができます。また、ク
ラウンのパフォーマンスも開催。
■場 ■問 デンパーク（緯〈９２〉７１１１）

ホタルまつり

■問 ■場 デンパーク（緯〈９２〉７１１１）
親子で楽しむカンタン寄せ植え　　　
■時 ５月２８日松・２９日掌午前１０時～午後
３時
■定 各２５人（先着順）
■￥ １０００円
■申 当日午前１０時から水のステージへ
和太鼓ステージ　　　　　　　　　　
■時 ■内 出演

▲

５月２８日松施 龍 
りゅう

 桜 
おう

 流 やぐら
りゅう

太鼓　５月２９日掌施 梵  迦 　いずれも
ぼん が

午前１１時、午後２時
講演会「こっそり教える花苗のひみつ」
■時 ５月２８日松午後１時
■内 お得な花苗の買い方
■講 伊藤章太郎氏
講演会「はじめてのバラ作り」　　　　
■時 ５月２９日掌午後１時
■内 バラの手入れの仕方
■講 後藤みどり氏

デンパークの催し・講座



■図書館友の会「みんなのひろば」
■時 ５月２９日掌

お楽しみコーナー　　　　　　　　
■時 午前１０時～１１時３０分
■内 ぬりえ・折り紙

マジックショー　　　　　　　　　
■時 午前１１時３０分～正午、午後１時３０
分～２時
アニメ映画会　　　　　　　　　　
■時 午後２時～３時
■内 日本昔ばなし「きんたろう／こぶ
とりじいさん／したきりすずめ」、
「きかんしゃトーマス」

■小・中学校の教科書展示会
■時 ６月１１日松～７月５日昇（捷、６
月２４日晶を除く）

６日捷・１３日捷・２０日捷・２４日晶・
２７日捷

図書館へ行こう
Let's go to library!

中央図書館の携帯電話用
ウェブサイトへ葛葛

お知らせ

中央図書館（緯〈７６〉６１１１）

６月の休館日

芽広報あんじょう　2011.5.15

　５月２１日松～３１日昇は「家内労働旬
間」です。委託者は、「家内労働手帳」を
発行し、最低工賃を守りましょう。家
内労働者は、「家内労働手帳」を受け取
り、記載事項を確認しましょう。家内
労働による災害の防止と、健康管理に
努めましょう。
■問 愛知労働局賃金課（緯０５２〈９７２〉０２５８）、
刈谷労働基準監督署（緯〈２１〉４８８５）、
市商工課（緯〈７１〉２２３５）

「インチキ内職」にご用心！

※対象年齢は、目安です。

６月２日昭
午前１０時３０分

おはなしゆりかご
（０～２歳）

６月４日松
午後３時

おはなしレストラン
（小学生以上）

６月７日昇、
６月２１日昇
午前１０時３０分

えほんとわらべうたの会
（０～２歳）

６月８日昌
午前１０時３０分

おはなしたまてばこ
（１～５歳）

６月１７日晶
午前１０時３０分

このゆびと～まれ
（０～２歳）

６月１８日松
午後２時

おはなしえがお
（１歳～小学校低学年）

６月１９日掌
午後２時

かみしばいの会
（幼児～小学校低学年）

６月２２日昌
午前１０時３０分

おはなしまあだ
（１～５歳）

６月２５日松
午前１１時

大人のための絵本朗読
会（一般）

６月２９日昌
午前１０時３０分

絵本好き集まれ！おす
すめ絵本紹介

６月３０日昭
午前１０時３０分

おはなしの森
（１～５歳）

おはなし会

３月分／受け付け順／敬称略
市社会福祉協議会　善意銀行　　　　
野村君江、鋤神奈川県映画教育協会、
ほほえみダンス、総合福祉センター講
座民舞、わさびや、東端の老人、ユー
ホーム安城店、ふれあいダンス、ピア
ゴ安城店、ピアゴ・ラフーズコア三河
安城店、ピアゴ福釜店、ピアゴ東栄店、
アピタ安城南店、デンパーク花車、手
をつなぐ親の会、後藤貞子、さわやか
ダンス、匿名
市役所関係　　　　　　　　　　　　
安城南ライオンズクラブ、神谷幸子
（采邑）、東邦瓦斯叙刈谷営業所

福祉への善意
ありがとうございます

　市公平委員会委員に尾本 雅  光 氏（桜
まさ みつ

町）が再任されました。任期は５月１１
日昌から平成２７年５月１０日掌までです。
■問 行政課（緯〈７１〉２２０８）

公平委員会委員の選任

■内 県大会など地区予選会・選考会を経
て、国際大会や全国大会に出場する
選手・団体へ、激励金を交付
■対 市内在住・在勤・在学の人
■持 出場する国際大会・全国大会の開催
要項、大会参加申込書の写し、大会
への出場を決めた経緯がわかるもの
■他 交付対象とならない大会もあります
■申 大会の１４日前までに、申請書と必要
書類を持って市体育館（緯〈７５〉３５３５）へ
※申請書は同館、市公式ウェブサイ
トで配布。

激励金を交付

■場 ■問 衣浦東部保健所（刈谷市／緯〈２１〉
４７７８）
こころの健康相談　　　　　　　　　
■内 ■時 精神保健福祉相談員・保健師によ
る相談施捷～晶午前９時～正午、午
後１時～４時３０分（抄を除く）　精神
科医師による相談施６月７日昇午後
２時～４時
■他 精神科医師による相談は、事前に電
話で予約してください
エイズ検査・肝炎検査　　　　　　　
■時 ６月７日昇・１４日昇・２１日昇・２８日
昇午前９時～１１時
　※２１日昇は、エイズ検査のみ午後６
時～７時もあり。

衣浦東部保健所のお知らせ

　平成２３年４月から９月までの６カ月
間は、これまでと同じ、月額１万３０００
円を引き続き支給します。
　なお、１０月以降の支給は未定です。
■他 出生・転入などで世帯状況などに変
更があった人は、手続きが必要です。
　また、６月の現況届は提出不要です。
　※１０月以降に届け出・申請などが必
要になる場合があります。
■問 子ども課（緯〈７１〉２２２７）

子ども手当

　市内全域で、農作物を食べ荒らすド
バト、ムクドリ、カラスなどの駆除を
します。子どもたちが近づかないよう
に、また、飼いバトなどは放さないよ
うに注意してください。
■時 ５月２９日掌、６月１９日掌午前７時～
正午（予備日６月５日掌・２６日掌）
■問 農務課（緯〈７１〉２２３３）

気をつけて！
鉄砲でドバト退治

　６月１日は人権擁護委員の日。日常
生活での人権問題について、市内の人
権擁護委員が相談に応じています。
■時 毎月第２・４昇午前９時～午後３時
■場 市役所相談室
■他 人権擁護委員（敬称略）施鈴木 治  雄 

はる お

（篠目町）、柴田 哲  子 （福釜町）、加藤 元 
のり こ もと

 　 （桜町）、篠田 千  代  子 （東栄町）、榊原
え ち よ こ

 真  由  美 （東明町）、山口 俊  雄 （池浦町）、
ま ゆ み とし お

岩月 浩  治 （野寺町）、杉浦 智  之 （城ヶ入
こう じ とも ゆき

町）
■問 市民課（緯〈７１〉２２２２）

守られていますか？
あなたの人権

　健康づくりリーダーバンク登録研修
会を開催します。研修後、市の健康づ
くり事業へ協力をお願いします。
■時 ９月３０日晶、１０月９日掌・１６日掌・
２２日松・２９日松、１１月５日松・１３日
掌・２５日晶（全８日）

■場 あいち健康プラザ（東浦町）
■対 県内在住の１８歳以上で、研修後、ボ
ランティアとして健康づくり活動が
できる人
■定 ８０人（先着順）
■他 事前に、健康チェック（健康度評価）
の受診（有料）が必要
※市民５人分（先着順）の研修会参加
費用を、市で負担します。６月１日
昌から市保健センター（緯〈７６〉１１３３）
へ。
■申 ６月１日昌～８月１２日晶に申込書を
持参か郵送、ファクスであいち健康
プラザ（緯０５６２〈８２〉０２１７／胃０５６２〈８２〉
０２２８）へ
※申請書は市保健センターで配布。
■問 市保健センター（緯〈７６〉１１３３）
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■時 ６月８日昌午前１０時～正午
■場 市保健センター
■内 食事や生活習慣を数値化して、簡単
な体験をしながら見直します
■対 ２０～６４歳で、健診を受ける前に生活
習慣を見直したい人
■定 １０人（先着順）
■持 筆記用具・動きやすい服装
■他 特定保健指導対象者は、同指導が優
先です。このプランは特定保健指導
に含まれません。治療・食事療法中
の人は、医師に相談してください
■申 ５月２０日晶～６月１日昌午前８時３０
分～午後５時１５分（松掌を除く）に電
話で同センター（緯〈７６〉１１３３）へ

メタ防プラン参加者

■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 展示期間施３年間
　※年１回配置替えあり。
■対 市内に事業所を有し、自社製品を出
品できる団体
■￥ 年額２万７０００円（展示者数の増加に
より減額の場合あり）
■申 ５月３１日昇までの午前９時～午後５
時（松掌を除く）に、申込用紙を商工
課（緯〈７１〉２２３５）へ
　※申込用紙は同課で配布。

ＪＲ安城駅物産陳列ケース
棚への出品

■内 職種獅植物管理　勤務時間獅①午前
８時～正午、②午後１時～５時（松

掌抄も勤務あり）　時給獅７８０円から
（松掌抄の時給は１００円増）、通勤割増
１日２００円　休日獅要相談

■対 １８～６０歳くらいの人
　※高校生は不可。
■定 各１人
■他 面接時に、写真付きの履歴書を持参
してください
■申 電話でデンパーク（緯〈９２〉７１１１）へ

デンパークの
パート・アルバイト

■内 出店場所獅フローラルプレイス内　
出店規模獅１８１釈（厨房・客席含む）
出店開始予定日獅１０月中旬　出店形
態獅喫茶軽食
■他 ５月３１日昇に説明会、６月１６日昭に
申込者のプレゼンテーションを実施
して、選考します
■申 ５月３０日捷まで（松掌を除く）に、申
込書を農務課（緯〈７１〉２２３３）へ
※公募要領・申込書は、同課、デン
パークで配布。

デンパークのテナント

県健康づくりリーダー

　ヘルスメイト（食生活改善推進員）と
は、食生活を通じた健康づくりを広め
るボランティアです。
■時 ６月２３日昭、７月７日昭・２１日昭、
８月４日昭・１８日昭（全５回）
■場 市保健センター
■対 市内在住で全日程に参加でき、修了
後ヘルスメイトとして活動できる人
■定 ２０人（先着順）
■￥ １６００円
■持 エプロン・三角巾・筆記用具など
■申 ５月２０日晶～６月１６日昭午前８時３０
分～午後５時１５分（松掌を除く）に、
電話で同センター（緯〈７６〉１１３３）へ

ヘルスメイト養成講座参加者

　公の施設を管理する指定管理者の候
補者の選定や、指定管理者の管理業務
を評価するにあたり、幅広く市民の意
見を聞くため、委員を募集します。
■内 今年度３回・来年度６回程度開催す
る委員会へ出席　任期獅７月～平成
２５年３月　選考獅作文・面接
■対 市内在住・在勤・在学で、４月１日
現在、満１８歳以上の人
■定 １人程度
■申 ５月１６日捷～３１日昇午前８時３０分～
午後５時１５分（松掌を除く）に、応募
用紙と「民間事業者による公の施設
の管理運営について思うこと」を書
いた８００字程度の作文を、持参か郵
送、ファクス、Ｅメールで経営管理
課（〒４４６－８５０１住所記載不要／緯

〈７１〉２２０５／胃〈７６〉１１１２／keiei@cit
　y.anjo.aichi.jp）へ
※応募用紙は、同課、市公式ウェブ
サイトで配布。

指定管理者選定委員会委員

■時 ６月５日掌午前９時３０分～午後
２時３０分
■場 南部公民館施長福寺施油ヶ渕
しょうぶ園（碧南市）施南部公民
館
■持 昼食・水筒・雨具・敷物など
■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）


