
■時 １月２０日晶午前９時～午後５時
■場 メガソーラーたけとよ（武豊町）、あ
いち臨空新エネルギー実証研究エリ
ア（常滑市）　集合場所獅市役所西会
館

■内 太陽光発電・風力発電・燃料電池の
各設備についての学習・体験

■定 ２５人（先着順）
■￥ 昼食代
■申 １月１０日昇からの午前９時～午後５
時（掌捷を除く）に、氏名・住所・電
話番号を電話かファクス、Ｅメール
でエコネットあんじょう事務局（緯・
胃〈５５〉１３１５／info@econetanjo.or
　g）へ

■時 １月１７日昇午後２時～４時
■場 衣浦東部保健所（刈谷市）
■内 講話と実技「楽しくリハビリ～転ば
ぬ先の予防と工夫」、交流会

■講 野原 聡 氏（
さとし

理学療法士ハビリス 一  ツ 
ひと つ

 木 ）
ぎ

■対 神経系難病患者とその家族
■定 ３０人（先着順）
■申 １月５日昭～１６日捷に、衣浦東部保
健所健康支援課（緯〈２１〉４７７８）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 １月７日松～
９日抄午前１０
時から

■定 各１００人（当日
先着順）

■￥ ５００円から
新春いちご大福教室　　　　　　　　
■時 １月７日松～９日抄午前１１時、午後
１時・２時３０
分

■定 各１６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「お花のデニッシュパ
ンと動物あんパン」
■時 １月７日松～９日抄・１４日松午後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
クッキーファクトリー　　　　　　　
■時 １月７日松～
９日抄・１４日
松・１５日掌午
前１０時～午後
３時

■￥ ７００円
寄せ植え講座「椿とクリスマスローズ
の和の調和」
■時 ２月１０日晶午前１０時
■講  野  正  美  保  子 氏（ＲＨＳＪコンテナガ

の まさ み ほ こ

ーデニング・マスター）
■定 ２０人（先着順）
■￥ ３５００円
■申 １月５日昭午前９時３０分から同クラ
ブハウスへ

フォトマスターＥＸによる写真講座
「底冷えを映像化」
■時 ２月１０日晶・２４日晶午前１０時（全２
回）

■講 鶴田 郁  夫 氏
いく お

■定 ２０人（先着順）
■￥ ２３００円
■申 １月５日昭午前９時３０分から同クラ
ブハウスへ

新エネルギー学習・体験講
座

デンパーククラブハウスの
教室・講座

神経系難病患者・家族教室
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■時 １月１５日掌午前
１０時～午後３時

■￥ 入苑料１００円（中
学生以下無料）、
呈茶料３００円

■場 ■問 丈山苑（緯〈９２〉７７８０）

■場 安祥閣
■申 １月５日昭午前９時から電話で安祥
閣（緯〈７４〉３３３３）へ
安祥閣こどもまつり　　　　　　　　
■時 １月２１日松午前１０時３０分～正午
■内 もちつき、キャン
ドルづくり体験

■対 未就学児～小学生
（親子可）

■定 ６０人（先着順）
■￥ ５００円
初心者箏体験教室　　　　　　　　　
■時 １月２５日昌、２月２２日昌、３月２８日
昌、４月２５日昌

午前１０時３０分～
正午

■対 箏初心者・未経
験者

■定 各１５人（先着順）
■￥ １回５００円

■場 マーメイドパレス
■申 １月１１日昌午前１０時からマーメイド
パレス（緯〈９２〉７３５１）へ
託児付き！トレーニングジム講習会　
■時 １月２０日晶午前１０時３０分～正午
■対 生後６カ月～未就園児の子がいる人
■定 ５人（先着順）
■￥ 施設利用料
■持 運動ができる服・室内シューズ
コンディショニング（体調改善運動）体
験会
■時 １月２５日昌午前１０時３０分～１１時３０分
■内 フットセラピー体験
■対 １８歳以上の人
■定 １５人（先着順）
■￥ ５００円
■持 動きやすい服装、バスタオル・フェ
イスタオル各２枚
手作りビーズアクセサリー講座　　　
■時 １月２９日掌午前１０時～正午
■内 雪の結晶をモチーフにしたオリジナ
ルアクセサリー作り

■対 小学生以上の親子（２人１組）
■定 １５組（先着順）
■￥ １５００円

丈山苑新春茶会

マーメイドパレスの催し

■時 ２月６日捷午後２時～３時３０分
■場 安城商工会議所
■内 演題「最近の金融情勢と今後の展望」
■講 櫛田 誠  希 氏（日本銀行名古屋支店長）

しげ き

■申 電話かファクスで安城商工会議所
（緯〈７６〉５１７５／胃〈７６〉４３２２）へ
■問 同会議所、市商工課（緯〈７１〉２２３５）

経済講演会

　平成２３年第２回衣浦東部広域連合議会臨時会を昨年１１月２５日に開催しまし
た。
　議会では、「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
給与に関する条例等の一部を改正する条例」の制定の２議案を可決しました。
■問 衣浦東部広域連合総務課（緯〈６３〉０１３１）

◆◆◆衣浦東部広域連合ＮＥＷＳ◆◆◆

安祥閣の催し

■場 ■問 歴史博物館（緯〈７７〉６６５５）
歴博講座「正月の風景～なつかしの遊
びと食文化～
■時 １月７日松午後２時
三河万歳公演「新春招福の初舞」　　　
■時 １月８日掌午後２時
■内 出演獅安城の三河万歳保存会
考古学最前線Ⅰ「西三河の縄文時代晩
期研究④」
■時 １月２１日松午後２時
■内 縄文時代晩期の石器・骨角器と流通
■講 川添 和  暁 氏（県埋蔵文化財センター）

かず あき

映画会「チャップリン特集①」　　　　
■時 １月２２日掌午前１０時、午後２時
■内 チャップリンの醜女の深情
体験講座「いがまんじゅうをつくろう」
■時 ２月１９日掌午前９時３０分
■定 ２０組（先着順）
■￥ １組５００円
■申 １月２１日松午前９時から電話で同館へ

■場 ■問 堀内公園（緯〈９９〉５９４７）
お得な回数券販売　　　　　　　　　
■時 １月５日昭～３１日昇（１０日昇・１１日
昌・１６日捷・２３日捷・３０日捷を除く）

■場 堀内公園管理事務所
■内 回数券１冊の購入につき、２枚無料
券をプレゼント
新年スタンプラリー　　　　　　　　
■時 １月７日松～９日抄午前９時～午後
４時

■内 ４つの遊具（汽車・観覧車・メリー
ゴーランド・サイクルモノレール）
に乗って、スタンプを集めたら粗品
をプレゼント。さらに、遊具利用料
還元抽せんも実施。当たりがでたら
無料券をプレゼント

■対 ３歳～小学生
■定 各１００人（先着順）
■￥ 各遊具利用料
■他 未就学児は、１８歳以上の保護者の付
き添いが必要

Let's親子運動　　　　　　　　　　
■時 １月１８日昌午前１０時３０分～１１時３０分
■対 ３歳以上の未就学児とその保護者
（保護者１人につき子２人まで）
■定 １０組（先着順）
■申 １月５日昭～１７日昇午前９時～午後
４時３０分（休園日を除く）に同園へ

模擬店　　　　　　　　　　　　　　
■時 １月２１日松・２８日松午前１０時～午後
３時
　※雨天の場合、それぞれ２２日掌・２９
日掌に順延。

■内 輪投げ、スーパーボールすくい
■￥ 各１回１００円

歴史博物館の催し

堀内公園の催し

■時 １月２８日松午後２時～４時
■場 文化センター
青少年健全育成推進大会　　　　　　
■内 全校の模範となる児童・生徒と、日
ごろから青少年健全育成に尽力され
た人の顕彰、「家庭の日」啓発用ポス
ター入賞者の表彰式

■問 青少年の家（緯〈７６〉３４３２）
家庭教育講演会　　　　　　　　　　
■内 横峯 吉  文 氏による講演「～だめな子

よし ふみ

なんていない～落ちこぼれをつくら
ない方法語ります」

■問 文化センター（緯〈７６〉１５１５）

青少年健全育成推進大会・
家庭教育講演会

■時 １月２１日松午前１１時～１１時３０分、午
後２時～２時３０分

■場 勤労福祉会館
■内 人形劇団による劇「サルかに合戦」、
「ねこのお医者さん」
■問 商工課（緯〈７１〉２２３５）

■他 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）　
■時 １月２８日松午前９時から
■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）
■時 １月１４日松・２８日松午前９時から
■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）　　　　　　
■時 １月２８日松午前９時～午後３時
■内 地元産野菜や特産物を使ったグルメ
品などの販売、手作り市

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

■時 ■内 星はすばる　ひこぼし　ゆふづつ
…獅７日松～９日抄・１４日松・１５日
掌午後１時３０分・３時　冬の恋物語
獅２１日松・２２日掌・２８日松・２９日掌

午後１時３０分・３時（２２日掌は午後
１時３０分のみ）

■場 ■問 文化センター（緯〈７６〉１５１５）

■時 ２月２１日昇午前１０時３０分～午後１時
■場 市保健センター
■内 ３歳児の食生活の講義と調理実習
■対 ３歳児健診受診済みで平成２０年２月
～２１年１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
■申 １月６日晶～２月１４日昇午前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

人形劇

プラネタリウム
１月の生解説

今月のまちなか産直市

３歳の栄養教室

■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。
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家賃（月額）間取り建設年度部屋番号住宅名

２万２７００円～４万４５００円２ＤＫ平成１３年
Ｃ－３０９

 池  浦 （池浦町）
いけ うら

Ｃ－４０９
２万５７００円～４万８７００円３ＤＫ平成６年１０３ 前  山 （堀内町）

まえ やま

２万８９００円～５万６７００円３ＤＫ平成１４年Ａ－３０２ 東 
ひがし

 大  道 （里町）
だい どう

２万１２００円～４万１７００円Ｓ２ＤＫ平成１８年１０２ 大  東 （大東町）
だい とう

※池浦・大東のみ単身での申し込み可。

■申 １月１０日昇～１３日晶午前９時～午後５時に直接建築課（緯〈７１〉２２４０）へ
■他 抽せんで入居者を決定します。申込案内書は同課で配布。入居資格に該当
することを確認し、申し込みください。



■対 高等学校を卒業した人、平成２４年３
月卒業見込みの人、高等学校卒業と
同等の学力のある人

■内 ■時 出願期間獅１月１０日昇～２０日晶　
一般入試獅１月２８日松

　※願書は同校、同校ウェブサイトで
配布。郵送での配布も可。

■問 安城市医師会安城碧海看護専門学校
（緯〈７７〉８５８８）

　本紙昨年９月１５日号でお知らせした
「西三河都市計画生産緑地地区」を、昨
年１２月２６日付けで変更しました。
■問 都市計画課（緯〈７１〉２２４３）

　１月１８日昌・１９日昭は、園内整備の
ため臨時休園します。
■問 デンパーク（緯〈９２〉７１１１）

西三河都市計画生産緑地地
区の変更

デンパークの臨時休園 　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）

時間額業　種

８６８円製鉄業、製鋼・製鋼圧延業、鋼
材製造業

８４３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

８０８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

８４８円輸送用機械器具製造業

７９７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

７８８円各種商品小売業

８３０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。

愛知県産業別（特定）最低賃
金の改正

■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。

　１１月３０日までに安城市社会福祉協議
会に寄せられた義援金は、９２７６万４１６３
円になりました。
１１月１６日～３０日受付分／敬称略　　　
叙庭夢、叙デンソー中部、中部公民館
高齢者教室、湯の和お茶の会、匿名、
募金箱への多数の寄付者
■問 市社会福祉協議会総務課（緯〈７７〉
２９４１）

東日本大震災義援金
ありがとうございます

　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１５日掌午前９時～正午
■場 高浜消防署
■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

■申 １月５日昭午前９時から同署（緯〈５２〉
１１９０）へ
上級救命講習会　　　　　　　　　　
■時 １月２１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日昭午前９時から同署（緯〈２３〉
１２９９）へ
小児・乳児応急手当講習会　　　　　
■時 １月２８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日昭午前９時から同署（緯〈５２〉
１１９０）へ

救命講習会

　１１０番通報では、「いつ・どこで・何
があったか」「あなたの住所・氏名・電
話番号」などを落ち着いて話してくだ
さい。携帯電話での通報は、「できるか
ぎりその場で警察官を待つ」「自動車運
転中は安全な場所に停車」「市町村名や
近くの目標物を確認」などをお願いし
ます。また、１１０番通報の約３割が緊
急性のないものです。相談事や問い合
わせなどは、警察安全相談専用電話＃
９１１０か、警察署へ電話してください。
■問 安城警察署（緯〈７６〉０１１０）

安城碧海看護専門学校学生
募集

１月１０日昇は１１０番の日
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■時 １月８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
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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. 


