
デンパーククラブハウスの教室・講座デンパーククラブハウスの教室・講座デンパーククラブハウスの教室・講座デンパーククラブハウスの教室・講座デンパーククラブハウスの教室・講座

トールペイント教室　　　　　　　
■時 １月２１日松・２２日掌午前１０時
■講 安永 愛  子 氏（Ｍｕｌｂｅｒｒｙ主

あい こ

宰）
■定 各５０人（当日
先着順）

■￥ ５００円から
いちご大福教室　　　　　　　　　
■時 １月２１日松正午
■定 １２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２１日松・２２日掌・２８日松・２９
日掌、２月４日松・５日掌午後１
時・２時３０分
　※２月は通常のデニッシュパン。
■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「ハート型の
チョコクッキーを焼こう」
■時 １月２２日掌・２８日松・２９日掌、２
月４日松・５日掌午前１０時～午後
３時

■￥ ７００円
■申 時間内に同
クラブハウ
スへ
白磁のペンダント教室　　　　　　
■時 １月２８日松・
２９日掌午前１０
時から

■講 鈴木 由  美  子 氏
ゆ み こ

（日本貴金属
粘土協会正会員講師）

■定 各５０人（当日先着順）
■￥ ６００円から
男の料理教室「ローストチキンと豚
汁」
■時 ２月３日晶午前１０時
■定 ２０人（先着順）
■￥ １２００円
■申 １月２０日晶午前９時３０分から同ク
ラブハウスへ

プリザーブドフラワー教室　　　　
■時 ２月４日松・５日掌午前１０時から
■講 永田 麻  里  子 氏（アトリエ　アメリ

ま り こ

カンローズ主宰）
■定 各５０人（当日先着順）
■￥ ８００円から

■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

■￥ 入園料
■場 ■問 デンパーク（緯〈９２〉７１１１）
「秋季やさしい写真講座」受講生作品展
■時 １月２５日昌～２月６日捷午前９時３０
分～午後４時３０分（昇を除く）

■内 デンパークで撮影した写真約４０点を
展示
デンソー女子ソフトボール部がやって
くる
■時 １月２９日掌午前１１時～正午
■内 デンソーの選手と一緒にストラック
アウトなどのゲームをします

■定 ５０人（当日先着順）
クリスマスローズ展２０１２　　　　　　
■時 ２月１日昌～６日捷

■内 原種・交配種など約１００鉢を展示。
即売会もあります

■新刊絵本の紹介「うつぼざる（狂言
えほん）」もとしたいづみ／文、西村
繁男／絵（講談社）
　弓矢を持って狩りに出かけた殿さ
ま。途中で猿回しを見かけ、矢を入
れるうつぼを猿の毛皮で作りたいと
思い、猿回しに猿を渡すように言い
ますが…。
　狂言というと、なんとなく敷居の
高いイメージがあるかもしれません。
この「うつぼざる」は、狂言のお話を
元に子どもにも分かりやすく、絵本
として読んで面白く作られているシ
リーズの中の１冊です

お知らせ

中央図書館の携帯電話
用ウェブサイトへ葛葛

図書館へ行こう
Let's go to library!

２月の休館日

中央図書館（緯〈７６〉６１１１）

おはなし会
２月２日昭
午前１０時３０分

おはなしゆりかご
（０～２歳）

２月４日松
午後３時

おはなしレストラン
（小学生以上）

２月７日昇・
２１日昇
午前１０時３０分

えほんとわらべうたの
会（０～２歳）

２月８日昌
午前１０時３０分

おはなしたまてばこ
（１～５歳）

２月１６日昭
午前１０時３０分

いないいないばあ
（１～５歳）

２月１７日晶
午前１０時３０分

このゆびと～まれ
（０～２歳）

２月１８日松
午後２時

おはなしえがお
（１歳～小学校低学年）

２月１９日掌
午後２時

かみしばいの会
（幼児～小学校低学年）

２月２２日昌
午前１０時３０分

おはなしまあだ
（１～５歳）

２月２５日松
午前１１時

大人のための絵本朗読
会（一般）

２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－
（一般）

※対象年齢は、目安です。

６日捷・１３日捷・１４日昇・２０日捷・
２４日晶・２７日捷

■時 ２月５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、
福祉施設製品販売、さくらカフェ
（小物作り）、似顔絵コーナー、パソ
コン占い、子ども向けコーナー、お
しるこの振る舞い、地域活動支援セ
ンターの紹介（シャワー浴体験）、地
域の福祉施設やセンター自主グルー
プの作品展示など

■場 ■問 桜井福祉センター（緯〈９９〉７３６５）

デンパークの催し 桜井福祉センターまつり
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■時 １月３１日昇午後３時（午後２時３０分
開場）

■場 市教育センター
■内 演題「衣浦東部広域行政圏のブラン
ド戦略について」

■講 田中 章  雄 氏（㈱ブランド総合研究所
あき お

代表取締役社長）
■問 企画政策課（緯〈７１〉２２０４）

　自転車購入費補助金交付申請に必要
な講習会です。
■時 ２月２５日松、３月２４日松午前１０時～
１１時３０分

■場 市民会館
■他 自転車購入費補助の詳細は、本紙昨
年４月１日号をご覧になるか、問い
合わせてください

■申 各講習会開催３日前までに、電話で
都市計画課（緯〈７１〉２２４３）へ

■時 １日昌～３日晶・７日昇～１１日抄・
１５日昌～１７日晶・２１日昇～２５日松・
２８日昇・２９日昌午後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）

■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。

■￥ 入苑料１００円（中学生以下は無料）、呈
茶料３００円

■場 ■問 丈山苑（緯〈９２〉７７８０）
盆栽展　　　　　　　　　　　　　　
■時 １月２７日晶～２９日掌午前９時～午後
５時（２７日は午後１時から、２９日は
午後４時まで）

石川丈山勉強会　　　　　　　　　　
■時 ２月５日掌午後１時３０分～３時
■内 丈山に親しむツボ

■時 ■場 ■対 乳幼児諮７日昇・２１日昇獅南部
公民館、８日昌・２２日昌獅東部公民
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いず
れも午前１０時～１１時

■問 子ども課子育て支援係（緯〈７２〉２３１７）

■場 ■問 歴史博物館（緯〈７７〉６６５５）
特別講座「よみがえる本證寺伽藍④」　
■時 １月２８日松午後２時～３時３０分
■内 本證寺寺内はどこまでか
■講 村岡 幹  生 氏（中京大学教授）

みき お

歴博講座「勇鋭の将・松平信一」　　　
■時 ２月４日松午後２時～３時３０分

■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
る相談獅捷～晶午前９時～正午、午
後１時～４時３０分　精神科医師によ
る相談（予約制）獅２月７日昇午後２
時～４時

エイズ即日検査・肝炎検査　　　　　
■時 毎週昇午前９時～１１時（第１・３昇

は、エイズ検査のみ午後６時～７時
もあり）
神経系難病患者・家族教室　　　　　
■時 ２月１３日捷午後２時～４時
■内 講話「災害時への備え」、交流会
■講 小塩 泰  代 氏（中部大学）

やす よ

■対 神経系難病患者とその家族
■定 ３０人
■申 ２月１０日晶までに衣浦東部保健所健
康支援課（緯〈２１〉４７７８）へ

■時 １月２７日晶午前１０時～１１時３０分
■場 市教育センター
■内 演題「共に働いて思うこと～実践か
ら見る就労支援～」

■講 市川 秀  人 氏（イチプラ㈱代表取締役）
ひで と

■問 障害福祉課（緯〈７１〉２２２５）

■時 ２月４日松午前１１時（カードは午前
１０時４５分から配布）
　※雨天時２月５日掌に順延。
■内 遊具無料券が当たるビンゴ大会
■対 小学生以下
■定 ３０人（先着順）
■場 ■問 堀内公園（緯〈９９〉５９４７）

■時 １月２８日松午前１０時３０分～正午
■場 環境学習センター「エコきち」
■内 ミニジョギング、けんけんぱ、長縄
とびなど。豚汁の振る舞いあり

■対 小学１～３年生
■定 ３０人（定員を超えた場合は抽せん）
■持 マイ箸、マイカップ
■申 １月１９日昭～２５日昌午前９時～午後
９時（２３日捷を除く）に、住所・名前・
電話番号・参加人数を電話で同セン
ター「エコきち」（緯〈７６〉７１４８）へ

■時 ３月７日昌午前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３月
～２１年２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２４日昇～２月２９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

■時 ２月４日松午前９時３０分～１１時３０分
■場 南部公民館
■内 エコネットあんじょう・県・明和小
学校・丈山小学校・明祥中学校・叙

豊田自動織機の発表と合唱
■定 ２００人
■他 おしるこの振る舞いあり
■問 ＮＰＯ法人エコネットあんじょう事
務局（緯〈５５〉１３１５）

２月の移動児童館

２月の土器づくり教室

丈山苑の催し

利用料還元ビンゴ大会

自転車安全利用講習会 歴史博物館の催し

衣浦東部保健所の相談・検
査・教室

障害者就労支援講演会

体のエネルギーで寒さを吹
き飛ばそう

３歳の栄養教室

衣浦東部広域行政圏協議会
設立３０周年記念講演会

油ヶ淵流域の環境を考える
集い
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■定 各１人
■申 １月２３日捷～２月３日晶（松掌を除
く）午前８時３０分～午後５時１５分に、
顔写真付きの履歴書と歯科衛生士免
許証または保健師免許証を持って市
保健センター（緯〈７６〉１１３３）へ

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　勤務
開始日獅４月２日捷

■他 選考獅面接（２月１３日捷）
保健師　　　　　　　　　　　　　　
■内 職務内容獅乳幼児健診、相談、訪問
指導など　勤務日時獅捷～晶午前８
時３０分～午後５時　賃金獅時給１４００
円、通勤割増１日２００円　勤務開始
日獅３月１４日昌

■他 選考獅面接（２月１４日昇） ■内 任期獅４月～来年３月末　謝礼獅年
額４５００円以内（予定）

■申 ２月１６日昭（当日消印有効）までに、
応募用紙を県県民生活課（緯０５２〈９５４〉
６１６３）か西三河県民生活プラザ（緯

０５６４〈２７〉０８００）へ
　※応募用紙は、県民生活プラザ・県
公式ウェブサイト・市商工課で配布。

■内 年に数回開催される審議会に出席し、
都市計画決定に係る案件を審議　　
任期獅４月から２年間　報酬獅市の
規定に基づき支払い　

■対 ４月１日掌現在、市内在住・在勤・
在学の満２０歳以上で、都市計画に関
心があり、平日昼間の会議に出席可
能な人

■定 ２人以内（書類・面接により選考）
■申 ２月６日捷まで（必着）に、応募用紙
に必要事項を記入し、「安城市の都市
計画（まちづくり）」について８００字程
度にまとめた作文を添えて、持参か
郵送、Ｅメールで都市計画課（〒４４６
－８５０１住所記載不要／toshikei@
　city.anjo.aichi.jp／緯〈７１〉２２４３）へ
　※応募用紙は、同課・市公式ウェブ
サイトで配布。

■時 ３月１７日松～５月６日掌の松掌抄

■場 フローラルプレイス・イベント広場
■内 内容獅音楽やダンスなどデンパーク
のイメージに合うもの　演奏時間獅

１回３０分のステージを１・２回
■他 ①応募者多数の場合は調整し、出演
をお断りする場合があります　②出
演者一人につき、デンパーク招待券
を２枚進呈します　③音響操作はス
タッフがしますが、高度な操作が必
要な場合は、出演者でオペレーター
を手配してください　④出演をお願
いする場合は２月２７日捷までに連絡
します

■申 ２月１３日捷まで（必着）に、代表者の
住所、氏名、電話（ファクス）番号、
メールアドレス、参加希望日（必ず
記入、参加可能日が複数あればそれ
も）を記入し、演奏内容のわかるＣ
Ｄ・ＭＤ・ＤＶＤなどを添えて、デ
ンパークイベント参加者募集係（〒
４４６－００４６赤松町梶１／緯〈９２〉７１１１）
へ
　※提出されたＣＤなどは返却しませ
ん。過去１年
間に出演実績
のある人は、
ＣＤなどを同
封する必要は
ありません。

■内 勤務時間獅松

掌抄を含む午
前９時～午後
５時のうち指
定時間　賃金
獅時給７８０円
から、通勤割増１日２００円、松掌抄

は１００円増　休日獅要相談
■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
ゲートスタッフ（入退場管理など）　　
■対 １８～５０歳の人（高校生は不可）
■定 １人程度
内部事務補助スタッフ　　　　　　　
■対 １８～５０歳で、パソコン操作のできる
人（高校生は不可）

■定 １人
■他 入退場管理業務もあり

　子育ての手助けがほしい「依頼会員」
と子育ての協力をする「提供会員」が、
お互いに助け合う会員組織です。
■対 依頼会員獅市内在住・在勤・在学の
人　提供会員獅市内在住で、心身と
もに健康で自宅で子どもを預かるこ
とのできる人、子どもが好きでボラ
ンティア精神のある人　

■申 事前にファミリー・サポート・セン
ター（あんぱ～く内／緯〈７２〉２３１５）へ
依頼会員希望者の入会説明会　　　　
　毎月２回説明会を開催しています。
提供会員希望者の講習会　　　　　　
■時 ２月９日昭午前９時～午後３時３０分
　※保育サポーター養成講座、子育て
ネットワーカー養成講座を修了した
人は講習会を免除。

■内 勤務内容獅公民館夜間管理人　勤務
日時獅週５日午後４時３０分～９時３０
分（松掌勤務あり）　賃金獅時給８２０
円、通勤割増１日２００円　採用日獅

４月１日掌

■対 昭和２５年４月２日～３２年４月１日生
まれで、パソコンの操作ができる人

■定 ２人程度
■他 選考獅面接（２月１０日晶）
■申 １月１７日昇～２６日昭午前９時～午後
５時（２３日捷を除く）に、写真付きの
履歴書を持って文化センター（緯〈７６〉
１５１５）へ

■定 ２８０人程度（普通科）
■対 中学校を卒業または３月卒業見込み
の人
※転・編入学は、高等学校で一部単
位を修得した人。

■内 選抜日 ▼前期選抜獅３月４日掌　後
期選抜獅４月１日掌　転・編入学獅

３月２０日抄

■申 出願期間諮前期選抜獅２月２４日晶～
２７日捷　後期選抜獅３月２６日捷～３０
日晶　転・編入学獅３月１０日松～１４
日昌（掌を除く）、特科（聴講生）獅３
月１４日昌～１８日掌（松を除く。１８日
は午後のみ受け付け可）に刈谷東高
等学校（緯〈２１〉３３４９）へ

デンパークのパート・アル
バイト

県消費生活モニター

都市計画審議会委員

平成２４年度県立刈谷東高等
学校通信制課程生徒

公民館夜間管理職員

市保健センター臨時職員

デンパーク「フラワーフェス
ティバル」イベント参加者

ファミリー・サポート・セ
ンターの会員
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■時 １月２４日昇～２月６日捷午前８時３０
分～午後５時１５分

■場 市役所西会館
■他 利害関係者は、２月６日捷までに市
へ意見書を提出できます

■問 区画整理課（緯〈７１〉２２４６）

■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。

■内 利用日獅平成２５年４月２日昇～９月
２９日掌

■申 ２月１日昌～１０日晶午前９時～午後
５時（６日捷を除く）に、直接市民
ギャラリーへ（電話申し込み不可）

　※希望日が重なった場合は抽せん。
申し込み期間後は随時受け付け。平
成２５年３月３１日掌までの利用予約も
受け付けています。

■問 市民ギャラリー（緯〈７７〉６８５３）

　事業を営む法人・個人は、１月１日
現在、市内に所有する償却資産（法人
税、所得税の損金または必要経費に算
入される減価償却する資産）を１月３１
日昇までに申告する必要があります。
該当する法人・個人には、申告書を送
付しています。期限までに必ず申告を
してください。
■問 資産税課（緯〈７１〉２２１５）

　平成２４年度から、中小企業など（個
人事業者を含む）を対象に、償却資産
の９５％減税が始まります。１月３１日昇

までに、申告書とあわせて減税の申請
書も提出してください。
■問 資産税課（緯〈７１〉２２１５）

昨年１１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
二本木公民館利用者、橋口徳一郎、板
谷隆太郎、榎前町内会、キャタピラー
ウエストジャパン労働組合、東端の老
人、ＪＡあいち中央安城東支店、総合
福祉センター利用者、寺田由美子、ア
イシン・エィ・ダブリュファミリー
フェスティバル実行委員会、中嶋栄子、
安城市手をつなぐ親の会、竹内孝税理
士事務所、㈱ニッセイ、匿名
市役所関係　　　　　　　　　　　　
三栄ポリウレタン叙、中尾研次、岡晴
生

　カメムシは、多くの農産物に被害を
与えます。また、洗濯物にくっつき、
家の中に侵入するという生活被害も増
加しています。カメムシは、枯れ草な
どの下に潜って越冬するので、駆除の
手段としては、あぜ草焼きが有効です。
　事前に回覧板などで周知した上で、
カメムシ駆除を目的としたあぜ草焼き
を実施する場合がありますので、ご理
解とご協力をお願いします。
■問 農務課（緯〈７１〉２２３３）

　市役所と中部
公民館のサイク
ルポートに、試
験的に１台ずつ
電動アシスト自
転車（２０インチ）
を導入しましたので、利用してくださ
い。
■内 利用可能日諮市役所獅捷～晶（抄を
除く）、中部公民館獅休館日（捷、抄

の翌日）を除く毎日　貸し出し方法
獅電動アシスト自転車の貸し出しに
は身分証明書が必要です。サイクル
ポートで受付表に必要事項を記入し、
鍵を受け取ってください　貸し出し
時間獅サイクルポート利用時間内で
当日中　貸し出し期間獅３月３１日松

まで
■他 電動アシスト自転車は、ほかのポー
トでは返却できません。貸し出し場
所へ返却してください

■問 都市計画課（緯〈７１〉２２４３）

市民ギャラリー展示室
一般利用予約を受け付け

福祉への善意・寄付
ありがとうございます

あぜ草焼きにご理解を

安城北部土地区画整理事業
換地計画案を閲覧できます

レンタサイクルに電動アシ
スト自転車を導入

　昨年１２月１５日までに市社会福祉協議
会に寄せられた義援金は、９３２１万４１２７
円になりました。
昨年１２月１日～１５日受付分／敬称略　
鶴田郁夫、寺部保美、アンデン労働組
合、三協商事叙安城営業所従業員一同、
地区社協会長連絡会、匿名、募金箱へ
の多数の寄付者

東日本大震災義援金
ありがとうございます
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■時 ■内 １月２８日松諮午後１時獅日立×トヨタ紡織（Ｗ１リーグ）、午後３時獅デ
ンソー×アイシンＡＷウィングス（Ｗリーグ）
　１月２９日掌諮午前１１時獅トヨタ紡織×日立（Ｗ１リーグ）、午後１時獅アイ
シンＡＷアレイオンズ×黒田電気（ＪＢＬ２）、午後３時１０分獅アイシンＡ
Ｗウィングス×デンソー（Ｗリー
グ）

■￥ 大人獅当日２０００円、割引券（※）
１５００円、高校生獅８００円、中学生
獅５００円、小学生獅１００円

　※割引券は、市体育館・市スポー
ツセンター・マーメイドパレス・
北部公民館で配布。

■場 ■問 市体育館（緯〈７５〉３５３５）

中小企業などの償却資産を
９５％減税　申請はお早めに

電電動アシスト自転電動アシスト自転車車

償却資産の申告を忘れずに


