
～デンパーククラブハウスの教室・講座～

■￥ 入園料
■場 ■問 デンパーク
（緯〈９２〉７１１１）
チョコレートファウンテン体験　　　
■時 ２月１１日抄・１２日掌午前１１時、午後
２時

■定 各１００人（当日先着順）
フォトコンテスト優秀作品展　　　　
■時 ２月１５日昌～２７日捷（２１日昇を除く）
■内 園内を撮影した、フォトコンテスト
入賞・入選作品の約４５点を展示

デンパークの催し
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クリエーションプラザ会場（御幸本町）
■時 ２月１１日抄・２５日松午前９時
■内 一色漁港からの新鮮な魚介類を販売
■問 商工課（緯〈７１〉２２３５）、クリエーショ
ンプラザ（緯〈７２〉５００２）

碧海信用金庫本店前会場（御幸本町）　
■時 ２月２５日松午前９時
■内 地元産野菜の販売、調理アドバイス
■問 農務課（緯〈７１〉２２３３）
交流広場会場（御幸本町）　　　　　　
■時 ２月２５日松午前９時～午後２時
■内 地元産野菜の販売、手作り市など
■問 商工課（緯〈７１〉２２３５）、クリエーショ
ンプラザ（緯〈７２〉５００２）

今月のまちなか産直市

■時 ３月１１日掌午後２時～３時３０分
■場 市民交流センター
■内 イースターエッグの作り方、エッグ
ハンティング（宝探しゲーム）

■講 ティム・クルーグ氏
■対 小・中学生とその保護者
■定 １０組２０人（先着順）
■￥ １組５００円
■申 ２月２０日捷～３月２日晶午前９時～
午後５時（２５日松・２６日掌を除く）に、
市国際交流協会（緯〈７１〉２２６０）へ

親子で楽しむイースター

■場 市スポーツセンター
■申 ２月５日掌～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（緯〈７５〉３５４５）へ
骨を強くしよう！骨粗しょう症予防教
室
　高齢者向けの予防教室です。
■時 ３月１日昭・８日昭・１５日昭・２２日
昭午後１時３０分～２時３０分（全４回）

■内 骨粗しょう症予防の運動
■対 １８歳以上の人
■定 １０人（先着順）
■持 運動しやすい服装・タオル・室内シ
ューズ・飲み物（ペットボトル）
水中運動で疲労回復　　　　　　　　
　簡単な水中運動で、日ごろの疲れを
取りましょう。
■時 ３月１３日昇・２０日抄午後３時～４時
（全２回）

■対 １８歳以上の人
■定 １５人（先着順）
■持 水着・水泳帽子

スポーツセンターの催し

木工ペイント教室　　　　　　　　
■時 ２月１８日松・１９日掌午前１０時から
■定 各１００人（当日先着順）
■￥ ５００円から

春の寄せ植え講座「スプリングドー
ナツリング」
■時 ３月９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 ２月５日掌午前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
「春が来た」
■時 ３月９日晶・２３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 ２月５日掌午前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 ２月１１日抄・
１２日掌午前１０
時から

■定 各５０人（当日
先着順）

■￥ １２００円から
クッキーファクトリー「ハートのチ
ョコクッキーを焼こう」
■時 ２月１１日抄・１２日掌・１８日松・１９
日掌午前１０時～午後３時

■￥ ７００円

手作りパン教室「デニッシュパンと
動物あんパン」
■時 ２月１１日抄・１２日掌・１８日松・１９
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

■場 ■問 同クラブハウス（緯〈９２〉７１１２）
■他 入園料別途。都合により変更の場合あり。詳細は問い合わせてください

■時 ２月２６日掌午前１０時～正午
■場 文化センター
■内 デコレーション寿司づくりなど
■講 杉浦ひろ子氏
■対 市内在住の子とその保護者
■定 １２組（先着順）
■￥ １組１０００円
■申 ２月７日昇～１７日晶午前９時～午後
５時（１２日掌・１３日捷を除く）に、住
所・氏名・電話番号を、電話かファ
クス、ＥメールでＮＰＯ法人エコネ
ットあんじょう（緯・胃〈５５〉１３１５／
info@econetanjo.org）へ

■問 環境首都推進課（緯〈７１〉２２０６）

■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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親子で楽しくエコクッキン
グにチャレンジ！

■時 ■内 よだかのほし施４日松・５日掌・
１１日抄午後１時３０分・３時　火星、
接近！施１８日松・１９日掌午後１時３０
分・３時、２５日松・２６日掌午後１時
３０分

■他 １２日掌は臨時休館します
■場 ■問 文化センター（緯〈７６〉１５１５）

プラネタリウム
２月の生解説

■時 ２月１８日松午前
１０時３０分～正午

■場 環境学習センタ
ー「エコきち」

■内 レジ袋を使った
リサイクル凧の製作と凧あげ。おし
るこの振る舞いあり

■対 ４歳以上の人
■定 １５人（定員を超えた場合は抽せん）
■持 レジ袋（３０尺×３０尺以上）・箸・おわ
ん

■申 ２月７日昇～１５日昌午前９時～午後
９時（１３日捷を除く）に、住所・氏名・
電話番号・参加人数を、電話で環境
学習センター「エコきち」（緯〈７６〉７１

　４８）へ
■問 環境首都推進課（緯〈７１〉２２０６）

レジ袋でふわふわ凧（たこ）
あげ大会

■時 ２月１７日晶～１９日掌午前９時～午後
５時（入苑は午後４時３０分まで、１９
日の展示は午後３時まで）

■￥ 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）

ちりめん細工展「つるし雛」 　 日 ごろ 疑  問 に 思 っていることや、 市 
ひ ぎ もん おも し

に 対 する 意  見 などを 聞 かせてください。
たい い けん き

■時 ２ 月 ２５ 日  松  午 
がつ にち ど ご

 後 
ご

１ 時 
じ

３０ 分 ～
ぷん

３ 時 
じ

■場  市  民  会  館 
し みん かい かん

■対  市  内  在 
し ない ざい

 住 
じゅう

・ 在  勤 の
ざい きん

１６ 歳 
さい

 以 
い

 上 
じょう

で、 日  本 
に ほん

 語 で 意  見 を 述 べることができ、 多  文 
ご い けん の た ぶん

 化 
か

 共 
きょう

 生 に 関  心 のある、 外  国  籍 または
せい かん しん がい こく せき

 外  国 にルーツのある 人 
がい こく ひと

■定 １５ 人 （ 先 
にん せん

 着  順 ）
ちゃく じゅん

■他  当  日 の 資 
とう じつ し

 料 
りょう

や 説  明 などは、やさしい
せつ めい

 日  本  語 を 使 います
に ほん ご つか

■申 ２ 月 １７ 日  晶 までの 午  前 ９ 時 ～ 午  後 ５
がつ にち きん ご ぜん じ ご ご

 時 （ 松  掌 
じ ど にち

 抄 
しゅく

を 除 く）に、
のぞ

 申 
もうし

 込  書 を 持  参 
こみ しょ じ さん

か 郵  送 で 市  民 
ゆう そう し みん

 協 
きょう

 働  課 （〒４４６－８５０１
どう か

 住 
じゅう

 所  記  載  不  要 ／緯〈７１〉２２１８）へ
しょ き さい ふ よう

※ 申 
もうし

 込  書 
こみ しょ

は、 同  課 
どう か

で 配  布 。
はい ふ

外国人住民との意見交換会

■時 ２月２５日松午前９時～午後４時
■内 映画上映「ゲゲゲの女房」、森谷ワカ氏ライブ、安城市少年少女合唱団による
合唱、はぐみんダンサーズと踊ろう、アートバルーンおじさんと遊ぼう、風
呂一般開放、カラオケ無料解放、抹茶サービスなど

■他 駐車場に限りがありますので、あんくるバスや自転車で来場してください。
当日は裏面のあんくるバス利用券が利用できます。帰りの利用券は同センタ
ーで配布します

■場 ■問 総合福祉センター（緯〈７７〉７８８８）

共同募金お楽しみ会２０１２＆総合福祉センター開館２０周年記念事業

森森谷ワカ森谷ワカ氏氏
ストローコプタストローコプターー

安城市少年少女合唱安城市少年少女合唱団団

■問 堀内公園（緯〈９９〉５９４７）
お得な回数券の販売　　　　　　　　
■時 ２月１日昌～２９日昌午前９時～午後
４時３０分（休園日を除く）

■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」
■時 ２月１１日抄・１２日掌午前９時～午後
４時３０分

■内 男性のみ有料遊具を無料で利用でき
ます（小学生未満は、１８歳以上の保
護者の付き添いが必要）
作って遊ぼう「ストローコプター」　　
■時 ２月１８日松午前１０時～午後３時
■内 ストローで作る「竹とんぼ」
■対 小学生以下の子
■定 １００人（当日先着順）

堀内公園の催し



　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１１日抄午前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日掌午前９時から同署（緯〈７５〉
２４９４）へ
普通救命講習会Ⅰ　　　　　　　　　
■時 ２月１２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使用法、止血法な
ど

■申 ２月５日掌午前９時から同署（緯〈２３〉
１２９９）へ
上級救命講習会　　　　　　　　　　
■時 ２月１８日松午前９時～午後３時、１９
日掌午前９時～正午（全２回）

■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日掌午前９時から同署（緯〈８１〉
４１４４）へ

救命講習会

■時 ２月１８日松午前１０時～午後４時
■場 ザ・モール安城店（大東町）
■内 ミニ産直市、紙芝居、エプロンシア
ター、親子サンドイッチ教室、血管
年齢測定など

■問 農務課（緯〈７１〉２２３３）

食育キャラバン隊

■時 ２月１２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

■時 ２月１９日掌午前８時３０分～正午
■内 市指定の保護樹、保全林の見学
■定 ２０人（定員を超えた場合は抽せん）
■申 ２月２日昭～１０日晶午前９時～午後
５時（５日掌・６日捷を除く）に、住
所・氏名・電話番号を、電話かファ
クス、ＥメールでＮＰＯ法人エコネ
ットあんじょう（緯・胃〈５５〉１３１５／
info@econetanjo.org）へ

■問 環境首都推進課（緯〈７１〉２２０６）

市の由緒ある樹木を見学し
ましょう

■場 文化センター
■問 安城文化協会（緯〈７４〉６０６６）、市民会
館（緯〈７５〉１１５１）

文人展　　　　　　　　　　　　　　
■時 ２月１７日晶～１９日掌午前９時～午後
５時（１９日は午後４時まで）

■内 文化協会所属作家の作品（日本画・
洋画・水墨画・書・写真・陶芸・彫
塑・工芸・ちぎり絵）約６０点を展示
ごあ展　　　　　　　　　　　　　　
■時 ■内 作品展示獅２月１８日松・１９日掌午
前９時～午後５時（１９日は午後４時
まで）　ちぎり絵体験獅２月１９日掌

午前１０時３０分～正午、午後１時３０分
～３時

文化講演会「すばらしい郷土」　　　　
■時 ２月１８日松午後２時
■講 つボイノリオ氏
■定 １００人（先着順）
■申 ２月１１日抄午前８時３０分から文化セ
ンターで整理券を配布（１人１枚の
み）

安城文化協会の催し

■時 ２月１８日松午後２時～３時３０分
■内 縄文時代晩期の墓と精神文化
■講 前田 清  彦 氏（豊川市教育委員会）

きよ ひこ

■場 ■問 歴史博物館（緯〈７７〉６６５５）

考古学最前線「西三河の縄
文時代晩期研究⑤」

〈キリトリセン〉

〈
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リ
ト
リ
セ
ン
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〈キリトリセン〉

〈利用上の注意〉

・１枚につき１人１乗車無料
・本券の払い戻し・再発行はできません
・コピーやウェブサイトで印刷したもの
は利用できません
・本券の転売は禁止します

〈利用上の注意〉

・１枚につき１人１乗車無料
・本券の払い戻し・再発行はできません
・コピーやウェブサイトで印刷したもの
は利用できません
・本券の転売は禁止します
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保全林の一つである不乗森神保全林の一つである不乗森神社社

　国民健康保険事業の運営に関する重
要事項について審議し、市長に答申し
ます。
■内 任期獅５月１５日昇～平成２６年５月１４
日昌（２年間）　選考獅書類審査、面
接　報酬施会議１回７５００円

■対 ５月１５日現在、市内在住の２０～７０歳
で、平日昼間の会議に出席でき、過
去１年から任期の間、継続して本市
国民健康保険の被保険者である見込
みの人
　※同じ世帯に市税の滞納者がいる人
または本市の議員を除く。

■定 募集人数施２人
■申 ２月１５日昌～３月２日晶午前８時３０
分～午後５時１５分（松掌を除く）に、
応募用紙と「国民健康保険に関する
こと」を書いた８００字程度の作文を、
持参か郵送（当日消印有効）、ファク
ス、Ｅメールで国保年金課（〒４４６－
８５０１住所記載不要／胃〈７６〉１１１２／
honen@city.anjo.aichi.jp／緯〈７１〉
２２３０）へ
　※応募用紙は、同課・市公式ウェブ
サイトで配布。

市国民健康保険運営協議会
委員

　男女共同参画に関する取り組みなど
について審議します。
■内 任期施４月１日掌～平成２６年３月３１
日捷　選考施書類審査、面接

■対 ４月１日現在、市内在住・在勤・在
学の２０歳以上で、平日昼間の会議に
出席できる人

■定 ３人程度
■申 ２月１７日晶までの午前８時３０分～午
後５時１５分（松掌抄を除く）に、所定
の応募用紙と意見調査票を、持参か
郵送（当日消印有効）、ファクス、Ｅ
メールで市民協働課（〒４４６－８５０１住
所記載不要／胃〈７２〉３７４１／kyodo@

　city.anjo.lg.jp／緯〈７１〉２２１８）へ
※応募用紙と意見調査票は、同課・市
公式ウェブサイトで配布。

男女共同参画審議会委員

■内 勤務内容施食
器の洗浄など
勤務日時施捷

～晶午後１時
３０分～５時
（学校給食が
無い日を除く）　勤務場所施南部調
理場（和泉町）　賃金施時給９３０円　
選考施面接（２月２８日昇）

■対 昭和３１年４月２日～昭和５６年４月１
日に生まれた人

■定 ２人程度
■申 ２月８日昌～２２日昌午前９時～午後
５時（松掌抄を除く）に、施設管理協
会（市役所西庁舎内／緯〈７５〉２３２２）へ

　※試験実施要項は同協会で配布。

臨時給食調理職員

■内 勤務内容施市保健センターでの乳幼
児健診・健診事後教室などの発達心
理相談　勤務日時施毎週昭、第２・
４昇、第３昌午前９時～午後５時の
うち５時間程度　賃金施時給２８９０円、
通勤割増１日２００円　選考施面接（２
月２９日昌）　採用日施４月１日掌

■定 若干名
■申 ２月６日捷～２０日捷午前８時３０分～
午後５時１５分（松掌抄を除く）に、顔
写真付きの履歴書と臨床心理士認定
書を持って、市保健センター（緯〈７６〉
１１３３）へ

臨床心理士

■内 勤務内容施協会の事務・事業運営　
勤務日時施捷～晶午前８時３０分～午
後５時１５分　賃金施時給１１５０円、通
勤割増１日２００円　選考施面接・適
正検査（３月３日松）

■対 昭和４１年４月２日以降に生まれ、パ
ソコンの基本操作ができ、ＴＯＥＩＣ
７７０点以上の英語力がある人

■定 １人
■申 ２月６日捷～２０日捷午前９時～午後
５時（松掌抄を除く）に、顔写真付き
の申込書を、持参か郵送（必着）で、
市国際交流協会（〒４４６－８５０１住所記
載不要／緯〈７１〉２２６０）へ
　※募集要項・申込書は、同協会、同
協会ウェブサイトで配布。

市国際交流協会臨時職員
　スカウトとしての技術（ロープワー
ク・救急法・レクリエーション）の習
得、キャンプ、サイクリング、イベン
トでの奉仕活動、緑の羽根共同募金な
どをします。
■対 ３月３１日現在、６歳以上の人
■申 昇～掌午前９時～午後５時（休館日
を除く）に、青少年の家（緯〈７６〉３４３２）
へ

ボーイスカウト・ガールス
カウト新入団員
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　館内の展示案内、また、体験講座や博物館イベントの手伝いなどをしませ
んか。
■時 ４月１日掌から
■対 １８歳以上でボランティ
ア養成講座（２月２４日
晶、３月９日晶・２３日
晶午前１０時～正午、全
３回）に参加できる人

■申 ２月２３日昭までの昇～
掌午前８時３０分～午後
５時１５分（休館日を除
く）に、歴史博物館（緯

〈７７〉６６５５）へ
鎧鎧の試着会での手伝鎧の試着会での手伝いい



　炎に飛び込む勇敢な男たち。天下の
奇祭「鳥羽の火祭り」にお越しください。
■時 ■内 ２月１２日掌　みそぎ施午後３時　
火祭り施午後７時３０分

■場 鳥羽神明社（西尾市鳥羽町／名鉄「三
河鳥羽駅」から徒歩１０分）

■他 三河鳥羽駅では、はず夢ウオーク
（ウオーキング／受け付け施午前１０
時～１１時３０分）、とば市（物産展／午
前１１時～午後４時）を開催します

■問 西尾市観光協会（西尾市商工観光課
内／緯０５６３〈５６〉２１１１）

国指定重要無形民俗文化財
鳥羽の火祭り

西
尾

■時 ２月１１日抄～３月２５日掌（捷を除く）
午前１０時～午後５時（入場は午後４
時３０分まで）

■内 型絵染で知られる芹沢 介。本展で
は、 郡 

ぐ

 上  紬 作家である宗廣氏が愛蔵
じょう つむぎ

する染色作品およびガラス絵など１
点ものの肉筆作品を紹介

■￥ 一般１０００円、小・中学生５００円
　※各種障害者手帳を持っている人と
その介助者は無料。

■場 ■問 岡崎市美術博物館（緯０５６４〈２８〉
５０００）

芹沢 介展
「手仕事を愛でる」

岡
崎

■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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　２月１日現在で、平成２４年経済セン
サス活動調査が全国一斉に実施されて
います。これは、統計法に基づき、全
ての事業所を対象に実施する国の重要
な調査です。調査員証を携帯した調査
員が各事業所を訪問していますので、
ご協力をお願いします。
■問 経営管理課（緯〈７１〉２２０５）

経済センサス活動調査に
ご協力を

　昨年３月～今年２月の診療分の申請
を受け付けます。
■時 ３月１１日掌午前９時～正午
■申 申請書類一式・健康保険証（夫婦分）・
印鑑（夫婦分）を持って市保健センタ
ー（緯〈７６〉１１３３）へ
　※申請書類は、同センター、市内関
係医療機関、市公式ウェブサイトで
配布。

■他 ３月２３日晶までの捷～晶午前８時３０
分～午後５時１５分（抄を除く）でも受
け付けています。対象者など詳細は
本紙昨年１２月１日号をご覧ください

市不妊治療等助成制度申請
の日曜受け付け

　農業振興地域整備計画の見直しに伴
い、農用地区域からの除外などの申し
出の受け付けを休止していましたが、
２月２０日捷締め切り分から再開します。
■問 農務課（緯〈７１〉２２３４）

農用地区域からの除外など
の申し出受け付けを再開

　市の競争入札（物品）へ参加できる資
格審査の申請を受け付けます。　
■内 有効期間施平成２４～２５年度（２年間）
■申 ３月１日昭～平成２６年２月２８日晶午
前８時３０分～午後５時１５分（松掌抄

を除く）に、競争入札参加資格審査
申請書（物品）を持って、契約検査課
（緯〈７１〉２２１２）へ
　※申請書は、同課・市公式ウェブサ
イトで配布。

物品の入札参加資格審査申
請を受け付け

■時 ５月７日捷までの午前８時３０分～午
後５時（閉庁日を除く）

■内 ザ・モール安城（大東町）にて小売業
をする者の代表者氏名

■場 ■問 県商業流通課（緯０５２〈９５４〉６３３８）、
市商工課（緯〈７１〉２２３５）

大規模小売店舗立地法に係
る届出書の縦覧

　昨年１２月２８日までに市社会福祉協議
会に寄せられた義援金は９３４８万０３３９円
です。
昨年１２月１６日～２８日受付分／敬称略　
　佐野里美、里町内会、西部地域まつ
り実行委員会、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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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. 


