
■子ども読書の日記念「人形劇団マ
ザー・エッセンス公演」
■時 ４月２２日掌午後２時～３時
■対 小学生以下
■定 １５０人（先着順）
■申 ４月１日掌午前９時から同館で整
理券を配布（電話申し込み不可）

催　し

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!

中央図書館（緯〈７６〉６１１１）
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■時 ３日昇～７日松・１０日昇～１４日松・
１７日昇～２０日晶・２４日昇～２８日松・
３０日承午後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）

■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（抄承を除く）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４月
３日昇午後２時～４時
エイズ検査・肝炎検査　　　　　　　
■時 ４月３日昇・１０日昇・１７日昇・２４日
昇午前９時～１１時（３日・１７日のエ
イズ検査は午後６時～７時もあり）

４月の土器づくり教室

衣浦東部保健所の相談・検
査

■時 ■場 ■対 乳幼児諮５日昭・２６日昭獅安祥
公民館、１０日昇・２４日昇獅南部公民
館、１１日昌・１８日昌獅東部公民館、
１３日晶・２７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）

４月の移動児童館

■時 ４月７日松午後２時～３時
■内 三味線・民謡・尺八・小太鼓の演奏
　出演施竹祐会
■￥ 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）

丈山苑さくらコンサート

■時 ４月３日昇～６日晶・１０日昇～１３日
晶午前１０時～午後９時

■内 マーメイドパレス利用者でくじを引
き、当たりが出たら、施設無料券を
進呈

■場 ■問 マーメイドパレス（緯〈９２〉７３５１）

利用料還元フェア

■場 ■問 堀内公園（緯〈９９〉５９４７）
フワフワ遊具　　　　　　　　　　　
■時 ３月２４日松・２５日掌午前１０時～午後
４時（雨天中止）

■対 小学生以下で、有料遊具のサイクル
モノレール・メリーゴーランド・汽
車・観覧車のいずれか２つを利用し
た人

レッツ親子運動　　　　　　　　　　
■時 ３月２８日昌午前１０時３０分～１１時３０分
■対 ３歳～未就学児とその保護者（保護
者１人につき、子ども２人まで）

■定 １０組（先着順）
■申 ３月２０日抄～２７日昇午前９時～午後
４時３０分（２６日捷を除く）に、直接ま
たは電話で堀内公園へ

模擬店　　　　　　　　　　　　　　
■時 ３月３０日晶・３１日松午前１０時～午後
３時（雨天中止）

■内 輪投げ・スーパーボールすくい
■￥ 各１回１００円

堀内公園の催し

■時 ■内 ４月１１日昌～７月１１日昌の毎週昌（５月
２日昌、６月２７日昌は除く。全１２回）クラ
スⅠ（あいさつからの基礎）施午後６時３０分
～７時３０分　クラスⅡ（会話を楽しむ実用）
施午後７時４５分～８時４５分

■場 市民会館
■対 市内在住・在勤で１８歳以上の人（高校生、
過去３年間に５回以上受講した人は不可）

■定 各３０人（初めての人を優先したうえで抽せん）
■￥ 各５０００円（市国際交流協会個人会員は３０００円）
■他 講座では日本語を使いません。また、１人で２人分以上の申し込みは不可。
■申 ３月２８日昌の、クラスⅠ施午後６時～６時３０分、クラスⅡ施午後７時１５分
～７時４５分に費用を持って市民会館へ
　※定員に達しない場合は、３月２９日昭午前８時３０分から先着順に市国際交
流協会で受け付け。

■問 市国際交流協会（緯〈７１〉２２６０）

４月の休館日
２日捷・９日捷・１６日捷・２３日捷・
２７日晶

※対象年齢は、目安です。

おはなし会
４月３日昇・
１７日昇
午前１０時３０分

えほんとわらべうたの
会（０～２歳）

４月５日昭
午前１０時３０分

おはなしゆりかご
（０～２歳）

４月７日松
午後３時

おはなしレストラン
（小学生以上）

４月１１日昌
午前１０時３０分

おはなしたまてばこ
（１～５歳）

４月１４日松
午後２時

おはなしえがお
（１歳～小学校低学年）

４月１５日掌
午後２時

かみしばいの会
（幼児～小学校低学年）

４月１９日昭
午前１０時３０分

いないいないばあ
（１～５歳）

４月２０日晶
午前１０時３０分

このゆびと～まれ
（０～２歳）

４月２５日昌
午前１０時３０分

おはなしまあだ
（１～５歳）

■時 ３月２４日松午後２時～３時３０分
■内 全国的視野から見た本證寺伽藍の意
義

■講 佐藤 正  知 氏（文化庁文化財調査官）
まさ とも

■場 ■問 歴史博物館（緯〈７７〉６６５５）

特別講座「よみがえる本證
寺伽藍」

事業仕分けの市民委員を募集事業仕分けの市民委員を募集

■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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■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
デニッシュパンと動物あんパン作り　
■時 ３月２４日松・２５日掌、４月１日掌午
後１時・２時３０分、３月３１日松午前
１１時、午後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 ３月２４日松午後１時・２時３０分、３１
日松午前１０時・１１時

■定 各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

クッキーファクトリー　　　　　　　
■時 ３月２４日松

～２６日捷・
２９日昭～３１
日松、４月
１日掌・２
日捷午前１０時～午後３時３０分

■￥ ７００円
■申 時間内に同クラブハウスへ
ガラス細工＆とんぼ玉教室　　　　　
■時 ３月２４日松・
２５日掌午前１０
時

■講 杉浦 英  津  子 氏
え つ こ

（がらすあそ
びＫＥＲＹ）

■定 各５０人（当日先着順）
■￥ １０００円から
フォトスポット撮影ツアー「春一番♪
を写真にすると」
■時 ３月２４日松午後１時３０分
■講 鶴田 郁  夫 氏（フォトマスターＥＸ）

いく お

■定 ２０人（先着順）
■￥ １３００円
■申 当日午前９時３０分から同クラブハウ
スへ

押し花教室　　　　　　　　　　　　
■時 ３月３１日松、
４月１日掌午
前１０時から

■内 押し花でキー
ホルダーなど
を作成

■講 長谷川はる子氏（ふしぎな花倶楽部
インストラクター）

■定 各１００人（当日先着順）
■￥ ５００円から

■時 ３月２４日松午前１０時、午後１時３０分
■内 「カンフーパンダ２（日本語吹き替え
版）」の上映

　※３Ｄではありません。
■定 ３００人（当日先着順）
■他 会場は板張りです。座布団などの敷
物を用意してください

■場 ■問 南部公民館（緯〈９２〉３５２１）

春の親子映画会

■￥ 入園料
■場 ■問 デンパーク（緯〈９２〉７１１１）
フラワーフェスティバル　　　　　　
■時 ■内 ３月１７日松・１８日掌・２０日抄施わ
んわん動物園　３月１８日掌施キャラ
クターショードラえもん　３月２４日
松施ひろみちお兄さんがやってくる
３月２５日掌施はなかっぱキャラクタ
ーショー　３月３１日松施ベイチャレ
ンジトーナメント　４月１日掌施風
船太郎バルーンパフォーマンス

春の山野草展　　　　　　　　　　　
■時 ４月４日昌～９日捷午前９時３０分～
午後５時

■内 イカリソウ、ウラシマソウなど約
２００点を展示
チューリップ摘み取り体験　　　　　
　４月上旬まで、２２品種２万５０００本の
チューリップが見ごろです。
■時 ４月７日松・８日掌午前１０時（雨天
中止）

■￥ ３本１００円

デンパークの催し デンパーククラブハウスの
体験教室

■時 ４月８日掌午前９時３０分～午後２時
３０分（雨天中止）

■場 ■内 八ツ面山（西尾市）までの、往復約
１１灼を歩きます
　集合場所施ＪＡあいち中央桜井支店
■持 昼食・水筒・敷物・雨具
■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

　７月２１日松・２２日掌に実施する事業仕分けの対象事業の選定や、仕分け人
として当日の議論をします。
■時 ５月～来年３月のうち、仕分け当日を含め９日程度（平日含む）
■対 ４月１日現在、満１８歳以上で、市内在住・在勤・在学の人
■定 ２人程度
■内 選考施書類・面接（４月１１日昌）
■申 ３月１５日昭～２９日昭（必着）に、応募用紙と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／
胃〈７６〉１１１２／keiei@city.anjo.aichi.jp／緯〈７１〉２２０５）へ

　※応募の詳細、応募用紙は、同課・市公式ウェブサイトへ。

■他 願書は各消防署所で配布
■問 安城消防署予防係（緯〈７５〉２４６０）
危険物取扱者試験　　　　　　　　　
■時 ４月２２日掌

■場 名古屋市内
■内 試験種類獅乙種全類、丙種
■申 願書を　電子申請施３月１８日掌午後
５時まで、郵送・持参施３月２１日昌

までに除消防試験研究センター愛知
県支部（〒４６１－００１１名古屋市東区白
壁１－５０／緯０５２〈９６１〉１５０３）へ

乙種第４類予備講習会　　　　　　　
■時 ４月５日昭

■場 刈谷市産業振興センター
■￥ ８０００円
■申 県危険物安全協会連合会（緯０５２〈９６１〉
６６２３）へ

危険物取扱者試験・
予備講習会



衣浦東部広域連合ＮＥＷＳ

１月分／受け付け順／敬称略
社会福祉協議会／善意銀行／福祉基金
後藤貞子、デンソーハートフルクラブ
安城、北部福祉センター利用者、中部
福祉センター利用者、安城快足ＡＣ、
ふれあいダンス、東端の老人、イノア
ック労働組合桜井支部、叙イノアック
コーポレーション桜井事業所、板倉一
良、八千代病院患者一同、林恭子、ほ
ほえみダンス、日本モウルド工業叙、
桜井公民館利用者、伊庭嘉代、さわや
かダンス、長谷川敏江、叙ヒサダ総務
部、久世美枝子、匿名
市役所関係　　　　　　　　　　　　
安城南ライオンズクラブ、サークルＫ
安城大山店、戸田しげ子、石川祐子、
待田和宏、匿名

福祉への善意・寄付
ありがとうございます

　昨年１０月分からの受給には、３月末
日までに申請が必要です。また、昨年
１０月以降に、出生・転入など新たな受
給要件が発生した人は、その日から１５
日以内の申請が必要です。
　詳しくは、本紙昨年１０月１日号１０ペ
ージをご覧ください。
■問 子ども課（緯〈７１〉２２２７）

子ども手当ての申請を

　３～５月が巣作りのピークです。金
属製ハンガー・針金などを、物干し竿
やごみ捨て場に放置しないようにして
ください。
　なお、電柱の上にカラスの巣を見つ
けたら連絡をしてください。
■問 中部電力叙（緯０１２０〈９８５〉６２５）

カラスの巣作りによる停電
を防止しよう
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　平成２４年第１回衣浦東部広域連合議会定例会を２月１７日に開催しました。
　議会では、一般質問のほか、３３９８万円を減額する平成２３年度一般会計補正
予算（第２号）、総額４９億２０００万円の平成２４年度衣浦東部広域連合一般会計予
算など計６件を原案どおり可決、成立しました。
■平成２４年度衣浦東部広域連合一般会計予算
　歳入歳出総額は４９億２０００万円で、主に通信指令システム更新に係る経費の
減額により、前年度より１億４５００万円、２．９％の減額となりました。
　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、事務職員人件費、電算システム経費獅１億４８５５万７０００円
人事管理経費、職員福利厚生経費獅３４９１万円　
《消防費の主な内訳》
消防職員人件費獅３６億３８７２万８０００円　消防庁舎・設備・車両の維持経費、消
防・救急・救助活動費獅２億９４８０万６０００円　消防施設改修費、消防設備費、
水利関係経費獅２億３２９６万１０００円　消防車両などの更新経費獅２億７１２６万
９０００円　消防団の報酬、旅費など獅１億４９２９万円
■問 衣浦東部広域連合事務局総務課（緯〈６３〉０１３１）

＜歳入＞
内容金額（千円）款

関係５市からの
負担金４，８７９，１３０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

１０，０９８使用料・
手数料

消防車両購入の
補助金

１国庫
支出金

２県支出金
物品売払い収入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１０，７６７諸収入

４，９２０，０００合　計

＜歳出＞
内容金額（千円）款

広域連合の議会
運営２，１２４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

１８８，３５３総務費

消防署、消防車
両、消防団、消
防水利など

４，６９７，９４９消防費

消防施設・設備
整備の借入金償
還費用

１１，５７４公債費

２０，０００予備費

４，９２０，０００合　計

　２月１５日までに市社会福祉協議会に
寄せられた義援金は９３６９万９３５７円です。
２月１日～１５日受付分／敬称略　　　
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

　経済的な理由で市立小・中学校の就
学に困っている人は、援助制度があり
ますので、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

■問 市民安全課（緯〈７１〉２２１９）
春の安全なまちづくり市民運動　　　
　新入学児童は身を守る力が弱いので、
地域での子どもの見守り活動に力を入
れましょう。
■時 ４月１日掌～１０日昇

■内 重点実施項目施子どもと女性が被害
者となりやすい犯罪の防止。自動車
関連窃盗および自転車盗の防止。振
り込め詐欺の被害防止
　年間取り組み事項施住宅を対象とし
た侵入盗の防止
春の交通安全市民運動　　　　　　　
　春は、新
入学児童や
新社会人の
慣れない通
学・通勤に
よる交通事
故発生が心
配されます。
また、花見
や宴会で飲酒運転による事故も起こり
やすくなります。皆さんで交通事故防
止に取り組みましょう。
■時 ４月６日晶～１５日掌

■内 運動重点施子どもと高齢者を交通事
故から守ろう。自転車の安全利用を
進めよう。すべての座席でシートベ
ルトとチャイルドシートを正しく着
用しよう。飲酒運転を根絶しよう

春の安全なまちづくり市民
運動・交通安全市民運動

■内 利用日時施４月２日捷からの午前９
時～午後５時（１２月２９日松～来年１
月３日昭を除く。１１月～翌年３月は
午後４時まで）　利用場所施境川浄
化センターの一般利用施設グラウン
ドゾーン・芝生ゾーン（刈谷市）

■問 県知立建設事務所（緯〈８２〉６４８５）、下
水道管理課（緯〈７１〉２２４７）

境川浄化センター
一般利用施設を無料開放

　市にふさわしい土産
品として、１４業者３７品
（下表参照）を選定しま
した。認定品には認定
シールを貼っています。
■時 認定期間施４月～平成２６年３月
■問 商工課（緯〈７１〉２２３５）

■時 交付日施３月２３日晶から
■内 障害者の通院・外出に係るタクシー
料金助成利用券を１人１冊交付しま
す。ただし、週２回以上かつ２カ月
以上の通院が必要な人には、通院報
告書の提出により２冊目を交付
　利用可能日施４月１日掌から
■対 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級のいずれかを持っ
ている人
　※自動車税・軽自動車税が減免され
ている人、市高齢者タクシー料金助
成利用券を交付されている人を除く。

■申 ①～③のいずれかを持って、直接障
害福祉課（緯〈７１〉２２２５）へ

平成２４年度障害者福祉タク
シー料金助成券を交付

■内 職務施入退場管理など　勤務日時施

松掌抄午前９時～午後５時のうち指
定時間　賃金施時給７８０円（松掌抄は
１００円増、通勤割増１日２００円）　休
日施要相談

■対 １８～４５歳の人（高校生は不可）
■定 ２人
■他 面接時に写真付きの履歴書を持参し
てください

■申 デンパーク（緯〈９２〉７１１１）へ

安城市観光協会認定土産品
を決定

　横断歩道橋の新設のため、道路の一部区間を通行止めにします。工事中は
 迂 回路に従って通行してください。
う

■時 ３月２３日晶午後１１時～２４日松午前６時
　※天候不良の場合は、翌日に延期します。
■場 小川町地内（下図参照）

■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。

■時 ５月１２日松午前９時３０分～１１時
■場 アグリライフ支援センター
■内 赤・黄のミニトマトの苗と、バジル、
マリーゴールドを一緒に寄せ植え

■対 市内在住の人
■定 ２０人（先着順）
■￥ １５００円（約４０狩のプランターを持参
する人は８００円）

■持 軍手・作業のできる服装
■申 ３月２１日昌～３１日松午前８時３０分～
午後５時１５分（２６日捷を除く）にアグ
リライフ支援センター（緯〈９２〉６２００）
へ

ミニトマトプランター栽培
体験参加者

デンパークゲートスタッフ
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姫小川町
郵便局

ガソリン
スタンド

ガソリン
スタンド

コンビニ

コンビニ
コンビニ

小河天神社
桜井小学校

至南
桜井
駅

名鉄
西尾
線

至桜
井駅迂回路 病院

パチンコ屋パチンコ屋パチンコ屋

小川町金政

姫小川町遠見塚

桜井小学校北

小川町御林

292
県道

294
県道

44
県道

横断歩道橋新設箇所

夜間通行止め
区間

県道幸田石井線の夜間通行止め

主な認定土産品屋号

アカシヤ蜜深津養蜂園
守口漬女神谷食品
抹茶と玉露の詰め合わせ叙南山園

一丈そうめん叙和泉そうめ
ん丈山の里

和泉手延べ半生長そうめ
ん女たつみ麺店

和泉手延長そうめん和泉手延麺業
組合

安城いちじくごちそーす叙安城スタイ
ル

安城むすめ桝見屋
デンパークオリジナルサ
ブレ

除安城都市農
業振興協会

あんじょはんじょ櫻屋
郷土銘菓安城が原女両口屋菓匠
安城梨羊かん穂積堂

清酒三河安城純米酒女マルコウ酒
店

紅美酒Cremisi神杉酒造叙


