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デンパーククラ
ブハウスの教室

・講座

怪広報あんじょう 2012.12.1

■時１２月６日昭午後１時３０分～３時
■場市勤労福祉会館
■講消費生活専門相談員
■問昭和建物管理㈱（市指定管理者／緯

〈７５〉４９３０）、市商工課（緯〈７１〉２２３５）

消費生活講座「あなたを狙
う悪質商法」

■場■問マーメイドパレス（緯〈９２〉７３５１）
造波プールでジャンケン大会
■時１２月９日掌午後２時
■内ジャンケンに勝ったらマーメイドパ
レス無料券を進呈
■対当日のプール利用者
■￥施設使用料
フットセラピー体験会
■時１２月１９日昌午前１０時３０分～１１時３０分
■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
■申１２月５日昌午前１０時からマーメイド
パレスへ

１２月の水中講座
■時１２月２６日昌午前１１時～正午
■内■定初級水泳「クロールから始めまし
ょう」獅２０人、体験アクアビクス獅

４０人（いずれも先着順）
■対１８歳以上の人
■￥施設使用料
■他託児あり（生後６カ月～未就園児、
先着５人）
■申１２月５日昌午前１０時からマーメイド
パレスへ
親子水泳教室
■時来年１月６日掌・１３日掌・２０日掌・
２７日掌午後１時～１時５０分（全4回）
■対幼児とその保護者（２人１組）
■定２０組（定員を超えた場合は抽選）
■￥２３００円
■申１２月５日昌～１６日掌午前１０時～午後
７時３０分に直接マーメイドパレスへ
※電話申し込み不可。

マーメイドパレスの催し・
講座

ジェルキャンドル教室
■時１２月８日松・
９日掌午前１０
時から
■内砂とガラス細
工を入れたク
リスマスキャ
ンドル作り
■定各５０人（当日先着順）
■￥１２００円から
手作りパン教室「ソーセージロール
パンと動物あんパン」
■時１２月８日松・９日掌・１５日松午後
１時・２時３０分
■定各１８人（先
着順）
■￥６００円
■申当日午前９
時３０分から
同クラブハウスへ

フォトスポット撮影ツアー「イルミ
ネーションの夜を撮影するコツ」
■時１２月１６日掌午後４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

フラワーアレンジメント講座
■時来年１月１０日昭・２４日昭、２月７
日昭・２１日昭、３月７日昭・２１日
昭午後１時３０分（全６回）
■講山口秋子氏

あき こ

■定３０人（先着順）
■￥６０００円、別途材料費１回２０００円
■他期間中のデンパーク入園パスポー
ト付き
■申１２月５日昌午前９時３０分から同ク
ラブハウスへ

寄せ植え講座「苔玉作り」
■時来年１月１１日晶

午前１０時
■講野正美保子氏

の まさ み ほ こ

（ＲＨＳＪコン
テナガーデニン
グマスター）
■定２０人（先着順）
■￥３５００円
■申１２月５日昌午前９時３０分から同ク
ラブハウスへ

愛知県産の米粉をつかった「クッキ
ーファクトリー」
■時１２月８日松・
９日掌・１５
日松・１６日
掌午前１０時
～午後６時
■￥７００円
■申時間内に同クラブハウスへ
シルバーアクセサリー教室
■時１２月１５日松・１６日掌午前１０時から
■講近藤祐子氏（日本ジュウリーデザ

ゆう こ

イナー協会
正会員）
■定各５０人（当
日先着順）
■￥１５００円から
ふわふわテーブルフォト講座
■時来年１月９日昌・２３日昌午前１０時
（全２回）
■講岡本由樹子氏

ゆ き こ

■定１５人（先着順）
■￥２３００円
■申１２月５日昌午前９時３０分から同ク
ラブハウスへ
押し花講座
■時来年１月１０日
昭・２４日昭、
２月７日昭・
２１日昭、３月
７日昭・２１日
昭午前１０時
（全６回）
■講長谷川はる子氏
■定３０人（先着順）
■￥６０００円、別途材料費（新規の人は
６０００円、継続の人は実費）
■他期間中のデンパーク入園パスポー
ト付き
■申１２月５日昌午前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
「鈍い光と露出の関係」
■時来年１月１１日晶・２５日晶午前１０時
（全２回）
■講鶴田郁夫氏（フォトマスターＥＸ）
■定２０人（先着順）
■￥２３００円
■申１２月５日昌午前９時３０分から同ク
ラブハウスへ

■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
■場■問同クラブハウス（緯〈９２〉７１１２）

■時来年１月２０日掌

■場環境学習センターエコきち
■内事前調査表を基に、家庭のどの部分
からどれだけのエネルギーが使用さ
れているかを診断。診断結果に基づ
き、効果的な省エネを提案
■対市内在住の人
■定７世帯（先着順）
■申１２月１１日昇～２５日昇に、申込書を郵
送かファクス、Ｅメールで環境首都
推進課（〒４４６－８５０１住所記載不要／
胃〈７６〉１１１２／kankyo@city.anjo.
aichi.jp／緯〈７１〉２２０６）へ
※申込書は、同課・市公式ウェブサ
イトで配布。

■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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■場市スポーツセンター
■￥施設使用料
■申１２月５日昌～開催日前日の午前９時
～午後８時（休館日を除く）に市スポ
ーツセンター（緯〈７５〉３５４５）へ
リズムに合わせて健康体操教室
■時来年１月４日晶・１１日晶・１８日晶・
２５日晶午後１時３０分～２時３０分（全
４回）
■対１８歳以上の人（中高年齢者向け）
■定１０人程度（先着順）
■持運動に適した服装・タオル・室内シ
ューズ・飲み物（ペットボトル）
大人の水泳体験会
■時来年１月９日昌・１６日昌・２３日昌・
３０日昌午後７時～８時（全４回）
■内水深１．４杓のプールで基礎から始め
ます
■対１８歳以上の人
■定１５人程度（先着順）
■持水着・水泳帽子・ゴーグル
アクアビクス体験会
■時来年１月１７日昭・２４日昭午後４時～
５時
■対１８歳以上の人
■定各１５人程度（先着順）
■持水着・水泳帽子

うちエコ診断で省エネを スポーツセンターの講座

国道23号岡崎バイパスの一部区間が新たに開通します
現在整備中の国道２３号岡崎バイパスは、藤井ＩＣ（インターチェンジ）～安

城西尾ＩＣの上下線が新たに開通し、２車線通行から４車線通行として利用
できるようになります。
●開通日時 名古屋方面（下り線）獅１２月４日昇、豊橋方面（上り線）獅１２月１９
日昌いずれも正午
●問い合わせ 国土交通省名四国道事務所（緯０５２〈８２３〉７９１１）、市土木課（緯

〈７１〉２２３８）

■時１２月１５日松午後２時～３時
■内マリンバ・ヴィブラフォンの演奏
出演獅山下真理

■￥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）

丈山苑ホワイトコンサート

■場■問歴史博物館（緯〈７７〉６６５５）
歴博講座
■時１２月８日松午後２時～３時３０分
■内棒の手の流派式部流

しき ぶ

連続講座「西三河の弥生時代研究③」
■時１２月１５日松午後２時～３時３０分
■内市内の遺跡から出土した木製品
■講樋上

ひ がみ

昇氏（県埋蔵文化財センター）
のぼる

棒の手実演
■時１２月１６日掌午前１１時～正午
■内出演獅桜井町下谷棒の手保存会、豊

しも や

田市四郷地区棒の手保存会、田貫町
し ごう た ぬき

鎌田流棒の手保存会（西尾市）
かま た

■場■問県緑化センター（豊田市／緯０５６５
〈７６〉２１０９）
昭和の森を歩く会
■時来年１月１０日昭・２７日掌午前９時３０
分～１１時４５分
■内昭和の森の花・鳥・虫などを観察
■申当日午前９時３０分までに昭和の森交
流館（同センター敷地内）へ
庭園設計
■時来年１月１１日晶・１８日晶午前１０時３０
分～午後３時３０分（全２回）
■定９０人（先着順）
■申１２月１１日昇午前９時から、電話か同
センターウェブサイト内「申込フォ
ーム」で同センター（http://www
10.ocn.ne.jp/～ryokka/）へ

県緑化センターの講座

歴史博物館の催し

家家電の消費エネルギーは家電の消費エネルギーは？？
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堀内公園の催し

恢広報あんじょう 2012.12.1

■時■場下表のとおり

■￥４７００円（愛知県収入証紙により納付）
■申来年１月１０日昭まで（必着）に所定の
封筒で郵送
※受講申請書などは、各消防署・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）、衣浦東部広域連合予
防課（緯〈６３〉０１３７）

講習種別会場講習日 一般特定給油

午後午前

ウィル
あいち

来年
１月３０日昌

午前午後３１日昭

午前午後２月１日晶

午前
午後４日捷

午後午前５日昇

午前６日昌

給油＝給油取扱所 特定＝特定事業所

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。
■問衣浦東部広域連合消防課（緯〈６３〉
０１３５）
普通救命講習Ⅲ
■時１２月１５日松午前９時～正午
■場知立消防署
■対小児・乳児・新生児の心肺蘇生法

そ せい

（気道確保、人工呼吸、胸骨圧迫）、
ひきつけ、のどに異物が詰まった時
の処置
■定２０人（先着順）
■申１２月５日昌午前９時から同署（緯〈８１〉
４１４４）へ
普通救命講習Ⅰ
■時１２月１６日掌午前９時～正午
■場碧南消防署
■内心肺蘇生法、ＡＥＤの使用法、止血
法など
■定２０人（先着順）
■申１２月５日昌午前９時から同署（緯〈４１〉
２６２５）へ

救命講習会

危険物取扱者保安講習会

■時来年１月２３日昌・３０日昌、２月６日
昌・１３日昌午前１０時～１１時３０分（全
４回）
■場中央図書館
■定３０人（先着順）
■他託児あり（１人１回３００円）
■申１２月２１日晶午前９時から電話で中央
図書館（緯〈７６〉６１１１）へ

お母さんのための絵本講座

親子ＤＥデコクレイアート体験
■時１２月２３日抄午前１０時、午後２時
■対未就学児～小学生とその保護者
（１８歳以上）
■定各１０人（当日先着順）
■￥１人５００円
ビンゴ大会
■時１２月２３日抄午後１時（午後０時４５
分から、水の舞台でビンゴカード
を配布）
※参加する本人にのみ配布します。
雨天の場合は、２４日承に順延。

■対未就学児～小学生
■定１００人（当日先着順）
ＭＹ箸作り体験
■時１２月２４日承午前１０時、午後１時・
３時
※開始１５分前から、サイクルモノ
レール下付近で整理券を配布。参
加する本人にのみ配布します。
■対未就学児～小学生（未就学児は１８
歳以上の保護者同伴）
■定各２０人（当日先着順）

■場■問堀内公園（緯〈９９〉５９４７）
電車に乗って遊びに行こう！
■時１２月２５日昇まで（休園日を除く）
■内堀内公園駅を利用し、帰りの切符
を持参した人に、２００円分の有料
遊具利用券を進呈 引き換え場所
獅公園管理事務所
※定期券は不可。

作って遊ぼう「クリスマスリース」
■時１２月１５日松午前１０時～午後３時
（定員になり次第終了）
■定５０人（当日先着順）
クイズラリー
■時１２月２２日松・２３日抄

■内サイクルモノレ
ール・メリーゴ
ーランド・観覧
車・汽車にある
クイズに答えると、有料遊具利用
券を進呈
■対３歳～小学生
■定各１００人（当日先着順）
■￥有料遊具利用料
期間限定「回数券販売」
■時１２月２２日松～２５日昇

■内１０００円分の回数券を購入した人に
有料遊具利用券を２枚進呈 販売
場所獅公園管理事務所

利用料還元抽選会
■時１２月２３日抄～２５日昇

■内指定遊具を有料で利用した人を対
象に抽選をし、当たりが出たら有
料遊具利用券を進呈 指定遊具諮

２３日獅汽車、２４日獅メリーゴーラ
ンド、２５日獅観覧車
■￥有料遊具利用料

■時来年１月２０日掌午後１時～４時 開
場時間獅午後０時３０分

■場文化センター
■内映画「ツレがうつになりまして。」、講
演会「大切な人をこころの病気から
守ろう」
■講小瀬木尚美氏（矢作川病院産業精神

お ぜ き なお み

保健（ＩＭＨ）研究所所長）
■対市内在住の人
■定５００人（先着順）
※整理券が必要です。
■申１２月１１日昇午前９時から、整理券を
市保健センター、文化センター、北
部・桜井・南部公民館で配布
■問市保健センター（緯〈７６〉１１３３）

こころの講演会～映画から
学ぼう！
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■内職務内容獅管理事務所事務スタッフ
（必要によりゲート業務もあり） 勤
務時間獅午前９時～午後５時のうち
指定時間（松掌抄勤務あり） 賃金獅

時給７８０円から（松掌抄は１００円増）、
通勤割増１日２００円 休日獅要相談

■対１８～６０歳くらいでエクセル・ワード
ができる人（高校生は不可）

■定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

新成人の家族、人生の先輩からのお
祝いや励ましのメッセージを募集しま
す。いただいたメッセージは、成人式
当日、会場に掲示します。
■申１２月１３日昭までに、応募用紙に町名・
氏名（匿名可）・メッセージを記入し
て、持参か郵送、Ｅメールで青少年
の家（〒４４６－００６１新田町池田上１／
seishounen@city.anjo.aichi.jp／
緯〈７６〉３４３２）へ
※応募用紙は、青少年の家・文化セ
ンター・各地区公民館・市公式ウェ
ブサイトなどで配布。

テレビ放送やインターネットなどで
授業を受ける通信制の大学です。
■内募集学生諮教養学部獅科目履修生
（６カ月在学）、選科履修生（１年間在
学）、全科履修生（４年以上在学） 大
学院獅修士科目生（６カ月在学）、修
士選科生（１年間在学） 出願期間獅

１２月１日松～来年２月２８日昭

■問放送大学愛知学習センター（緯０５２
〈８３１〉１７７１）、市文化センター（緯〈７６〉
１５１５）

新成人への激励メッセージ

デンパークのパート・アル
バイト

放送大学来年４月入学生

衣浦東部広域連合財政状況の公表（１１月公表分）

■問衣浦東部広域連合総務課（緯〈６３〉０１３１）

９月３０日現在の平成２４年度予算執行状況をお知らせします。

広域連合所有財産

（土地） ２８５．９８釈
（建物）２０，１８８．１１釈

単位：千円■歳出
執行率（％）構成比（％）支出済額予算現額科目
３７．２０．０７９１２，１２４議会費
３７．３３．４７０，２７７１８８，３５３総務費
４１．９９６．３１，９７７，２３０４，７２２，９５１消防費
４８．００．３５，５５７１１，５７４公債費
０．００．００２０，０００予備費
４１．５１００．０２，０５３，８５５４，９４５，００２計

広域連合債の現在高（消防債）
単位：千円
構成比（％）現在高区分
３９．３２９，４０７安城市分市別
０．５３７２碧南市分
４４．１３３，０１０刈谷市分
０．００知立市分
１６．１１２，０４９高浜市分
１００．０７４，８３８計
８３．９６２，７８９県都市職員

共済組合
借入
先別

１６．１１２，０４９県中央信
用組合

１００．０７４，８３８計

平成２４年度一般会計予算執行状況
単位：千円■歳入
収入率（％）構成比（％）収入済額予算現額科目
４７．５９２．８２，２５１，６９５４，７４４，８２５分担金及

び負担金
９６．７０．４９，７６０１０，０９８使用料及

び手数料
１００．００．７１６，５６３１６，５６４国庫支出金
０．００．００２県支出金
０．００．００１財産収入
４．８０．０１，０００２１，０００寄附金

１００．０５．９１４１，７４６１４１，７４５繰越金
５２．１０．２５，６０５１０，７６７諸収入
４９．１１００．０２，４２６，３６９４，９４５，００２計

「ダイエットしたいけど、きっかけ
がない」「お腹周りが気になるけど改善
できない」という人。生活をデータ化
し、運動や食生活の改善をしましょう。
■時来年１月１５日昇～３月２９日晶で６日
程度
■場市保健センター
■講管理栄養士、保健師
■対市内在住または在勤のおおむね１８～
３９歳で、ＢＭＩ判定２３以上の人
※ＢＭＩ＝体重（手）÷ 身長（杓）÷
身長（杓）。
■定１０人（先着順）
■申１２月５日昌～２８日晶午前８時３０分～
午後５時１５分（松掌抄承を除く）に、
電話で市保健センター（緯〈７６〉１１３３）
へ

食生活を通じた健康づくりを広める
「ヘルスメイト」になりませんか。
■時来年１月１７日昭・３１日昭、２月１４日
昭・２８日昭、３月１４日昭（全５回）
■場今本コミュニティセンター（今本町）
■講管理栄養士、保健師など
■対市内在住で、全日程に出席でき、修
了後ヘルスメイトとして活動できる
人
■定１６人（先着順）
■￥１６００円
■持エプロン・三角巾・筆記用具・予定
表
■申１２月５日昌～来年１月９日昌午前８
時３０分～午後５時１５分（松掌抄承、
１２月２９日～来年１月３日を除く）に、
電話で市保健センター（緯〈７６〉１１３３）
へ

ヘルスメイト養成講座

私の減る脂（し）いプラン

私たちと
活動しま
しょう！

ヘヘルスメイトの皆さヘルスメイトの皆さんん
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■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。

（ ）内は前月比

〈平成24年11月１日現在〉
総 人 口
男 性
女 性

世 帯 数

18万2545人（＋174）
9万3526人（＋128）
8万9019人（＋ 46）

6万9249世帯（＋ 96）

火 災
救 急

（年間累計／前年対比）

刑 法 犯
交通事故
負 傷 者
死 者

237件（2210件／－125）
614件（6004件／＋ 4）
127人（1249人／＋ 45）
0人（ 4人／＋ 1）

人口・世帯

10月の火災・救急

10月の犯罪・事故

5件（うち建物 2件）
585件（うち急病384件）

今年度から、市営自動車駐車場・自
転車駐車場の年末年始一部無料開放は
実施しません。
■問維持管理課（緯〈７１〉２２３７）、安城駅西
駐車場（緯〈７４〉１５００）

市営駐車場の年末年始営業

１０月１日から宿泊補助対象地区を変
更しました（本紙９月１日号参照）。補
助は、１年度（４月～来年３月）で２泊
まで。事前の申請が必要です。
■問商工課（緯〈７１〉２２３５）

市民保養事業

１０月３１日までに市社会福祉協議会に
寄せられた義援金は９７１２万６８２９円です。
■問市社会福祉協議会総務課（緯〈７７〉２９４
１）
１０月１６日～３１日受け付け分／敬称略
アンデン叙、叙デンソーセールス、三
協商事叙安城営業所従業員一同、耕し
人、募金箱への多数の寄付者■時１２月７日晶～２１日晶午前８時３０分～

午後５時１５分（松掌を除く）
■内西三河都市計画用途地域、防火・準
防火地域の変更
■他期間中、この案に意見のある人は、
市へ意見書を提出できます
■場■問都市計画課（緯〈７１〉２２４３）

■時来年２月１９日昇まで
■内大規模小売店舗の名称および大規模
小売店舗にて小売業をする者の氏名
または名称、住所、法人の代表者氏
名に関する事項 店舗名称獅フィー
ル新安城店・上新電機新安城店（住
吉町）
■場■問県商業流通課（緯０５２〈９５４〉６３３８）、
市商工課（緯〈７１〉２２３５）

家庭での心がけで、地球温暖化・大
気汚染を防止しましょう。
■内①重ね着などの工夫で、暖房は１９℃
を目安に ②照明や電化製品はこま
めに消す ③こたつなどの設定温度
はこまめに調節 ④無用なアイドリ
ング、急発進、急加速を避け、エコ
ドライブに努める ⑤公共交通機関
や自転車を利用する
■他詳細は、「あいちエコチャレンジ２１」
ウェブページをご覧ください
■問県大気環境課（緯０５２〈９５４〉６２１５）、市
清掃事業所（緯〈７６〉３０５３）

大規模小売店舗立地法に係
る届出書の縦覧

東日本大震災義援金
ありがとうございます

地球温暖化・大気汚染の防
止にご協力を

西三河都市計画変更案の縦
覧

■問市保健センター（緯〈７６〉１１３３）
不活化ポリオ予防接種の４回目が定期
予防接種に
接種を希望する人は、市保健センタ
ーへ連絡してください。
■場市内実施医療機関
■対７歳６カ月未満で、３回目のポリオ
予防接種から６カ月以上（標準１２カ
月）経過している人
※生ポリオ予防接種を２回受けてい
る人を除く。
四種混合予防接種を開始
対象となる人へは個人通知をします。
なお、しばらくは、予約が取りづら
い状況が予想されます。
■場市内実施医療機関
■対個人通知の対象者、生後３カ月児
■他三種混合予防接種と不活化ポリオ予
防接種を希望する人、三種混合予防
接種と不活化ポリオ予防接種の接種
券を持つ人で四種混合予防接種を希
望する人は、接種券の変更が必要で
す。接種券を持って市保健センター
へお越しください

予防接種のお知らせ

放置自転車の再利用販売
保管期限が過ぎた放置自転車
の中から、再利用できる自転車
を整備点検し、右の「安城市放
置自転車リサイクル事業取り扱
い店」で販売します。
■時１２月２０日昭から
※各店２・３台の販売です。
■問維持管理課（緯〈７１〉２２３７）

所在地電話取り扱い店

別郷町緯〈７６〉８７０３山本自転車店

明治本町緯〈７６〉３３８７ソウリンサイクル商会

御幸本町緯〈７６〉２０２４サイクルショップ二藤

安城町緯〈７２〉１７７６サイクルアシストオオバ

あいちエコチャレンあいちエコチャレンジジ２１２１のページのページ
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Português
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※申し込みや問い合わせは、日本語
でお願いします。

※ Inscriçõeseinformaçõessomente
emjaponês

※ Applicationsandinquirieswillbe
inJapanese.


