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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
新春いちご大福教室
■時１月２日昌～６日掌・１２日松～１４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
木工ペイント教室
■時１月１２日松～１４日抄午前１０時から
■定各５０人（当日先着順）
■￥５００円から
愛知県産米粉のクッキーファクトリー
■時１月１２日松～１４日抄・１９日松・２０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
お花のデニッシュと動物あんパン教室
■時１月１２日松～１４日抄午後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
シルバーアクセサリー教室
■時１月１９日松・２０日掌午前１０時から
■講近藤祐子氏（日本ジュウリーデザイ

ゆう こ

ナー協会正会員）
■定各５０人（当日先着順）
■￥１５００円から
寄せ植え講座「アイアンを使用しての
花飾り」
■時２月８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日松午前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
「すくめた首と寒空」
■時２月８日晶・２２日晶午前１０時（全２回）
■講鶴田郁夫氏（フォトマスターＥＸ）

いく お

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

デンパーククラブハウスの
体験教室

■時１月２６日松午後１時３０分～３時３０分
■場環境学習センターエコきち
■内秋葉公園で見かける野鳥を学び、カ
ワセミのブローチを作ります

■講ｍｅｉｍｅｉ氏（羊毛フェルト作家）
■対１５歳以上の人（中学生は不可）
■定２０人（定員を超えた場合は抽選）
■￥７００円
■持縫い針・縫い糸（白）・裁ちばさみ
■申１月１８日晶までの午前９時～午後９
時（休館日を除く）に環境学習センタ
ーエコきち（緯〈７６〉７１４８）へ
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羊毛フェルトで野鳥のブロ
ーチづくり

■時１月２３日昌、２月２７日昌、３月２７日
昌、４月２４日昌午前１０時３０分～正午

■場安祥閣
■対箏初心者・未経験者
■定各１５人（先着順）
■￥１回１０００円
■申１月５日松午前９時から電話で安祥
閣（緯〈７４〉３３３３）へ

■場■問マーメイドパレス（緯〈９２〉７３５１）
新春こども無料開放
■時１月５日松・６日掌

■内中学生以下はプール利用料が無料
■対オムツが外れた子～中学生（小学３
年生以下は保護者同伴で、保護者１
人につき２人まで入場可。保護者は
利用料が必要）

温かいおしるこの無料サービス
■時１月１３日掌午後０時３０分から
■定２００人（先着順）
もちつき体験会、もちの振る舞い
■時１月１３日掌午後１時・２時
■対小学生以下
■定各２０人（先着順）
■他開始１０分前に整理券を配布
フットセラピー体験会
■時１月２３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１月８日昇午前１０時からマーメイド
パレスへ

水中講座
■時１月３０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」施２０人、体験アクアビクス
施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（６カ月～未就園児、先着
５人）
■申１月８日昇午前１０時からマーメイド
パレスへ

親子水泳教室
■時２月３日掌・１０日掌・１７日掌・２４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１月８日昇～２０日掌午前１０時～午後
７時３０分に直接マーメイドパレスへ
※電話予約不可。

マーメイドパレスの催し

■時２月４日捷午後２時～３時３０分
■場安城商工会議所
■講櫛田誠希氏（日本銀行名古屋支店長）

しげ き

■申当日までに氏名と電話番号を、電話
かファクスで安城商工会議所（緯〈７６〉
５１７５／胃〈７６〉４３２２）へ
■問市商工課（緯〈７１〉２２３５）

初心者箏体験教室（さくら
を弾く会）

経済講演会「最近の金融経
済情勢と今後の展望」

■内■時オリオン座～星が死ぬって本当で
すか～施１月５日松・６日掌・１２日
松～１４日抄午後１時３０分・３時（５
日は午後１時３０分のみ） 冬のスタ
ー達施１月１９日松・２０日掌・２６日松・

たち

２７日掌午後１時３０分・３時（２７日は
午後１時３０分のみ）
■場■問文化センター（緯〈７６〉１５１５）

■申１月７日捷午前９時から市子育て支
援センター（あんぱ～く内／緯〈７２〉
２３１７）へ
※１人１講座まで。

子育て何でも相談広場「絵本が結ぶ親
と子のつながり」
■時２月１３日昌午前１０時～１１時３０分
■対乳幼児とその保護者
■定２０組（先着順）
育児講習会「ママのための薬教室」
■時２月１５日晶午前１０時～１１時３０分
■講伊藤由紀氏（薬剤師）

ゆ き

■対乳幼児の保護者
■定３０人（先着順）
■他別室託児あり
親子遊び講習会「親子で楽しもう！キ
ッドビクス」
■時３月８日晶午前１０時～１１時３０分
■講高橋千恵子氏（スタジオＤｏ代表）

ち え こ

■対１歳６カ月～３歳未満の子と保護者
■定３５組（先着順）

子育て支援センターの講座

■時１月１３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）

今月の再生家具入札販売プラネタリウム１月の生解説

■場■問歴史博物館（緯〈７７〉６６５５）
歴博講座「からくり人形芝居～市内尾
崎町のからくり人形を中心に～」
■時１月１２日松午後２時～３時３０分
考古学最前線「西三河の弥生時代研究④」
■時１月１９日松午後２時～３時３０分
■内人面文土器からわかること
■講黒沢浩氏（南山大学教授）

ひろし

体験講座「いがまんじゅうをつくろう」
■時２月２３日松午前１０時～正午
■定２０組（先着順）
■￥１組５００円
■申１月１８日晶午前９時から電話で同館へ

歴史博物館の催し

■￥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）
新春茶会
■時１月２０日掌午前１０時～午後３時

盆栽展
■時１月２５日晶～２７日掌午前９時～午後
５時（２５日は午後１時から、２７日は
午後４時まで。入苑はいずれも午後
４時３０分まで）

丈山苑の催し

■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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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Ⅲ（小児・乳児・新生児）
■時１月１９日松午前９時～正午
■場高浜消防署
■内小児・乳児・新生児の心肺蘇生法、

そ せい

ひきつけ、のどに異物が詰まった時
の処置

■申１月５日松午前９時から同署（緯〈５２〉
１１９０）へ

普通救命講習Ⅰ
■時１月２０日掌午前９時～正午
■場知立消防署
■内心肺蘇生法、ＡＥＤ使用法、止血法
■申１月５日松午前９時から同署（緯〈８１〉
４１４４）へ
上級救命講習会
■時１月２６日松午前９時～午後６時
■場刈谷消防署
■内心肺蘇生法、ＡＥＤ使用法、止血法、
外傷の手当てなど

■申１月５日松午前９時から同署（緯〈２３〉
１２９９）へ

救命講習会

■時２月６日昌午後１時３０分～４時３０分
■場刈谷市産業振興センター
■内福井明氏（叙ジェイテクト総括産業

あきら

医）による講演「過重労働とメンタル
ヘルス」、企業の事例発表など

■申１月２５日晶までに、郵送かファクス
で県西三河県民事務所（〒４４４－８５５１
岡崎市明大寺本町１－４／胃０５６４〈２
３〉４６５３／緯０５６４〈２７〉２７８２）へ
■問市商工課（緯〈７１〉２２３５）

ワーク・ライフ・バランス
推進セミナー

■時１月２６日松正午～午後３時
■場文化センター
■内炊き込みご飯と汁物の作り方、ごみ
分別の話

■対市内在住・在勤で１２歳以上の外国人
■定２４人（先着順）
■￥５００円
■持エプロン・タオル
■申１月７日捷～１８日晶午前９時～午後
５時（１２日松～１４日抄を除く）に、市
国際交流協会（緯〈７１〉２２６０）へ

■時２月１７日掌・２４日掌、３月３日掌・
１０日掌・１７日掌・２４日掌午前１０時～
１１時３０分（全６回）
■場市民会館
■内学校や日常生活で必要な日本語
■対市内の小学校に通う外国籍児童で、
会場まで保護者が送迎できる子（外
国にルーツを持つ子を含む）

■定１５人（定員を超えた場合は抽選）
■￥３００円
■他日本語を教えるボランティアも募集
しています

■申１月７日捷～２月１日晶午前８時３０
分～午後５時１５分（松掌抄を除く）に
市民協働課（緯〈７１〉２２１８）へ

冬期子ども日本語教室

■時２月２日松午後２時～４時（受け付
けは午後１時３０分から）

■場文化センター
■内模範児童や青少年健全育成に尽力し
た人・団体の顕彰、「家庭の日」ポス
ター入賞者表彰、伊藤幸弘氏の講演

ゆき ひろ

「波乱万丈の我が人生 最高の出会
いが人生の勝利」
■問青少年の家（緯〈７６〉３４３２）、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

外国人のための日本料理教室

■￥施設使用料
■場■問市スポーツセンター（緯〈７５〉３５４５）
プールワンポイントレッスン
■内■時水中ウオーキング（初心者）施１月
１１日晶・１６日昌・２５日晶、２月２０日
昌・２２日晶、３月６日昌・８日晶・
２２日晶午後１時～１時３０分 基礎水
泳指導（初心者）施１月９日昌・１８日
晶・２３日昌、２月１５日晶・２７日昌、
３月１日晶・１３日昌・１５日晶・２７日
昌午後６時～６時３０分

■定各５人（先着順）
■申当日午前９時から、各開始３０分前ま
でに電話で同センターへ
トレーニングルーム
■内■時ウオーキング（基本指導）施毎週昇

午前１１時～１１時４５分 ウオーキング
（初心者）施毎週晶午前１１時～１１時３０分
■対オリエンテーション修了者
■定各１５人（先着順）
■申開始３０分前から整理券を配布

スポーツセンターのプログ
ラム
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■問市商工課（緯〈７１〉２２３５）
名古屋高等技術専門校
■内募集科目・期間施建築総合科（２年）、
電気電子制御コース（１年）、機械加
工コース（１年） 選考施２月１５日晶

■対１８～３０歳で、高等学校および大学卒
業予定者など
■定各３０人
■￥入校検定料、授業料など
■他見学会（１月２６日松）あり
■申１月４日晶～２月５日昇に名古屋高
等技術専門校（緯０５２〈９１７〉６７１１）へ

愛知建連技能専門校
■内訓練日時施月３・４回松午前９時～
午後５時 科目・期間施木造建築課
（３年）、造園科（３年）、建築板金科
（２年）、左官・タイル施工科（２年）
■対事務所に職業訓練指導員が在籍し、
上記の訓練科目に該当する職種につ
いている３０歳以下の人
※事業主が県建設職業訓練協議会の
会員であること。

■￥入校金など（事業主が負担）
■申３月２９日晶までに、願書を事業所経
由で愛知建連技能専門校（碧南市／
緯〈４１〉４５２３）へ
※願書は同校で配布。

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２５日付けで変更しました。
■問都市計画課（緯〈７１〉２２４３）

西三河都市計画生産緑地地
区の変更

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
しくは、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

８７４円製鉄業、製鋼・製鋼圧延業、鋼
材製造業

８４９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

８１５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

８５４円輸送用機械器具製造業

８０４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

７９２円各種商品小売業

８３６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。

愛知県特定（産業別）最低賃
金の改正

（ ）内は前月比

〈平成24年12月１日現在〉
総 人 口
男 性
女 性

世 帯 数

18万2619人（＋74）
9万3538人（＋12）
8万9081人（＋62）

6万9299世帯（＋50）

火 災
救 急

（年間累計／前年対比）

刑 法 犯
交通事故
負 傷 者
死 者

218件（2428件／－113）
557件（6561件／－ 77）
96人（1345人／＋ 2）
0人（ 4人／± 0）

人口・世帯

昨年11月の火災・救急

昨年11月の犯罪・事故

2件（うち建物 2件）
580件（うち急病372件）

１１月３０日までに市社会福祉協議会に
寄せられた義援金は９７３９万４５１９円です。
１１月１６日～３０日受け付け分／敬称略
居酒屋あひる、エコネットいけうら、
東山中学校同窓会８組、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
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設備の安全点検・換水清掃のため休
館します。（アリーナ、トレーニングル
ームは通常営業）
■時２月１日晶～１４日昭

■問市スポーツセンター（緯〈７５〉３５４５）

スポーツセンタープールの
休館

昨年１０月２８日午前６時１８分ごろ、浜
富町の娯楽施設の敷地内で倒れた男性
が発見され、その後、意識不明のまま
死亡が確認されました。警察署の調べ
でも身元が不明で、身柄引き取り者が
ありません。心当たりの人は連絡して
ください。
■内特徴施４０～５０歳くらいの男性。身長
１６６センチの中肉。頭髪は短め 衣
服施灰色の作業服ベスト、青色長袖
ポロシャツ、青色ノースリーブシャ
ツ、薄緑色作業ズボン、薄緑色布ベ
ルト、灰色格子柄トランクスパンツ
所持品施現金、黒色の長財布、携帯
電話、たばこ、ライター、サングラ
ス、茶色の帽子、黒色の運動靴、労
働衛生法による技能講習修了証、安
全衛生資格証など
■問社会福祉課（緯〈７１〉２２２４）

心当たりのある人は連絡を

■内小学生登下校時の
街頭交通指導、交
通安全教室など
勤務日時施学校休
業日を除く午前７時３０分～午後４時
３０分のうち１日５時間以内 賃金施

月額１２万７０００円（採用から６カ月は
１２万円） 選考施面接（２月６日昌）
採用施４月１日捷から

■対昭和４８年４月２日以降生まれで、普
通自動車運転免許証を有し、原付バ
イクの運転ができる人

■定若干名
■申１月１８日晶～２５日晶午前８時３０分～
午後５時１５分（１９日松・２０日掌を除
く）に、写真付きの履歴書を市民安
全課（緯〈７１〉２２１９）へ
※提出書類は返却しません。

交通指導員（甲種）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。

■申事前に入居資格を確認し、１月７日
捷～１１日晶午前８時３０分～午後５時
１５分に直接建築課（緯〈７１〉２２４０）へ

家賃（月額）間取り建設部屋番号住宅名
２万５９００～
５万９００円３ＤＫ平成

７年
２０２吹付

ふき つけ

（上条町）２０７
２万２６００～
４万４４００円２ＤＫ平成

１４年Ｃ３０９池浦
（池浦町）
※池浦のみ単身での申し込み可。単身の
申し込みには、認め印が必要。

技術・技能専門校入校者を
募集

市営住宅入居者（抽選型）募集
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INFORMAÇÕESÚTEIS
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。

※ Inscriçõeseinformaçõessomente
emjaponês

※ Applicationsandinquirieswillbe
inJapanese.


