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日ごろ疑問に思っていることや、市
に対する意見などを聞かせてください。
■時２月２４日掌午後１時３０分～３時
■場市民会館
■対市内在住・在勤の１６歳以上で、外国
籍または外国にルーツのある人
■定１５人程度
■他当日は、やさしい日本語を使います
が、必要に応じ通訳を設置します
■申２月１５日晶までに、申込書に必要事
項を記入し、直接か郵送で市民協働
課（〒４４６－８５０１住所記載不要／緯

〈７１〉２２１８）へ
※申込書は、市民協働課で配布。

Reuniãop/trocadeidéiasp/o
desenvolvimentodeumacidade
de coexistência multicultural
ondetodos,independentemente
da nacionalidade e etnia,
colaborem paraaformação de
uma cidade de convivência
harmoniosa.Venhacompartilhar
suaopiniãoconosco!
●DATA domingo,２４/０２/２０１３das
１３：３０hrs
●LOCALShiminKaikan
●ALVO Pessoas acima de 16
anosde idade que mora ou
trabalhaemAnjo

●CAPACIDADE１５pessoas
●INSCRIÇÃO até１５/０２/２０１３
●NOTAHaveráintérprete
●CONTATO ShiminKyodo-ka
tel：７１-２２１８.

Opinion exchange meeting to
promote a harmonious
multiculturalsociety,regardless
ofnationalityandethnicity,where
everyone can live and work
togetherinthecityofAnjo.Come
andshareyouropinionwithus!
●WHENSun.,Feb.２４,２０１３/from
１：３０pm
●WHEREShiminKaikan
●REQUIREMENT Non-Japanese
orpeople who have foreign
background,ageof１６orolder
whowork/liveinAnjo

●CAPACITYabout１５people
●APPLICATIONbyFeb.１５,２０１３
●OTHER There willbe an
interpreterifneeded.

● INQUIRIESShiminKyodo-Ka
tel：７１-２２１８

■図書館友の会「みんなのひろば」
■時２月２４日掌

■内お楽しみコーナー（ぬり絵、折り
紙）獅午前１０時～１１時３０分、マジ
ックショー獅午前１１時３０分、午後
１時３０分、アニメ映画会（一休さ
ん、ももたろう、きかんしゃトー
マス）獅午後２時～２時４５分

■データベースを活用しよう
郷土・参考資料室のパソコンで利
用できます。
■内中日ネット獅１９８７年４月分からの
中日新聞記事（中部地方の各県版、
東海県内の地方版含む）が検索可
（全ての記事ではありません）
聞蔵Ⅱ獅１９８５年からの朝日新聞記
きくぞう

事（地域面含む）が検索可。１９４５～
１９８９年の新聞縮刷版もあり
D1-Law.com獅憲法から告示ま
での法令、判例とこれを理解する
ための要旨・解説情報など

４日捷・１２日昇・１８日捷・２２日晶・
２５日捷

お知らせ

２月の休館日

中央図書館（緯〈７６〉６１１１）

おはなし会

中央図書館の携帯電話
用ウェブサイトへ葛葛

※対象年齢は、目安です。

■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
愛知県産の米粉をつかった「クッキー
ファクトリー」
■時１月２６日松・２７日掌、
２月２日松・３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
手作りパン教室「デニッシュパンと動
物あんパン」
■時１月２６日松・２７日掌、２月２日松・
３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

３Ｄカードクラフト教室「季節柄や動
物などの立体カード作り」
■時２月２日松・３日掌午前１０時から
■講吉田譲氏（デコグラフ工房）

ゆずる

■定各５０人（当日先着順）
■￥４００円から

デンパーククラブハウスの
体験教室 ２月２日松

午後３時
おはなしレストラン
（小学生以上）

２月５日昇・
１９日昇
午前１０時３０分

えほんとわらべうたの
会（０～２歳）

２月７日昭
午前１０時３０分

おはなしゆりかご
（０～２歳）

２月９日松
午後２時

おはなしえがお
（１歳～小学校低学年）

２月１３日昌
午前１０時３０分

おはなしたまてばこ
（１～５歳）

２月１５日晶
午前１０時３０分

このゆびと～まれ
（０～２歳）

２月１７日掌
午後２時

かみしばいの会
（幼児～小学校低学年）

２月２１日昭
午前１０時３０分

いないいないばあ
（１～５歳）

２月２３日松
午前１１時

大人のための絵本朗読
会（一般）

２月２７日昌
午前１０時３０分

おはなしまあだ
（１～５歳）

２月２７日昌
午前１０時３０分

絵本好き集まれ！
－おすすめ絵本紹介－

広報あんじょう 2013.1.15 賀

■時１日晶・２日松・
５日昇～８日晶・
１１日抄・１３日昌～
１６日松・１９日昇～
２２日晶・２６日昇～
２８日昭午後１時～４時（受け付けは
午後２時まで）
■対小学生以上（小学１・２年生は保護
者同伴）
■場■問埋蔵文化財センター（緯〈７７〉４４９０）

■場■問マーメイドパレス（緯〈９２〉７３５１）
平日限定「マーメイドパレス利用料還
元フェア」
■時１月２２日昇～２５日晶、１月２９日昇～
２月１日晶

■内くじをひき、当たりが出たらマーメ
イドパレス無料券を進呈
■対プール・トレーニングルームの利用
者
ＢＩＮＧＯ大会
■時１月２７日掌午後２時
※午後１時５０分から、造波プールで
ビンゴカードを配布。
■内ビンゴになった人にマーメイドパレ
ス無料券を進呈
■対当日のプール利用者
■定１００人（当日先着順）

マーメイドパレスの催し

外国人住民との意見交換会

図書館へ行こう
Let’s go to library!

２月の土器づくり教室

碧海信用金庫本店前会場（御幸本町）
■時１月２６日松午前９時から（商品がな
くなり次第終了）
■内地元産野菜の販売・調理法のアドバ
イス
■問農務課（緯〈７１〉２２３３）
交流広場会場（御幸本町）
■時１月２６日松午前１０時～午後３時
■内地元産野菜・特産物のグルメ品販売、
手作り市、一色漁港で水揚げされた
新鮮な魚介類や海産物の販売、商店
街アイドル「看板娘。」ステージ、願
いごとツリー設置、スタンプラリー、
節分イベント
■問商工課（緯〈７１〉２２３５）、叙安城スタイ
ル（緯〈７３〉９５１１）

今月のきーぼー市場（旧ま
ちなか産直市）

■￥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）
石川丈山勉強会
■時２月３日掌午後１時３０分～３時
季節を楽しむ折り紙展
■時２月８日晶～１０日
掌午前９時～午後
５時（１０日は午後
３時まで）
※入苑は午後４時３０分まで。
■内南部公民館折り紙クラブ会員の作品
展示、折り紙体験コーナー（９日・
１０日午前１０時～午後３時）

■時２月２日松午前１０時３０分～正午
■場安祥閣
■内もちつき（子ども向けの出し物あり）
■定２０家族（先着順）
■￥一人５００円（未就学児無料）
■申 1月２２日昇午前９時から安祥閣（緯

〈７４〉３３３３）へ

■時２月２８日昭、３月１日晶午前９時４５
分～午後４時（全２回）
■場刈谷市産業振興センター
■定１３２人（先着順）
■￥３５００円
■申２月４日捷～８日晶午前８時３０分～
午後５時に、申込書と証明写真（縦
４尺×横３尺で３カ月以内に撮影
したもの）を持って安城消防署（緯

〈７５〉２４５８）へ（電話申し込み不可）
※申込書は、同署・衣浦東部広域連
合ウェブサイトで配布。

■場■問歴史博物館（緯〈７７〉６６５５）
知りたい！鹿乗川流域遺跡群
■時２月１１日抄までの午前９時～午後５
時（１月１５日昇・２１日捷・２８日捷、
２月４日捷を除く）
■場市民ギャラリー
■内弥生時代から古墳時代にかけての、
本市を代表とする鹿乗川流域遺跡群
の概要を、出土土器を中心に紹介

映画会「戦国武将シリーズ①」
■時１月２７日掌午前１０時、午後２時
■内「織田信長～捨て身の復讐戦～」「徳
川家康～三方原の大ばくち～」

甲種防火管理新規講習

丈山苑の催し

安祥閣もちつき大会

歴史博物館の催し

■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。

■時２月９日松午前１０時～正午
■場環境学習センターエコきち
■内安城に伝わる桜井凧の紹介、凧作り、
たこ焼きの試食
■講桜井凧保存会
■対４歳以上の人（未就学児は保護者同
伴）
■定２５人（定員を超えた場合は抽選）
■持マイ箸、マイカップ
■申１月３１日昭までの午前９時～午後９
時（捷、１５日昇を除く）に、氏名・年
齢・住所・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〉７１４８）へ

■場■問堀内公園（緯〈９９〉５９４７）
鬼のお面作り
■時２月２日松午前１０時～午後３時
■定５０人（当日先着順）
松掌抄限定「回数券販売」
■時２月２日松・３日掌・９日松～１１日
抄・１６日松・１７日掌・２３日松・２４日
掌

■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
じゃんけん大会
■時２月３日掌午前１１時、午後３時
■内勝ったら有料遊具利用券を進呈
■対小学生以下
■定各５０人（当日先着順）
バレンタイン企画「男性遊具無料開放」
■時２月９日松～１１日抄午前９時～午後
４時３０分
■内男性は有料遊具を無料で利用できま
す（未就学児は、１８歳以上の保護者
同伴）
ビンゴ大会
■時２月１６日松午前１１時、午後１時（雨
天の場合は１７日掌に順延）
※各１５分前から、水の舞台でビンゴ
カードを配布。
■内ビンゴになった人に有料遊具利用券
を進呈
■対３歳～小学生
■定各５０人（当日先着順）

堀内公園の催し

■対■時■場乳幼児諮５日昇・１９日昇獅南部
公民館、６日昌・２０日昌獅東部公民
館、８日晶・２２日晶獅高棚町公民館、
１４日昭・２８日昭獅安祥公民館いずれ
も午前１０時～１１時

■問子育て支援センター（緯〈７２〉２３１７）

２月の移動児童館 自然の風を感じよう！～凧
（たこ）つくりと凧揚げ
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■時２月１３日昌午後１時３０分～４時
■場衣浦東部保健所（刈谷市）
■内講演「こどもの腎臓病の基礎知識に
ついて」、講話・交流会「知ろう語ろ
う病気を持つこどもの育ち」
■講上村治氏（あいち小児保健医療総合

おさむ

センター）、渡部千世子氏（腎臓疾患
ち よ こ

の子どもの会「キドニークラブ」代表）
■対小児慢性腎疾患の子の保護者
■問衣浦東部保健所健康支援課（緯〈２１〉
４７７８）

小児腎臓病教室
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■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～午後４時
３０分（抄、正午～午後１時を除く）
精神科医師による相談（予約制）獅２
月５日昇午後２時～４時
エイズ検査・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

ちょっと教えて

質問：インターネットを使っていたら、利用した覚えのない請求が届き困
っています。誰かに相談したいのですが。

答え：消費生活相談を利用してください。相談員が話を聞き、問題解決の
お手伝いをします。ほかにも、離婚や相続など、日常生活で悩んだり困った
りしたときは、市民相談を利用してく
ださい。いずれの相談も、内容によっ
て弁護士など専門家の相談窓口を案内
します。
本市では、消費生活相談や市民相談
のほかに、さまざまな相談窓口があり
ます。詳しくは、本紙２２ページをご覧
ください。
■問商工課（緯〈７１〉２２３５）、市民課相談係
（緯〈７１〉２２２２）

衣浦東部保健所の相談・検
査

■時４月４日昭まで
■内大規模小売店舗の施設の配置に関す
る事項など 店舗名称獅ニトリ安城
店（東栄町）
■場■問県商業流通課（緯０５２〈９５４〉６３３８）、
市商工課（緯〈７１〉２２３５）

国道２４７号の半田市と高浜市を結ぶ
衣浦大橋補修工事のため、４車線中２
車線を通行止めとし、残る２車線での
対面通行となります。
■時２月２日松午前２時～４日捷午前２
時（荒天時は翌週に延期）

■問市土木課（緯〈７１〉２２３９）、県知立建設
事務所道路整備課（緯〈８２〉６４５４）

衣浦大橋の通行規制

大規模小売店舗立地法に係
る届出書の縦覧

■内利用日獅平成２６年４月１日昇～９月
３０日昇

■申２月１日晶～１０日掌午前９時～午後
５時（４日捷を除く）に、直接市民
ギャラリー（緯〈７７〉６８５３）へ（電話申
し込み不可）
※希望日が重なった場合は抽選。申
し込み期間後は随時受け付け。平成
２６年３月３０日掌までの利用予約も受
け付けています。

市民ギャラリー展示室一般
利用予約を受け付け

安城南部リサイクルステーション
（ホームエキスポ安城店駐車場内）は、
敷地内移設工事のため、１月２９日昇・
３０日昌の利用ができません。
■問清掃事業所（緯〈７６〉３０５３）

安城南部リサイクルステー
ションを一時閉鎖します

■時２月１日晶～２８日昭（休園日を除く）
■内２人分のデンパーク入園料・メルヘ
ン号乗車券・食事・スイーツ・民族
衣装体験、１回分のアレンジ体験、
合わせて６５００円相当 販売場所獅入
園ゲート
■￥２９８０円
■対２人組の人
■定各２０組（当日先着順）
■他パスポート、招待券などとの併用は
不可。当日のみ有効
■問デンパーク（緯〈９２〉７１１１）

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
日本モウルド工業㈱、能登邦子、大参
社会保険労務士事務所、東端の老人、
東伸運輸叙、芳墨会、たんぽぽ会、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、アイシン・
エィ・ダブリュ労働組合、ふれあいダ
ンス、作野トータル、向山史、竹内孝
税理士事務所、桜井公民館利用者、安
祥公民館利用者、匿名

お得な「デンパークスイー
トクーポン」を販売

福祉への善意
ありがとうございます

１２月１５日までに市社会福祉協議会へ
寄せられた義援金は９７４２万２３０９円です。
■問市社会福祉協議会総務課（緯〈７７〉
２９４１）

１２月１日～１５日受け付け分／敬称略
佐野里美、杉浦製粉叙社員一同、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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気気軽に相談してくださ気軽に相談してくださいい

市民ギャラリー展示室市民ギャラリー展示室内内

■内業務内容獅清掃などの用務員業務、
受け付け、軽微な事務、催事手伝い
など 採用日獅４月１日捷 賃金獅

時給９２０円、通勤割増１日２００円
■対昭和３２年４月２日～平成７年４月１
日生まれで、簡単なパソコン操作が
できる人
■定各１人
青少年の家
■内勤務日時獅週
５日午前８時
３０分～午後５
時（松掌抄勤
務あり） 選
考獅面接（２月７日昭）
■申１月１７日昭～２５日晶午前９時～午後
５時（２１日捷を除く）に、写真付きの
履歴書を持って青少年の家（緯〈７６〉
３４３２）へ
桜井公民館
■内勤務日時獅週
３日午前８時
３０分～午後５
時（松掌抄勤
務あり） 選
考獅面接（２月８日晶）
■申２月３日掌までの午前９時～午後５
時（捷を除く）に、写真付きの履歴書
を持って桜井公民館（緯〈９９〉３３１３）へ

■内勤務日時獅午前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

■定各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
講座スタッフ（体験教室の準備・運営）
■対１８～４５歳くらいの人
※高校生不可。
事務スタッフ（管理事務所勤務）
■対１８～６０歳くらいで、パソコンでエク
セル、ワードが扱える人
※高校生不可。
■他必要によりゲート業務もあり

デンパークのパート・アル
バイト

青少年の家・桜井公民館の
臨時職員

■内採用日獅４月１日捷 賃金獅時給
８２０円、通勤割増１日２００円 選考獅

面接（２月１４日昭）
■対昭和２６年４月２日～昭和３３年４月１
日生まれで、簡単なパソコン操作が
できる人
■定５人程度
■申１月１６日昌～２５日晶午前９時～午後
５時（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
各地区公民館
■内勤務日時獅週５日午後４時３０分～９
時３０分（捷、抄の翌日を除く）
市体育館
■内勤務日時獅週６日午後４時３０分～９
時３０分（捷を除
く。捷が祝日の
場合は勤務あり）
で、２週間の勤
務と１週間の休
日のローテーシ
ョン勤務

各地区公民館・市体育館の
夜間管理臨時職員

■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。

子育ての手助けが欲しい人（依頼会
員）と協力をする人（提供会員）が、互
いに助け合う組織です。
■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、自宅で
子どもを預かることのできる人
■問同センター（緯〈７２〉２３１５）
依頼会員希望者の入会説明会
毎月２回開催しています。事前に同
センターへ申し込んでください。
提供会員希望者の講習会
■時２月５日昇午前９時～午後３時３０分
■申２月４日捷までの午前８時３０分～午
後４時３０分（松掌抄を除く）に同セン
ターへ
※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の修了者は
申し込み時に申し出てください。

ファミリー・サポート・セ
ンターの会員

■内雇用期間獅３月１日晶～３１日掌（４
月１日捷以降も更新する場合あり）
選考獅面接（２月１６日松）
■定各１人
■申１月２９日昇～２月９日松午前９時～
午後５時（掌捷を除く）に、申込書を
市社会福祉協議会総務課（緯〈７７〉
２９４１）へ
※申込書は、社会福祉会館、市社会
福祉協議会ウェブサイトで配布。

介護員
■対介護福祉士またはヘルパー１級・２
級の資格を有し、普通自動車運転免
許を有する人
■内勤務内容獅入浴介助・食事介助・レ
クリエーション・送迎車の運転業務
など 勤務日時獅昇～松午前８時３０
分～午後５時１５分（１カ月あたり約
１５日間で、１日３～７時間の週２０時
間未満、抄勤務あり） 勤務場所獅

北部デイサービスセンター（北部福
祉センター内） 賃金獅時給１０７０円、
通勤割増１日２００円
介護支援専門員・保健師・看護師・社
会福祉士
■対介護支援専門員、保健師、看護師、
社会福祉士のいずれかの資格を有し、
普通自動車運転免許を有する人
■内勤務内容獅ケアプランの作成など相
談援助業務 勤務日時獅昇～松午前
９時～午後５時 勤務場所獅社会福
祉会館 賃金獅時給１４２０円、通勤割
増１日２００円

■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３日掌 後
期選抜獅３月３１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２２日晶～
２５日捷 後期選抜獅３月２５日捷～２９
日晶 転・編入学獅３月９日松～１３
日昌（１０日掌を除く） 特科（聴講生）
獅３月１３日昌～１７日掌（１６日松を除
く。１７日は午後のみ受け付け可）に
刈谷東高等学校（緯〈２１〉３３４９）へ

平成２５年度県立刈谷東高等
学校通信制課程生徒
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市社会福祉協議会臨時職員


