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**デンパーククラブハウスデンパーククラブハウスのの体験教体験教室室***デンパーククラブハウスの体験教室*

ジェルキャンドル教室
■時２月９日松～１１日抄午前１０時から
■定各５０人（当日先着順）
■￥１２００円から
愛知県産米粉をつかった「クッキー
ファクトリー」
■時２月９日松～１１日抄・１６日松・１７
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
■時２月１０日掌・１１日抄・１６日松午後
１時・２時３０分

■内デニッシュパンと動物あんパン
■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

木工ペイント教室
■時２月１６日松・１７日掌午前１０時から
■定各５０人（当日先着順）
■￥５００円から
寄せ植え講座「早春の寄せ植え」
■時３月８日晶午前１０時
■講野正美保子氏（ＲＨＳＪコンテナ

の まさ み ほ こ

ガーデニングマスター）
■定２０人（先着順）
■￥３５００円
■申２月６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
「『早春賦♪』を写す」
■時３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２月６日昌午前９時３０分から同ク
ラブハウスへ
ふわふわテーブルフォト講座
■時３月１３日昌・２７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２月６日昌午前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１３日昌～２５日捷午前９時３０分～
午後４時３０分（１９日昇を除く）
■内園内の花、風景、イベントを楽しむ
人々など入賞・入選作品を展示
■￥入園料
■場■問デンパーク（緯〈９２〉７１１１）
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デンパークフォトコンテス
ト優秀作品展

■場■問マーメイドパレス（緯〈９２〉７３５１）
水中講座
■時２月２０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２月５日昇午前１０時からマーメイド
パレスへ
フットセラピー体験会
■時２月２７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２月５日昇午前１０時からマーメイド
パレスへ
親子水泳教室
■時３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２月５日昇～１７日掌午前１０時～午後
７時３０分（１２日昇を除く）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１０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〈９８９
２〉２９３３）

今月の再生家具入札販売

■時２月２３日松午前１０時・１１時
■場中心市街地交流広場を出発地点とし
た中心市街地
■内商店街の店主たちが、美容・健康や
願いごと、新美南吉などテーマごと
のコースでまちの魅力を紹介
■申２月１２日昇～１８日捷に、希望コース・
時間、参加者住所・氏名・電話番号
を電話（松掌を除く）、ファクスで安
城中央商店街連盟事務所（小堤町／
緯〈７２〉５００２／胃〈７２〉７５１５）へ
※コース、費用などは同所で配布す
るチラシに掲載。安城まちなか情報
館ウェブサイトからも申し込み可。

■問商工課（緯〈７１〉２２３５）

「まちの教室」まちなかツアー

■内■時オリオン座の恋物語施２月２日松・
３日掌・９日松・１０日掌午後１時３０
分・３時 パンスターズ彗星到来！
大彗星になるか随施２月１１日抄・１６
日松・１７日掌・２３日松・２４日掌午後
１時３０分・３時（２４日は午後１時３０
分のみ）

■場■問文化センター（緯〈７６〉１５１５）

■時３月１４日昭午後２時～６時
■場市民会館
■内テーマ施ものづくり、中国問題
■対中小企業の代表者など
■定５０人（先着順）
■￥１０００円
■申２月５日昇～２８日昭午前８時３０分～
午後５時１５分（松掌抄を除く）に、申
込書を直接またはファクスで商工課
（胃〈７６〉００６６／緯〈７１〉２２３５）へ
※申込書は、同課・市公式ウェブサ
イト・安城商工会議所などで配布。

がんばる企業経営セミナー
■時２月２３日松午後２時
■場文化センター
■内交通安全市民運動活動方針の発表、
安城商店街ア
イドル「看板
娘。」ステージ
■他参加者全員に、
交通安全グッ
ズを進呈
■問市民安全課
（緯〈７１〉２２１９）

交通安全市民大会

「「看板娘。」も登「看板娘。」も登場場

プラネタリウムの生解説

■時３月６日昌午後１時～４時
■場刈谷市産業振興センター
■内介護・看護・保育の仕事を探してい
る人を対象とした面接会・セミナー

■他託児あり（要予約）
■問ハローワーク刈谷（緯〈２１〉５００２）、市
商工課（緯〈７１〉２２３５）

介護・福祉就職相談会

■場■問堀内公園（緯〈９９〉５９４７）
マイ箸作り体験会
■時２月１７日掌午前１０時、午後１時・３
時

■対小学生以下（未就学児は保護者同伴）
■定各２０人（先着順）
■申開始１５分前から整理券を配布
利用料還元抽選会
■時２月２１日昭～２４日掌

■内対象遊具の利用者を対象に抽選し、
当たりが出たら有料遊具利用券を進
呈 対象遊具諮２１日施サイクルモノ
レール ２２日施観覧車 ２３日施メル
ヘン号 ２４日施メリーゴーランド

■対４歳以上の人（未就学児は１８歳以上
の保護者同伴）
■定各１００人（当日先着順）
大人向け講座「花の小物作り」
■時２月２２日晶午前１０時～正午
■内デコクレイ粘土による小物づくり
■講飯田恵美氏（デコクレイアカデミー）

めぐ み

■対１８歳以上の人
■定１０人（先着順）
■￥５００円
■申２月５日昇～２１日昭午前９時～午後
４時３０分（休園日を除く）に堀内公園
へ
作って遊ぼう「お雛（ひな）様を作ろう」
■時２月２４日掌午前１０時～午後３時（材
料が無くなり次第終了）

堀内公園の催し

■場■問歴史博物館（緯〈７７〉６６５５）
歴博講座「江戸時代の安城市域と矢作川」
■時２月９日松午後２時～３時３０分
考古学シンポジウム
■時２月１０日掌午前１０時～午後４時
■内鹿乗川流域遺跡群を探る～弥生時代
から古墳時代へ～

■講森岡秀人氏（日本考古学協会理事）
ひで と

考古学最前線「西三河の弥生時代研究⑤」
■時２月１６日松午後２時～３時３０分
■内弥生時代の集落と墓
■講鈴木とよ江氏（西尾市教育委員会）

え

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）
紅の花～つるし雛（びな）展～
■時２月１５日晶～１７日
掌午前９時～午後
５時（１７日は午後
４時まで。いずれ
も入苑は午後４時
３０分まで）
"春を奏でる”ｉｎ丈山苑～二胡コンサー
ト～
■時２月２３日松午後２時～３時
■内演奏施ラベンダー二胡の会
菜の花コンサート（テルミン演奏）
■時３月２３日松午後６時～７時
■定１００人（先着順）
■￥１０００円（中学生以下９００円。いずれも
入苑料・呈茶料含む）

■申２月５日昇午前９時から同苑へ

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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■時２月１５日晶午後３時（受け付けは午
後２時３０分から）

■場文化センター
■内講演「『今、食卓で求められるもの』
～リアルな声・料理家としての私の
提案～」、「食べることは生きること
～ＡＬＬ－ＷＩＮの食ビジネス～」、パ
ネルディスカッション「農・商・工
手をとりあって地域を元気に」
■講廣瀬ちえ氏（料理人・栄養士）、長田
絢氏（料理研究家）
あや

■定１５０人（当日先着順）
■問農務課（緯〈７１〉２２３３）

安城農業士会公開講座

文香とは、手紙と一緒に香りを届け
る小さい匂い袋。世界・日本の自然の
香りを楽しみ、文化を知って、自分だ
けの文香を作ろう。
■時２月２３日松午後１時３０分～３時
■場環境学習センターエコきち
■講加藤沙耶香氏

さ や か

■対１５歳以上（中学生不可）
■定２０人（定員を超えた場合は抽選）
■申２月１５日晶までの午前９時～午後９
時（４日捷・１２日昇を除く）に、住所・
氏名・年齢・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

自然からの贈り物「香木」で
文香（ふみこう）づくり！

■時２月９日松午前９時３０分～１１時３０分
（受け付けは午前９時から）
■場南部公民館
■内エコネットあんじょう、明和小学校
などによる発表、丈山小学校による
発表と合唱

■定２００人（当日先着順）
■他お汁粉のふるまいあり
■問エコネットあんじょう（緯〈５５〉１３１５）、
環境首都推進課（緯〈７１〉２２０６）

油ヶ淵流域の環境を考える
集い

■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８日晶～１０日掌午前９時～午後
５時（１０日は午後４時まで）

■内日本画、洋画、水墨画、書、写真、
陶芸、彫塑、工芸、ちぎり絵ほか

文化講演会「市制６０年の歴史を語る」
■時２月９日松午後２時～３時３０分
■講杉浦正行氏（名誉市民）

まさ ゆき

ごあ展
■時２月９日松午前９時～午後５時、１０
日掌午前９時～午後４時
■内体験コーナーと喫茶室

▲

９日午前１０
時３０分施井上俊一氏による「やさし

とし かず

い俳句教室」１０日午前１０時３０分、
午後１時３０分施新美南吉に親しむ会
による「南吉作品の朗読とお話」

安城文化協会の催し

■時２月１６日松午前１０時～午後３時
■場アピタ安城南店（桜井町）
■内食育劇「梨太郎と桃太郎」（午前１１時、
午後１時３０分）、１日の野菜の量を知
ろう、朝食フードモデル展示、血管
を触ってみようなど

■問農務課（緯〈７１〉２２３３）

食育キャラバン隊イベント
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〈平成25年１月１日現在〉
総 人 口
男 性
女 性

世 帯 数

18万2713人（＋94）
9万3580人（＋42）
8万9133人（＋52）

6万9328世帯（＋29）

火 災
救 急

（年間累計／前年対比）

刑 法 犯
交通事故
負 傷 者
死 者

204件（2632件／－161）
737件（7298件／－ 26）
134人（1479人／－ 2）
0人（ 4人／± 0）

人口・世帯

昨年12月の火災・救急

昨年12月の犯罪・事故

3件（うち建物 3件）
661件（うち急病417件）
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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。

■内勤務内容施介護保険の要介護認定の
ための訪問調査、調査票点検など
勤務日時施捷～晶午前９時～午後５
時 賃金施時給１４００円（調査票点検
などは９８０円）、通勤割増１日２００円
選考施面接（３月１４日昭） 採用日施

４月１日捷

■対保健師、看護師、准看護師、歯科衛
生士、理学療法士、作業療法士、介
護福祉士、社会福祉士、言語聴覚士
のいずれかの資格があり、実務経験
が３年以上の人。または介護保険法
に規定する介護支援専門員

■定１人
■申２月１日晶～３月８日晶午前８時３０
分～午後５時１５分（松掌抄を除く）に、
申込書、資格証明書の写し、介護支
援専門員は実務研修受講試験の合格
証明書類の写しを持って介護保険課
（緯〈７１〉２２５７）へ
※募集要項、申込書は、２月１日晶

から同課・市公式ウェブサイトで配
布。

介護認定調査員（臨時職員）

■内勤務内容施市内各児童クラブにて、
子どもの遊びや生活を指導 勤務日
時施松を含む週２・３日午後２時～
７時（クラブにより午後５時３０分ま
たは６時までで交代勤務あり。また、
学校休業日は午前７時３０分～午後７
時で交代勤務。松のみの勤務もあり）
賃金施時給１１００円、通勤割増１日
２００円
■対保育士または教員免許を有する５７歳
くらいまでの人（３月に取得見込み
の人も含む）

■申捷～晶午前９時～午後５時に、申込
書または市販の履歴書と、保育士証
または教員免許証を持って子育て支
援課（あんぱ～く内／緯〈７２〉２３１９）へ
※申込書は同課・市公式ウェブサイ
トで配布。

放課後児童指導員

■内勤務開始日施３月１８日捷または４月
１日捷 選考施面接（２月２８日昭）
■申２月６日昌～２０日昌午前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、保健師または管
理栄養士の免許証を持って市保健セ
ンター（緯〈７６〉１１３３）へ
臨時保健師
■内勤務内容施健康教育・相談など成人・
母子保健業務 勤務日時施捷～晶午
前８時３０分～午後５時
■定２人
管理栄養士
■内勤務内容施栄養相談など相談業務
勤務日時施月１～３回午前９時～午
後５時のうち指定時間
■定１人

臨時保健師・管理栄養士

■内任期施４月～来年３月 謝礼施年
３５００円以内（予定）
■申２月２０日昌まで（当日消印有効）に、
応募用紙を県県民生活課（緯０５２〈９５４〉
６１６３）または西三河県民生活プラザ
（緯０５６４〈２７〉０８００）へ
※応募用紙は、県民生活プラザ・県
公式ウェブサイト・市商工課で配布。

■問市商工課（緯〈７１〉２２３５）

県消費生活モニター

■時２月１日晶～２８日昭午前９時３０分～
午後４時３０分（松掌抄を除く）

■内同園東ゲートおよび第３駐車場を臨
時に閉鎖（夜間レストラン利用は可）
■問デンパーク（緯〈９２〉７１１１）

デンパーク東ゲートの臨時
閉鎖

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９７５９万９５７２円です。
１２月１６日～２８日受け付け分／敬称略
八千代病院、さわやか体操教室、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

■内勤務内容施年３回程度の会議にて、
スポーツ振興計画の評価や検討、生
涯スポーツ振興施策への提言 任期
施４月１日捷～平成２７年３月３１日昇

■対市内在住・在勤で、４月１日現在２０
歳以上の人

■定３人以内
■申２月５日昇～２８日昭午前８時３０分～
午後５時１５分（捷を除く）に、応募用
紙を市体育館（〒４４６－００６１新田町新
定山４１－８／緯〈７５〉３５３５）へ
※応募用紙は、同館・市公式ウェブ
サイトで配布。

スポーツ推進審議会委員

ススポーツ経験のある人はご応募スポーツ経験のある人はご応募をを

広報あんじょう 2013.2.1会

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.


