
情
報
Ｂ
Ｏ
Ｘ

市
役
所
代
表
☎〈
76
〉1
1
1
1
／
Ｆ
Ａ
Ｘ〈
76
〉1
1
1
2■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。

賀広報あんじょう 2013.5.1

し寿司を作ろう押
■時■場５月１８日松閣作野公民館 ６月２３
日掌閣東部公民館 ７月２１日掌閣南
部公民館 ９月１４日松閣総合福祉セ
ンター（予定） いずれも午前９時３０
分～正午

■￥３００円
■持エプロン・三角巾・手ふき
■申各開催日の３日前までにグリーンそ
う古居敬子さん（緯０８０〈５２９５〉７７８２）へ

けい こ

■問農務課（緯〈７１〉２２３３）

治講演会政
■時５月２８日昇午後２時～３時３０分
■場安城商工会議所
■内日本はどう動いているのか～政治・
経済の行方～
■講後藤謙次氏（政治ジャーナリスト）

けん じ

■定１２０人
■申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）

ンパークのスタッフデ
■内共通事項諮勤務獅季節により夜間勤
務あり 賃金獅通勤割増１日２００円、
松掌抄の時給１００円増 休日獅要相談

■他面接時に写真付きの履歴書を持参
■申電話でデンパーク（緯〈９２〉７１１１）へ
販売スタッフ（店長候補）
■内勤務日時獅昌～捷午前９時～午後５
時のうち指定時間 時給獅８８０円か
ら（試用期間８３０円）

■定１人
販売スタッフ
■内勤務日時獅松掌抄午前９時～午後５
時のうち指定時間 時給獅７８０円か
ら
■定３人
ゲートスタッフ
■内勤務日時獅松掌

抄午前９時～午
後５時のうち指
定時間 時給獅

７８０円から
■定２人

作川河川愛護モニター矢
■内職務内容獅河川愛護のさまざまなテ
ーマについて、河川を観察し、毎月
レポートを提出 活動範囲獅河口～
上塚橋の右岸、美矢井橋～日名橋の
右岸 任期獅７月１日捷から１年間
謝金獅月額４０００円（予定）

■対活動範囲の近くに在住の２０歳以上で、
川に接する機会が多い人
■申５月２４日晶まで（必着）に、応募用紙
を国土交通省豊橋河川事務所（〒４４１
－８１４９豊橋市中野町字平西１－６／
緯０５３２〈４８〉８１０５）へ
※応募用紙は同事務所で配布。同所
ウェブサイト（http://www.cbr.ml
it.go.jp/toyohashi/information/
aigo/）からも申し込み可。

■問市維持管理課（緯〈７１〉２２３７）

の宵開苑春
■時５月１８日松・１９日掌・２５日松・２６日掌

■内開苑時間を午後７時まで延長（入苑
は午後６時３０分まで）

■￥入苑料１００円（中学生以下は無料）
■場■問丈山苑（緯〈９２〉７７８０）

衛官採用試験説明会自
■時５月１８日松、６月１５日松午後１時～
２時３０分
■場刈谷市総合文化センター
■内自衛隊の概要、採用試験について
■問自衛隊愛知地方協力本部安城地域事
務所（緯〈７４〉６８９４）、市行政課（緯〈７１〉
２２０８）

同企業説明会合
■時５月１７日晶午後１時～５時
■場岡崎市竜美丘会館
■内３０社程度（予定）
■対平成２６年３月卒業予定の大学・短大・
専門学生 卒業後３年以内の既卒者
おおむね４５歳未満の中途求職者

■問安城商工会議所（緯〈７６〉５１７５）、市商
工課（緯〈７１〉２２３５）

域福祉を考える市民たす
けあいフォーラム

地

テーマ閣「助け合いのまちをつくろ
う！助けられ上手とお節介のススメ」
■時５月２５日松午後１時３０分～４時
■場文化センター
■内講演、リレートーク
■講木原孝久氏（住民流福祉総合研究所

たかひさ

代表）
■問社会福祉課（緯〈７１〉２２２３）

コタワシで油ケ淵の水を
考える

エ

寸劇を見て、水を汚さないためのエ
コタワシを作ってみよう。
■時５月２５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
■対小学１年生以上（小学１・２年生は
保護者同伴）
■定１０人（定員を超えた場合は抽選）
■持かぎ針（貸し出しあり）
■申５月１６日昭までの午前９時～午後９
時（捷を除く）に名前、年齢、住所、
電話番号、参加人数を環境学習セン
ターエコきち（☎〈７６〉７１４８）へ

民ギャラリー版画講座
受講者展

市

銅版画、リトグラフ作品４７点を展示。
■時５月６日承～１２日掌午前９時～午後
５時（６日は午後１時から、１２日は
午後４時まで）
■場■問市民ギャラリー（緯〈７７〉６８５３）

護保険地域密着型サービ
ス事業者

介

■内サービス内容獅小規模多機能型居宅
介護 日常生活圏域獅東山・安城北・
安城西・篠目・桜井中学校区の５カ所
■対平成２６年度中に整備ができる法人
(法人の設立予定者を含む)

■申陰５月１０日晶～６月２８日晶 隠７月
１日捷～８月３０日晶 韻９月２日捷

～１０月３１日昭（いずれも松掌抄を除
く）に介護保険課（緯〈７１〉２２２６）へ
※各期間ごとに選考。隠韻の募集は、
応募事業者がなかった場合のみ実施。
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じめ・不登校対策家庭教
育講演会

い 史博物館の催し歴 命講習会救

険物取扱者保安講習会危

ーメイドパレスの催しマ

■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６月５日昌午前１０時～１１時４５分
■場市教育センター
■内子どもを幸せに伸ばす１０の秘訣

ひ けつ

■講長谷川満氏（家庭教師システム学院
みつる

代表）
■定２００人（先着順）
■他託児あり（１人３００円、事前申し込み）
■申５月７日昇～１７日晶午前９時～午後
５時（松掌を除く）に、市教育センタ
ー（緯〈７５〉１０１０）へ

歳児の歯科健診・フッ化
物（フッ素）塗布

２

■時■対６月２日掌の下表の時間

※昨秋にフッ化物塗布を実施している
子を除く。

■持母子健康手帳
■他平成２３年５月～１０月生まれの子は１０
月２７日掌に実施します

■場■問市保健センター（緯〈７６〉１１３３）

受け付け時間対象

午前９時～９時４５分平成２２年１１・１２
月生まれ

午前９時４５分～１０時
３０分

平成２３年１・２
月生まれ

午前１０時３０分～１１時
１５分

平成２３年３・４
月生まれ

午前１１時１５分～１１時
３０分

平成２２年５～１０
月生まれ（※）

■場■問歴史博物館（緯〈７７〉６６５５）
企画展記念講演会
■時５月１２日掌午後２時～３時３０分
■内地域の文化財を守る
■講松井直樹氏（西尾市文化振興課）

なお き

入門講座「安城の歴史」
■時５月２５日松午後２時～３時３０分
■内志貴荘の前後
映画会「松本清張シリーズ隠」
■時５月２６日掌午前１０時～１１時４０分
■内球形の荒野

■￥施設利用料（フットセラピー体験会
を除く）
■場■問マーメイドパレス（緯〈９２〉７３５１）
母の日カーネーションプレゼント
■時５月１２日掌午前１０時
■内■対当日、プールまたはトレーニング
ルームを利用した女性にカーネーシ
ョンを進呈

■定１００人（当日先着順）
５月の水中講座
■時５月１５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
■他託児あり（６カ月～未就園児／先着
５人）
■申５月８日昌午前１０時から（捷を除く）、
直接か電話でマーメイドパレスへ

ＢＩＮＧＯ大会！
■時５月１９日掌午後２時
■対当日プールを利用した人
■定１００人（当日先着順）
■他ビンゴカードを１０分前から造波プー
ルで配布

フットセラピー体験会
■時５月２２日昌午前１０時３０分～１１時３０分
■持バスタオル・フェイスタオル各２枚、
運動のできる服装

■対１８歳以上の人
■定１５人（先着順）
■￥５００円
■申５月８日昌午前１０時から（捷を除く）、
直接か電話でマーメイドパレスへ

託児あり！トレーニングジム利用会
■時５月２４日晶午前１０時３０分～正午
■対６カ月～未就園児とその保護者
■定５人（先着順）
■持運動のできる服装・室内シューズ
■申５月８日昌午前１０時から（捷を除く）、
直接か電話でマーメイドパレスへ

安城・碧南・刈谷・知立・高浜市在
住、在勤、在学の人はどの会場でも受
講可能。
■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
■時５月１８日松午前９時～正午
■場碧南消防署
■内小児・乳児・新生児の心肺蘇生法、
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５月５日抄午前９時から同署救急係
（緯〈４１〉２６２５）へ
普通救命講習Ⅰ
■時５月１９日掌午前９時～正午
■場高浜消防署
■内心肺蘇生法（気道確保、人工呼吸、
胸骨圧迫）、ＡＥＤの使用法、止血法
■定２０人（先着順）
■申５月５日抄午前９時から同署救急係
（緯〈５２〉１１９０）へ

■時■場下表のとおり

①獅ウィルあいち、②獅稲沢市民会館、
③獅大府市勤労文化会館、④獅ライフ
ポートとよはし、⑤獅高浜市立中央公
民館、⑥獅刈谷市産業振興センター
■￥４７００円（愛知県収入証紙により納付）
■申５月１３日捷～３１日晶に所定の封筒で
郵送
※受講申請書などは５月１０日晶から
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）、衣浦東部広域連合消
防局予防課（緯〈６３〉０１３７）

講習種別会場講習日 一般特定給油
午後午前

①

６月２４日捷

午前午後２５日昇

午前午後２６日昌

午前
午後２７日昭

午前午後２８日晶

午後午前７月１日捷

午前
午後２日昇

午後午前３日昌

午後午前②５日晶

午後午前③９日昇

午後午前④１２日晶

午前午後⑤１７日昌

午後午前⑥１９日晶

給油＝給油取扱所 特定＝特定事業所

内公園の催し堀
■場■問堀内公園（緯〈９９〉５９４７）
母の日記念「折り紙カーネーション作
り」
■時５月１１日松・１２日掌午前１０時～午後
３時

■定各１００人（当日先着順）
母の日記念「観覧車無料開放」
■時５月１１日松・
１２日掌午前９
時～午後４時
３０分
■内■対子どもと利
用する１８歳以
上の女性保護
者は、観覧車
利用料が無料

クイズラリー
■時５月１８日松・１９日掌午前１０時～午後
３時
■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
答えられたら景品を進呈します
■対３歳～小学生
■他未就学児は１８歳以上の保護者同伴
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ポーツセンターの講座ス

月の再生家具入札販売今
■時５月１２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）

ラネタリウム５月の生解
説

プ

■時■内てんびん座～初夏の宵空、アスト
ライアと正義の天秤獅３日抄～６日

てんびん

承・１１日松午後１時３０分、３時 お
とめ座～ふたつの物語獅１２日掌・１８
日松・１９日掌・２５日松・２６日掌午後
１時３０分、３時（２６日は午後１時３０
分のみ）

■場■問文化センター（緯〈７６〉１５１５）

ンパーククラブハウスの
教室・講座

デ

■場■問同クラブハウス（緯〈９２〉７１１２）
■他入園料別途。都合により変更あり
木工ペイント教室
■時５月１１日松・１２日掌午前１０時から
■内ネームプレート・スイングバード
■定各５０人（当日先着順）
■￥５００円から
愛知県産米粉を使った「クッキーファ
クトリー」
■時５月１１日松～１３日捷・１８日松～２０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
ジェルキャンドル教室
■時５月１８日松・１９日掌午前１０時から
■定各５０人（当日先着順）
■￥１２００円から
手作りパン教室「デニッシュパンと動
物あんパン」
■時５月１９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

フォトスポット撮影ツアー「命の花束」
■時５月２５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

寄せ植え講座「カラーサンド」
■時６月１４日晶午前１０時から
■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５月５日抄～３１日晶の午前９時３０分
～午後４時３０分（昇を除く）に同クラ
ブハウスへ

源の森と私たちの生活を
考える講演会

水

水と森そして私たち人間との関わり
方を一緒に考えてみませんか。
■時５月２５日松午後２時３０分～４時１５分
■場市民会館
■講蔵治光一郎氏（東京大学大学院農学

くら じ こういち ろう

生命科学研究科准教授）
■対市内在住・在勤・在学の人
■定７０人（先着順）
■申５月７日昇～１７日晶午前１０時～午後
４時（掌捷を除く）に、住所・氏名・
年齢・電話番号を電話・ファクス・
Ｅメールでエコネットあんじょう
（緯・胃〈５５〉１３１５／info@econetan
jo.org）へ

■場市スポーツセンター
■￥施設利用料
■申５月５日抄～開催日前日の午前９時
～午後８時（休館日を除く）に同セン
ター（緯〈７５〉３５４５）へ

体力測定会
■時６月２日掌午前１０時～正午
■内６種目を測定し、体力レベルを算出
■対１８～６４歳
■定２０人（先着順）
■持室内用シューズ・運動ができる服装・
タオル・飲み物（ペットボトル）
ＡＬＯＨＡフィットネス（女性向き）
■時６月５日昌・１２日昌・１９日昌・２６日
昌午後１時３０分～２時３０分（全４回）

■対１８歳以上の人
■定１５人（先着順）
■持室内シューズ・運動に適した服装・
タオル・飲み物（ペットボトル）
ジュニア水泳体験会
■時６月２日掌・９日掌・１６日掌・２３日
掌・３０日掌午前１０時～１１時（全５回）

■対２５ｍを泳げない小学１～４年生
■定２０人（先着順）
■持水着・水泳帽子・ゴーグル
水泳体験会（中高年向き）
■時６月２１日晶・２８日晶・７月５日晶・
１２日晶・１９日晶午後１時～２時（全
５回）

■対４０歳以上の水泳初心者
■定１５人（先着順）
■持水着・水泳帽子・ゴーグル

子家庭等就業支援講習会母
■時６月または７月から
■内■場①パソコン初級施名古屋・豊橋市
内 ②調剤薬局事務・③介護職員初
任者研修施名古屋市内
■対県内の母子家庭の母・寡婦で、全日
程に出席できる人

■定陰隠獅各２０人、韻獅４０人（いずれも
定員を超えた場合は抽選）
■￥教材費
■申５月７日昇～２８日昇午前８時３０分～
午後５時１５分（松掌を除く）に子育て
支援課（緯〈７１〉２２２９）へ

気機関車写生大会蒸
■時５月１２日掌午前９時～午後３時（雨
天時は１９日掌に順延）

■場市総合運動公園
■対小学生以下（保
護者同伴）

■持画板・絵の具・
クレヨンなど

■他優秀作品に賞状
と賞品、また応
募者全員に参加賞あり

■問公園緑地課（緯〈７１〉２２４４）

Ｄアート展第２弾未知と
の遭遇編

３

前回の作品を
一新し、迫力の
３Ｄアートの世
界をお楽しみく
ださい。
■時５月１５日昌～
７月１５日抄午
前９時３０分～
午後５時（入
園は午後４時３０分まで）

■￥大人５００円、小・中学生４００円、３歳
～小学生未満３００円と別途入園料
■場■問デンパーク（緯〈９２〉７１１１）


