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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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営住宅入居者（抽選）市
■内募集住宅獅吹付（３ＤＫ／上条町）

ふきつけ

戸数閣２戸 建設獅平成７年度 入
居時家賃獅２万５４００円～４万９９００円

■他建築課で配布している申込案内書で、
入居資格を事前に確認してください。
単身での申し込みはできません
■申５月１３日捷～１７日晶午前８時３０分～
午後５時１５分に、直接建築課（緯〈７１〉
２２４０）へ

ァミリー・サポート・セ
ンターの会員

フ

子育てを手助けしてほしい人と、協
力する人が、互いに助け合う会員組織
です。
■対依頼会員（子育てを手助けしてほし
い人）獅市内在住・在勤・在学の人
提供会員（子育ての協力をしてくれ
る人）獅自宅で子どもを預かること
のできる市内在住の人

■申５月１５日昌までの午前８時３０分～午
後４時３０分（松掌抄承を除く）にファ
ミリー・サポート・センター（あん
ぱ～く内／緯〈７２〉２３１５）へ
依頼会員希望者の入会説明会
毎月２回、説明会を開催しています。
事前に同センターへ
提供会員希望者の講習会
■時５月１６日昭午前９時～午後３時３０分
■他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を修了した人
は講習会を免除

護認定調査員（臨時職員）介
■内職務内容獅介護保険の要介護認定の
ための訪問調査 勤務日獅７月１日
捷からの捷～松で週２日～５日。原
則午前９時～午後５時の間で指定す
る時間帯 賃金獅時給１４００円、（研修
は時給８８０円、通勤割増１日２００円）
選考日獅面接（６月６日昭）

■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、介護支援専
門員。ワードができる人。

■定３人
■申５月７日昇～
２４日晶午前８
時３０分～午後
５時１５分（松

掌を除く）に、申込書などを介護保
険課（緯〈７１〉２２５７）へ
※申込書は、５月１日昌から同課・
市公式ウェブサイトで配布。

行 政 改 革教教ええて！て！行行革革！！！！教えて！行革！！
●地域住民の自発的なスポーツ活動などの推進 スポーツ活動などをするこ
とで、地域の住民のつながりをつくり、誰でも気軽に地域の行事に参加する
ことができる、新たな総合型地域スポーツクラブ（※）の創設を目指します。
※スポーツの得意・不得意、性別や年齢等に関係なく、地域の誰もがスポー
ツに親しむことができるような環境づくりを目指して、住民主体で運営す
るクラブ。

Ｑ：何がどうなったの？

Ａ：クラブが中心となって学校施設や
公民館など地域の施設を活用し、スポー
ツ行事などを企画運営をします。地域住
民は気軽にいろいろな行事に参加できる
環境が整います。住民同士がスポーツな
どを通じて知り合うことで、地域コミュ
ニティの活性化にもつながります。
■問市体育館（緯〈７５〉３５３５）

野外センターの一般開放
利用者

市

作手高原（新城市）、茶臼山高原（長野
県根羽村）野外センターの利用受け付
けを開始します。
■内利用可能日獅下表のとおり

■￥昼間利用（午前１０時～午後４時３０分）
獅大人（高校生以上）１００円、小人（小・
中学生）５０円 １泊利用（午前１０時～
翌日午前９時３０分）獅大人２００円、小
人１００円
■申５月１５日昌～利用日の１週間前の午
前９時～午後５時（捷を除く）に、所
定の申請書・参加者名簿・利用料金
を持って市体育館（緯〈７５〉３５３５）へ
※申請書は同館で配布。市外の人は
５月２２日昌から受け付け

職員用パソコンへの広告
掲載事業者

市

■内掲載獅７月～１２月 広告獅縦６００ピ
クセル蓋横８００ピクセルで１件１０秒
表示
掲載料獅最低提示月額１万円（消費
税など含む）

■対市税などの滞納が無いことなど
■定３枠（１カ月単位で申し込み可。応
募者多数の場合、提示額の高い者を
選定）
■申５月１日昌から３１日晶午前８時３０分
～午後５時１５分（松掌抄承を除く）に
申込書・会社概要（パンフレット）、
広告データ（jpeg形式で１００KB以下）
を入れたＣＤ・ＤＶＤを持参または
郵送（必着）で情報システム課（〒４４６
ー８５０１住所記載不要／緯〈７１〉２２０７）へ
※申込書は、同課・市公式ウェブサ
トで配布。

茶臼山高原作手高原月

１日松・２日掌・
８日松・９日掌・
１５日松・１６日掌・
２２日松・２３日掌・
２９日松・３０日掌

１日松～３日捷・
８日松～１０日捷・
１５日松～１７日捷・
２２日松～２４日捷・
２９日松・３０日掌

６

１日捷～３１日昌

１日捷・
６日松～８日捷・
１３日松～２２日捷・
２７日松・２９日捷

７

１日昭～３１日松

３日松～５日捷・
１０日松～１７日松・
２４日松・２５日掌・
３０日晶・３１日松

８

１日掌～３０日捷

１日掌～９日捷・
１４日松～１６日抄・
２１日松～２３日抄
２８日松～３０日捷

９


