
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。

広報あんじょう 2013.8.15

ァミリー・サポート・セ
ンターの会員

フ

障害者委託訓練パソコン
応用コース参加者

県

俄

子育ての手助けをしてほしい「依頼
会員」と子育ての協力をする「提供会員」
が、お互いに助け合う会員組織です。
■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、心身と
もに健康で自宅に子どもを預かるこ
とができ、子どもが好きでボラン
ティア精神のある人
■申事前にファミリー・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。
提供会員希望者の講習会
■時９月６日晶午前９時～午後３時３０分
※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。

■他子ども1人につき１時間の報酬 ▼捷
～晶午前７時～午後７時獅６００円
それ以外獅７００円

史博物館展覧会の臨時職
員

歴

■時１０月３日昭～１２月５日昭の昇～昭午
前９時３０分～午後４時３０分

■場岡崎市産業人材支援センター
■内ワード・エクセルの実務的な文書作
成や表作成、パワーポイント基礎、
ホームページ作成

■対身体障害・精神障害の障害者手帳を
有している人（車イスの人を除く）

■定７人（面接で選考）
■申９月１０日昇までにハローワーク刈谷
へ（事前に同所での求職登録が必要）

■問ハローワーク刈谷（緯〈２１〉５００１）、愛
知障害者職業能力開発校（緯０５３３〈９３〉
２１０２）、市障害福祉課（緯〈７１〉２２２５）

■内展覧会での受け付けおよび監視 勤
務日時獅１０月１９日松～１２月８日掌午
前９時～午後５時のうち指定日時
（松掌抄勤務あり） 賃金獅時給８４０
円、通勤割増１日２００円
■定３人程度
■申８月３０日晶までに履歴書を直接歴史
博物館（緯〈７７〉６６５５）へ
※後日書類選考の上、採否を通知。

■時９月２９日掌午前９時３０分～午後３時
■場デンパーク
■対１８歳以上の人（高校生は不可）を代表
としたグループ
■定２０ブース（先着順）
※１組１ブース（２杓×２杓）。
■￥１３００円（２人分の入園料を含む）
■他別途、応募条件や出店に際しての注
意事項があります。詳細は同園か同
ウェブサイトで確認してください
■申８月２１日昌～９月１６日抄に、申込用
紙に住所・参加者全員の氏名・年齢・
電話番号・主な出品品目を記入し、
ファクスまたはＥメールでデンパー
クフリーマーケット出店者募集係
（胃〈９２〉７１１５／freemarket@denp
ark.jp／緯〈９２〉７１１１）へ
※申込用紙は同園、同ウェブサイト
で配布。

■時１０月３日昭・１７日昭・３１日昭、１１月
７日昭・２１日昭（全５回）

■場市保健センター
■内講義、調理実習、演習、運動実習、
グループワーク、座談会など

■対市内在住で食生活に関心があり、全
ての回に出席可能で、修了後、ヘル
スメイトとして活動できる人

■定２０人（先着順）
■￥１６００円
■持エプロン・三角きん・筆記用具・予
定表

■申８月２６日捷～９月２０日晶午前８時３０
分～午後５時１５分（松掌抄を除く）に
電話で同センター（緯〈７６〉１１３３）へ

ルスメイト養成講座参加
者

へ

掘掘り出し物を探してみて掘り出し物を探してみてはは

リーマーケットinデン
パーク出店者

フ

佐藤慶次郎のつくった不思議なモノたち関連事業
けい じ ろう

佐藤慶次郎のつくった不思議なモノたち関連事業
けい じ ろう

■問市民ギャラリー（緯〈７７〉６８５３）
■申各申し込み期限までに、住所・氏
名・年齢・電話番号・人数・希望
イベント名を郵送・ファクスで市
民ギャラリー共同巡回展係（〒４４６
－００２６安城町城堀３０／胃〈７７〉４４９１）
へ
※１枚で２名まで応募可。定員を
超えた場合は抽選。

陰トークイベント「音楽と美術のあい
だで～サウンドアートの豊かな世界～」
■時９月８日掌午後２時～４時
■場安祥公民館
■講左近田展康氏（音楽家、メディア

さ こん だ のぶ やす

アーティスト、メディア論研究者）
■対中学生以上
■定６０人
■申申し込み期限獅９月３日昇

隠「動く不思議な世界の体験」コイル
と磁石の不思議な体験
■時９月１５日掌午後２時～４時
■場市民ギャラリー
■講石川喜一氏

き いち

■対小学生とその保護者
■定１５組３０人程度
■￥１人５００円
■申申し込み期限獅９月３日昇

韻「創作楽器でパフォーマンス」オリ
ジナル打楽器の制作
■時９月２２日掌午後２時～４時
■場市民ギャラリー
■講原創平氏

そう へい

■対小学生とその保護者
■定２０組４０人程度
■￥１人５００円
■申申し込み期限獅９月１０日昇

体育館の夜間管理臨時職
員

市

■内勤務日時獅昇～掌午後４時３０分～９
時３０分（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 賃金獅時給８２０円、
通勤割増１日２００円

■対簡単なパソコン操作ができる人
■申８月３１日松までに電話で市体育館
（緯〈７５〉３５３５）へ
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浦東部保健所の相談・検
査

衣

宅用太陽光発電システム
設置費補助（第２期）

住 外広告物適正化旬間が９
月１日掌から始まります

屋

地パトロール農

作川水源基金に参加と関
心を

矢

峨

■対共通事項施来年度に小・中学校、高
等学校に入学予定で、障害があると
思われる子とその保護者
■申直接、下記学校へ
■問学校教育課（緯〈７１〉２２５４）
安城養護学校（桜井町）
■時９月１８日昌・２６日昭

■対知的発達の遅れや、情緒に障害のあ
る子（高等部を除く）

■問同校（緯〈９９〉３３４５）
岡崎養護学校（岡崎市）
■時９月１３日晶

■対手足に不自由のある子（高等部を除く）
■問同校（緯０５６４〈４８〉２６０１）
大府養護学校（大府市）
■時１０月２３日昌、１１月１５日晶

■対病気で療養している子
■問同校（緯０５６２〈４８〉５３１１）

大切な農地を守り、遊休農地と違反
転用農地の解消のため、農業委員会は
農地パトロールをしています。現地立
ち入りへのご理解をお願いします。
■時８月下旬～１１月３０日松

■場市内の農地
■問農務課（緯〈７１〉２２３４）

昨年度は新築住宅の３分の１が補助
を受けて設置しています。（昨年度補助
実績獅新築２５８件、既築４１９件）
■内補助金額獅４万円×太陽電池モジ
ュールの最大出力値（千円未満切り
捨て） 予算額獅４５００万円
※最大出力値は、小数点以下第３位
を切り捨て、上限４キロワット。

■対９月１６日抄～来年３月３１日捷に、自
らが居住する市内の住宅にシステム
を設置、またはシステム付き建て売
り住宅を購入する人
※補助金交付決定前に工事着手した
ものは対象外。

■申９月２日捷獅午前９時～午後４時３０
分に市役所西会館２階第３６会議室へ
９月３日昇以降獅午前９時～午後５
時１５分(松掌抄、年末年始を除く）に
環境首都推進課へ
※住宅用太陽熱高度利用システムお
よび温水器設置費補助は、引き続き
受け付けています。

■問環境首都推進課（緯〈７１〉２２０６）

■問衣浦東部保健所（刈谷市／緯〈２１〉４７７
８）
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～正午、午
後１時～４時３０分（抄を除く） 精神
科医師による相談（予約制）獅９月１９
日昭午後２時～４時
■場衣浦東部保健所安城保健分室
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）

■場衣浦東部保健所

指定管理者指指定定管管 者者指指定定管管理理者者指指定定管管理理者者ののののの管理運営管管 運運管管理理運運営営管管理理運運営営ににに対対対対対対対するするする評価結評評価価結結評評価価結結評評価価結結果果果果果（（（平成平平成成平平成成222444年年年年年度）度度）度度）指定管理者の管理運営に対する評価結果（平成24年度）

評価指定管理者施設名
◎コニックス叙秋葉いこいの広場

○叙愛知スイミング
三河安城支店堀内公園

○コニックス叙安祥閣
◎叙ピーアンドピー丈山苑

６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
葵歌謡祭、ひょうたん会、東端の老人、
総合福祉センター利用者、福祉会館利
用者、わさびや、日本モウルド工業㈱、
鳥居弘美、㈱ツカモト、さわやかダン
ス、デンソーハートフルクラブ安城、
レストラン久羅、南部公民館利用者、
匿名
市役所関係
（公財）モラロジー研究所安城モラロジ
ー事務所、原田正之、連合愛知三河西
地域協議会、老人クラブ錦桜連合会、
匿名

はり紙、立看板、広告板などの屋外
広告物を無秩序・無制限に出すと、街
の美観や自然環境を損ないます。また、
通行の支障にもなりますので、道路や
歩道に置かないようにしましょう。県
条例で、表示方法・設置場所などにル
ールがあります。設置する場合は、事
前に相談し、必要な手続きをしてくだ
さい。違法な広告物の除却に協力する
ボランティアも募集しています。
■問維持管理課（緯〈７１〉２２３７）

祉への善意・寄付
ありがとうございます

福

この基金は、豊かできれいな｢水｣づ
くりと災害に強い大地にするため、植
林や保育など山の管理と、上下流域の
相互交流に活用されます。
皆さんも参加（上下流交流・賛助会
員・基金への寄付）と関心（水と山への
感謝）を持ち、ご協力をお願いします。
■問（公財）矢作川水源基金事務局（緯０５６
４〈２３〉２６４５）、市企画政策課（緯〈７１〉２２０４）

このことについて、外部評価の結果は下表のとおり。２施設が「特に優れ
ている」、２施設が「適正」と評価されました。また、自主事業などに工夫がみ
られたなどの意見や集客につ
ながる新しい事業やＰRが必
要との意見も出されました。
詳しくは経営管理課・市政情
報コーナー・市公式ウェブサ
イトで閲覧できます。
※評価は、◎獅「特に優れている」 ○獅「適正」 △獅「努力が必要」 ×獅

「指定取り消しの検討が必要」の４段階。
■問経営管理課（緯〈７１〉２２０５）

校施設利用団体の追加登
録を受け付け

学

■内利用可能な施設・時間 ▼小学校の運
動場獅松掌抄、休校日の昼間 小学
校の体育館・中学校獅松掌抄、休校
日の昼間・夜間、平日の夜間 市内
の県立学校の運動場獅松掌抄の昼間
安城東高校の体育館獅松掌抄の夜間

■対市内在住・在勤の１０人以上の団体
※小学校の利用者は学区内在住・在
勤者に限る。
■申９月３０日捷までに小・中学校は利用
したい学校（松掌抄を除く）へ、県立
学校は市体育館（捷を除く）へ

■問市体育館（緯〈７５〉３５３５）

立特別支援学校の体験入
学

県


