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■手づくりフォトアルバム教室
■時２月１６日掌午前１０時～正午
■内簡易製本キットを使って、写真や
記念品を保存するアルバムを作成
■対１８歳以上
■定２０人（先着順）
■￥５００円
■持写真（Ａ５サイズ以下）・はがき・
チケットの半券など（１０枚程度）、
はさみ、定規、スティックのり
■申１月２８日昇午前９時から電話で中
央図書館へ

３日捷・１０日捷・１２日昌・１７日捷・
２４日捷・２８日晶

中央図書館の携帯電話
用ウェブサイトへ葛葛

中央図書館（緯〈７６〉６１１１）

２月の休館日

■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
シルバーアクセサリー教室
■時１月２５日松・２６日掌午前１０時～午後
３時
■内シルバー、レジン（樹脂）を使ってオ
リジナルアクセサリーを作成
■講近藤祐子氏（日本ジュエリーデザイ

ゆう こ

ナー協会正会員）
■定各５０人（当日先着順）
■￥１５００円から
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２５日松～２７日捷、２月１日松～
３日捷午前１０時～午後３時

■￥７００円
■申時間内に同クラブハウスへ
木工ペイント教室
■時２月１日松・２日掌午前１０時～午後
３時

■内ネームプレートやスイングバードを
作成
■定各５０人（当日先着順）
■￥５００円から
手作りパン教室「デニッシュパン＆動
物あんパン」
■時２月２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

フフォトアルバフォトアルバムム

おはなし会
２月１日松午後
３時

おはなしレストラン
（小学生以上）

２月４日昇・１８
日昇午前１０時３０
分

えほんとわらべうた
の会（０～２歳）

２月６日昭午前
１０時３０分

おはなしゆりかご
（０～２歳）

２月８日松午後
２時

おはなしえがお（幼
児～小学３年生）

２月１６日掌午後
２時

かみしばいの会（幼
児～小学３年生）

２月２０日昭午前
１０時３０分

いないいないばあ
（１～５歳）

２月２１日晶午前
１０時３０分

このゆびと～まれ
（０～２歳）

２月２２日松午前
１１時

大人のための絵本朗
読会（一般）

２月２６日昌午前
１０時３０分

おはなしまあだ（１
～５歳）

２月２６日昌午前
１０時３０分

絵本好き集まれ！お
すすめ絵本紹介
※対象年齢は目安です。

種防火管理新規講習甲
■時２月２７日昭・２８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（刈谷市相
あい

生町）
おい

■定１５６人（先着順）
■￥３５００円
■申２月３日捷～７日晶午前８時３０分～
午後５時に、申込書と証明写真１枚
（縦４尺×横３尺で３カ月以内に撮
影したもの）を持って直接安城消防
署（緯〈７５〉２４５８）へ
※申込書は、同署・衣浦東部広域連
合ウェブサイトで配布。

転車安全利用講習会自
自転車購入
費補助金交付
申請に必要な
講習会です。
■時２月８日松、
３月１５日松

午前１０時～
１１時３０分
■場市民会館
■内自転車安全
利用講習、
補助金交付対象自転車の試乗
■対自転車購入費補助については、本紙
昨年４月１日号２８ページ・市公式ウ
ェブサイトをご覧ください
■持筆記用具（講習会後に補助金の申請
をする場合は、必要書類一式・印鑑・
通帳）
■申各講習会の３日前までに都市計画課
（緯〈７１〉２２４３）へ

33人乗り自転車を体3人乗り自転車を体験験

ンパーククラブハウスの
体験教室

デ

父母（家族）のための発達
障害の基礎講座

祖

■時２月８日松午後２時～４時
■場文化センター
■内発達障害の特性を知り、関わり方・
対応の仕方などの基本的な事項を学
びます
■講小野真樹氏（コロニー中央病院、児

まさ き

童精神科医）
■対発達障害者の家族・支援者
■定１００人（先着順）
■申１月２０日捷～３１日晶午前９時～午後
５時（松掌を除く）に、居住の市町村
名・氏名・本人との関係・電話番号
をファクス・Ｅメールであいち発達
障害者支援センター（胃０５６８〈８８〉０９６
４／asca@pref.aichi.lg.jp／緯０５６８
〈８８〉０８１１）へ
■問市子ども課（緯〈７１〉２２２８）

民スポーツ交流会ソフト
バレーボール大会

市

■時２月２３日掌午前８時３０分
■場市スポーツセンター
■対中学生以上の市内在住・在勤・在学
の人
■他チーム編成は当日受付時に抽選で決
定。事故・けがは、市ふれあい補償
制度で対応します
■申１月３１日晶までに各中学校区のスポ
ーツ推進委員へ

■問市体育館（緯〈７５〉３５３５）

ソソフトバレーボールで交流しよソフトバレーボールで交流しようう

■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

内公園の催し堀
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月の移動児童館２

■場■問歴史博物館（緯〈７７〉６６５５）
考古学最前線Ⅲ「西三河の古墳時代研
究」
■時１月１８日松午後２時～３時３０分
■内東海地方の集落と三河の集落の特色
■講鈴木敏則氏（浜松市博物館館長）

とし のり

松平シンポジウム
■時１月２５日松午後１時～４時
■内三州に一揆おこりもうす～三河一向
一揆の本質を問う～ コーディネー
ター施播磨良紀氏（中京大学教授）

はり ま よし のり

映画会「歴史の改革者シリーズ①」
■時１月２６日掌午前１０時、午後２時
■内「平清盛早すぎた革新～平氏政権誕

へい し

生のとき～」「ミステリー大化改新～
蘇我入鹿暗殺の実像～」

体験講座「いがまんじゅうをつくろう」
■時２月９日掌午前１０時～正午
■講石川敏子氏

とし こ

■定１５組（先着順）
■￥５００円
■申１月２１日昇午前９時から電話で歴史
博物館へ

■場■問堀内公園（緯〈９９〉５９４７）
新年綱引き大会
■時１月２５日松午後２時・３時（３０分前
から管理事務所前で受け付け）
■内２チームに分かれて綱引きをし、勝
ったチームに粗品を進呈
■対小学生以下
■定各５０人（当日先着順）
新年玉入れ大会
■時１月２６日掌午後２時・３時（３０分前
から管理事務所前で受け付け）
■内２チームに分かれて玉入れをし、勝
ったチームに粗品を進呈
■対小学生以下
■定各５０人（当日先着順）
松掌抄限定「回数券限定販売」
■時２月１日松・２日掌・８日松・９日
掌・１１日抄・１５日松・１６日掌・２２日
松・２３日掌午前９時～午後４時３０分

■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
南吉スタンプラリー
■時２月１日松・２日掌・８日松・９日
掌・１１日抄・１５日松・１６日掌・２２日
松・２３日掌午前９時３０分～午後４時

■内南吉作品が題材のクイズ形式スタン
プラリー。集めた人に参加賞を進呈
■対小学生以下
■定各２００人（当日先着順）
■他１日につき台紙１人１枚

大人向け講座「花の小物作り」
■時２月７日晶午前１０時～正午
■内デコクレイ粘土による小物作り
■講飯田恵美氏（デコクレイアカデミー

めぐ み

講師）
■対１８歳以上
■定１０人（先着順）
■￥５００円
■申１月２１日昇～２月６日昭午前９時～
午後４時３０分（捷を除く）に堀内公園
へ

■対■時■場乳幼児諮４日昇・１８日昇獅南部
公民館 ５日昌・１９日昌獅東部公民
館 ７日晶・２１日晶獅高棚町公民館
いずれも午前１０時～１１時

■問子育て支援センター（緯〈７２〉２３１７）

史博物館の催し歴

済講演会経
■時２月５日昌午後２時～３時３０分
■場安城商工会議所
■内最近の金融経済情勢
と展望
■講宮野谷

みや の や

篤氏（日本銀
あつし

行名古屋支店長）
■問安城商工会議所（緯

〈７６〉５１７５）、市商工課（緯〈７１〉２２３５）

害者就労支援講演会障
■時１月３１日晶午前１０時～１１時３０分
■場文化センター
■内「就労支援の現場から」～障がい者就
業・生活支援センターの業務を通し
て～
■講牧野成孝氏

しげ のり

（（社福）愛
あい

恵協会愛恵園
けい あい けい えん

授産所施設長）
■問障害福祉課（緯〈７１〉２２２５）

■時１月２２日昌、２月２６日昌、３月２６日
昌午前１０時～１１時３０分

■場安祥閣
■内箏で「さくら」を練習（初心者向け）
■講川角美都理氏

み ど り

■￥各１０００円
■申各開催日の前日までの午前９時～午
後９時（捷を除く）に安祥閣（緯〈７４〉
３３３３）へ

（こと）を楽しむ会箏

堀堀内公堀内公園園

■時１月２５日松午前９時３０分～正午
■場南部公民館
■内今年度実施した環境活動に関する発
表 発表団体獅明和・丈山小学校、
株式会社ニッセイ、県環境部水地盤
環境課、エコネットあんじょう河川
部会
■定２００人（当日先着順）
■他おしるこの振る舞いあり
■問環境首都推進課（緯〈７１〉２２０６）、エコ
ネットあんじょう（緯〈５５〉１３１５）

ヶ淵流域の環境を考える
集い

油

宮宮野宮野谷谷氏氏

いがまんじゅうを作ってみませんいがまんじゅうを作ってみませんかか

南吉スタンプラリーに挑戦しよ南吉スタンプラリーに挑戦しようう

■￥入苑料１００円（中学生以下無料）
■場■問丈山苑（緯〈９２〉７７８０）
石川丈山勉強会
■時２月２日掌午後１時３０分～３時
■内丈山に親しむツボ
一雛会つるし雛展
■時２月１９日昌～２３日掌午前９時～午後
５時（２３日は
午後３時３０分
まで、入苑は
午後４時３０分
まで）

山苑の催し丈

つつるしつるし雛雛
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民ギャラリー展示室一般
利用予約を受け付け

市

■内利用日獅来年４月１日昌～９月３０日
昌

■申２月１日松～１１日抄午前９時～午後
５時（３日捷・１０日捷を除く）に、直
接市民ギャラリー（緯〈７７〉６８５３）へ
※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。来年
３月３１日昇までの利用予約も受け付
けています。

災ラジオのテスト放送を
実施します

防

市で販売した防災ラジオのテスト放
送を、２月から毎月１回実施します。
防災ラジオをお持ちの方は緊急放送の
起動確認に利用してください。
※ピッチＦＭ（８３．８MHz）でもテスト
放送を聞くことができます。

■時２月１日松、３月１日松正午ごろ
■問防災危機管理課（緯〈７１〉２２２０）

人の風しん予防接種の費
用助成は３月３１日捷まで

大

接種前に申請が必要です。期限内に
接種できるよう、早めに手続きしてく
ださい。
■内助成回数獅 1回 助成金額獅上限
５０００円
■対妊娠を予定または希望している女性
とその夫、妊婦の夫など
■申申請用紙を直接または郵送で市保健
センター（〒４４６－００４５横山町下毛賀
知１０６－１／緯〈７６〉１１３３）へ
※申請用紙は、市保健センター・市
公式ウェブサイトで配布。

５次行政改革大綱を見直
しました

第

本市では、平成２３年に第５次行政改
革大綱を策定し、５５のアクションプラ
ンを掲げ、５カ年の取り組みをしてい
ます。
今年度は計画期間の中間年にあたる
ため、行政改革に関するアンケートを
実施し、その結果と２年半の取り組み
を踏まえ大綱の見直しをしました。
新たに３プランを加えた５８のアクシ
ョンプランに基づき、今後も積極的に
行政改革に取り組んでいきます。
見直し後の大綱およびアンケート結
果は、市公式ウェブサイト・経営管理
課・市政情報コーナーで閲覧できます。
■問経営管理課（緯〈７１〉２２０５）

■場■問環境学習センターエコきち（緯〈７６〉
７１４８）

オーガニックアロマでルームスプレー
づくり
■時２月８日松午後１時３０分～３時
■講万出

まん で

恵氏（オーガ
めぐみ

ニックセラピスト）
■対１５歳以上（中学生
を除く）
■定１５人（定員を超え
た場合は抽選）
■￥１００円
■申１月３１日晶までの午前９時～午後９
時（捷を除く）に、住所・氏名・年齢・
電話番号・参加人数を環境学習セン
ターエコきちへ
秋葉公園でフォトネイチャー！
■時２月１６日掌午前１０時～正午
■内ネイチャーゲーム
■講古居敬子氏（ネイチャーゲーム・Ｃ

けい こ

OＲＮリーダー）
■対４歳以上（小学生未満は保護者同伴）
■定２０人（定員を超えた場合は抽選）
■申２月８日松までの午前９時～午後９
時（捷を除く）に、住所・氏名・年齢・
電話番号・参加人数を環境学習セン
ターエコきちへ

境学習センターエコきち
の催し

環

１１月分／受け付け順／敬称略
市社会福祉協議会 善意銀行
杉浦操、林恭子、アンデン株式会社、
竹内孝税理士事務所、鹿乗福祉委員会、
匿名
市役所関係
河野康美、サンクスフェスティバル来
場者有志、平成２４年度ハンチントンビ
ーチ市市民派遣団一同、愛知県土地家
屋調査士会岡崎支部、安城市仏教会、
匿名

祉への善意
ありがとうございます

福

権擁護委員を決定人
１月１日付けで、人権擁護委員に杉
浦智之氏（再任／城ヶ入町）が委嘱され

とも ゆき

ました。任期は３年です。
■問市民課（緯〈７１〉２２２１）

あわせて１０９人、２０７作品の応募がありました。
入賞者は、次の皆さん。 〈敬称略〉
●１位 「今でしょう勇気と絆で暴力追放」池端伸二（小堤町）

いけ はた しん じ

●２位 「気をつけよう甘い言葉に裏がある」清水達央（和泉町在勤）
みち ひさ

「地域の輪みんなで一掃暴力を」林右
う

京（同）
きょう

●３位 「見逃がすな小さな暴力大きな成果」丸橋明彦（同）
まる ばし あき ひこ

「暴力団いらない入れない金ださない」神谷健二（同）
けん じ

「暴力団私の町には不用品」髙橋光一（藤井町在勤）
こう いち

■問市民安全課（緯〈７１〉２２１９）
秋秋葉公園で一緒に自然と触れ合お秋葉公園で一緒に自然と触れ合おうう

万出万出氏氏

■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
広報あんじょう 2014.1.1５雅

部公民館臨時職員南

保健センター臨時保健師市
■内勤務日時獅捷～晶午前８時３０分～午
後５時（抄を除く） 業務内容獅健康
教育、相談など成人保健業務 採用
日獅３月３日捷 賃金獅時給１４００円、
通勤割増１日２００円 選考獅面接（２
月７日晶）

■定１人
■申１月１５日昌～２９日昌午前８時３０分～
午後５時１５分（松掌を除く）に、写真
付きの履歴書と保健師免許証を持っ
て市保健センター（緯〈７６〉１１３３）へ

消費生活モニター県
■内任期獅４月～来年３月末 謝礼獅年
額３５００円（予定）

■申１月１６日昭～２月１９日昌に、応募用
紙を直接または郵送（当日消印有効）
で県県民生活課（〒４６０－８５０１住所記
載不要／緯０５２〈９５４〉６１６３）または西
三河県民生活プラザ（〒４４４－８５５１住
所記載不要／緯０５６４〈２７〉０８００）へ
※応募用紙は県公式ウェブサイト・
西三河県民生活プラザ・市商工課で
配布。
■問市商工課（緯〈７１〉２２３５）

童厚生員など児
■申１月２０日捷からの午前９時～午後５
時（松掌抄を除く）に、申込書または
履歴書と資格のある人は資格証明書
を持って子育て支援課（あんぱ～く
内／緯〈７２〉２３１９）へ
※申込書は、あんぱ～く・市公式ウ
ェブサイトで配布。

児童クラブ
■内業務内容獅児童クラブを利用する児
童に対する遊びや生活の指導 勤務
日時諮陰児童厚生員獅捷～晶午後１
時～７時または午後２時～７時（松・
学校休業日は午前７時３０分～午後７
時）のうち週５日または週２～３日
の交代勤務 隠アルバイト獅春・夏
休み期間 勤務場所獅市内各児童ク
ラブ 賃金諮陰獅時給１１００円 隠獅

時給１０００円
※いずれも通勤割増１日２００円。

■対陰獅保育士資格または教員免許を有
する人 隠獅子どもが好きで健康で
やる気のある人
■定陰獅３人程度 隠獅５人程度
支援センター
■内業務内容獅支援センターの施設開放・
講座の実施 勤務日時獅捷～晶午前
９時～午後４時、松午前８時３０分～
午後５時１５分のうち週５日または週
２～３日の交代勤務 勤務場所獅さ
くら・二本木・あけぼの支援センタ
ーのいずれか 賃金獅時給１１００円、
通勤割増１日２００円
※松はあんぱ～くで月１～２回勤務。

■対保育士資格または幼稚園教諭免許を
有する人
■定２人

野・二本木公民館図書臨
時職員

作

■内勤務日時獅週２～３日午前９時～午
後５時または午後１時～５時（捷を
除く）の交代勤務 業務内容獅図書
および公民館管理業務 採用日獅４
月１日昇 賃金獅時給９２０円、通勤
割増１日２００円 選考獅面接（２月中
旬）

■対簡単なパソコン操作ができる人
■定各１人
■申１月１６日昭～２５日松午前９時～午後
５時（捷を除く）に、写真付きの履歴
書を持って作野公民館（緯〈７４〉３９７７）
または二本木公民館（緯〈７７〉８６１１）へ

■時選抜日 ▼前期選抜獅３月２日掌 後
期選抜獅３月３０日掌 転・編入学獅

３月２１日抄

■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。
■定２８０人程度（普通科）
■申次の期間に刈谷東高等学校（緯〈２１〉
３３４９）へ 前期選抜獅２月２１日晶～
２４日捷 後期選抜獅３月２４日捷～２８
日晶 転・編入学獅３月８日松～１２
日昌（９日掌を除く） 特科（聴講生）
獅３月１４日晶～１９日昌（１５日松・１７
日捷を除く。１６日掌は午後のみ受け
付け）

成２６年度県立刈谷東高等
学校通信制課程生徒

平

南南部公民南部公民館館

二本木公民二本木公民館館

■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） 業務
内容獅講座スタッフ（体験教室の準
備・運営） 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３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

ンパークのパート・アル
バイト

デ

デデンパーデンパークク

■内勤務日時獅松掌抄を含む週２日午前
８時３０分～午後５時（捷を除く）の交
代勤務 業務内容獅清掃などの用務
員業務、受け付け、簡単な事務、催
事手伝いなど 採用日獅４月１日昇

賃金獅時給９２０円、通勤割増１日２００
円 選考獅面接（２月７日晶）

■対簡単なパソコン操作ができる人
■定１人
■申１月１６日昭～２４日晶午前９時～午後
５時（２０日捷を除く）に、写真付きの
履歴書を持って南部公民館（緯〈９２〉３
５２１）へ

民館夜間管理臨時職員公
■内勤務日時獅週５日または週２日午後
４時３０分～９時３０分（捷を除く）の交
代勤務 採用日獅４月１日昇 賃金
獅時給８２０円、通勤割増１日２００円
選考獅面接（２月１４日晶）

■対昭和２４年４月２日以降生まれで、簡
単なパソコン操作ができる人

■定４人程度
■申１月１６日昭～２５日松午前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


