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介広報あんじょう 2014.2.1

■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。

ジェルキャンドル教室

■時２月８日松・９日掌・１１日抄午前
１０時～午後３時
■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８日松～１１日抄・１５日松～１７
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

手作りパン教室「デニッシュパン＆
動物あんパン」
■時２月９日掌・１１日抄・１６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

フォトマスターＥＸによる写真講座
「レンズと表現方法」
■時３月７日晶・２１日抄午前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５日昌午前９時３０分から同ク
ラブハウスへ

テーブルフォトふわふわ写真講座
■時３月１２日昌・２６日昌午前１０時（全
２回）
■内テーブルの上に雑貨を並べて、ポ
ストカード風の写真を撮影します
■講岡本由樹子氏

ゆ き こ

■定２０人（先着順）
■￥２３００円
■申２月５日昌午前９時３０分から同ク
ラブハウスへ
寄せ植え講座「早春の花をつかった
寄せ植え」
■時３月１４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５日昌～２８日晶午前９時３０分
～午後４時３０分に同クラブハウス
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

文化共生セミナー多多多多多多多多多多多

■時２月１３日昭

～２４日捷午
前９時３０分
～午後４時
３０分（１８日
昇を除く）
■内園内の花々・風景・催しを楽しむ人
々などを写した作品を展示
■￥入園料
■場■問デンパーク（緯〈９２〉７１１１）

ンパークフォトコンテス
ト優秀作品展

デデデデデデデデデデデ

型型抜きクッキーを作りま型抜きクッキーを作りますす

デンパークで写真の技術を学びまデンパークで写真の技術を学びますす

ジェルキャンドジェルキャンドルル

■時３月８日松午前１０時～正午
■場市民会館
■内国籍や文化などが異なる人たちとの
共生について
■講小島祥美氏（愛知淑徳大学文学部教

よし み

育学科准教授）
■定４０人（先着順）
■他外国人住民も参加します
■申２月５日昌からの午前８時３０分～午
後５時１５分（松掌抄を除く）に市民協
働課（緯〈７１〉２２１８）へ

書館友の会「みんなのひ
ろば」

図図図図図図図図図図図

■時２月２３日掌午前１０時～正午、午後１
時３０分～３時
■内折り紙・塗り絵・
マジックショー・
アニメ映画会
■場■問中央図書館
（緯〈７６〉６１１１） 折折り紙など楽しも折り紙など楽しもうう

ども日本語教室ボランテ
ィア養成講座

子子子子子子子子子子子

■時■内■講下表のとおり

■場市民会館
■対日本語ボランティアの活動をしてい
る人
■定２０人（先着順）
■申２月５日昌からの午前８時３０分～午
後５時１５分（松掌抄を除く）に市民協
働課（緯〈７１〉２２１８）へ

講師内容とき

上田崇仁氏
たか ひと

（愛知教育大
学准教授）

日本語の特
徴、日本語
を教えると
きの留意点

３月２日掌
午後１時～
３時３０分

（公社）国際日
本語普及協会
講師

子どもへの
学習支援の
具体的な方
法と留意点

３月９日掌
午後１時～
４時

んぐりを植樹しよう！も
ちつきをしよう！

どどどどどどどどどどど

■時２月２３日掌午前９時３０分～午後０時
３０分（受け付けは午前９時から）
■場油ヶ淵花しょうぶ園（碧南市油渕町）
■定５０人（先着順）
■申２月５日昌～１４日晶午前８時４５分～
午後５時３０分（１１日抄を除く）に住所・
氏名・年齢・性別・電話番号・参加
人数を、電話かＥメールで県知立建
設事務所都市施設整備課（緯〈８２〉
６４９３／abu-park@pref.aichi.lg.jp）
へ
■問市公園緑地課（緯〈７１〉２２４４）

■時２月２２日松午後４時（受け付けは午
後３時３０分から）
■場市民会館
■内講演「素晴らしき日本の食文化」～子
供・孫・ひ孫へ伝える～
■講ヨネスケ氏（落語家・タレント）
■定１００人（先着順）
■申２月１０日捷～１４日晶午前８時３０分～
午後５時１５分（１１日抄を除く）に農務
課（緯〈７１〉２２３３）で整理券を配布
※１人につき２枚まで。

城農業士会公開講座安安安安安安安安安安安

昨昨年の最優秀作昨年の最優秀作品品
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地区公民館生涯学習コーディネーター地区公民館生涯学習コーディネーター地区公民館生涯学習コーディネーター

市内地区公民館にて、講座の企画
運営や窓口業務などをします。
■内勤務日時施昇～掌午前８時３０分～
午後５時のうち週５日（捷・時間
外勤務もあり） 勤務場所施地区
公民館 賃金施時給１１６０円、通勤
割増あり（採用後６カ月は時給９２０
円、社会保険適用あり） 採用日
施４月１日昇

■対普通自動車運転免許を有し、パソ
コンの基本操作ができ、健康で生
涯学習活動経験者・実践者または
意欲がある人
■定１人

■他２月７日晶・８日松午前１１時、午
後２時・７時または９日掌午前１１
時に文化センターで実施する説明
会に参加してください
■問文化センター（緯〈７６〉１５１５）

■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 2014.2.1会

国民健康保険運営協議会
委員

市市市市市市市市市市市

■時２月１５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
アトラクション施「まこと＆ちはる」
による交通安全のコント
■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）

通安全市民大会交交交交交交交交交交交

国民健康保険事業の運営に関する重
要事項について審議し、市長に答申し
ます。
■内任期獅５月１５日昭～平成２８年５月１４
日松（２年間） 選考獅書類審査、面
接 報酬施会議１回７５００円

■対５月１５日昭現在、市内在住の２０～７０
歳で、年２・３回開催する平日昼間
の会議に出席でき、昨年５月１５日～
任期の間、継続して本市国民健康保
険の被保険者である見込みの人
※同じ世帯に市税の滞納者がいる人
または本市の議員を除く。
■定２人
■申２月１０日捷～２８日晶午前８時３０分～
午後５時１５分（松掌抄を除く）に、応
募用紙と「応募の動機・国民健康保
険に関すること」と題した８００字程度
の作文を、持参か郵送（当日消印有
効）・ファクス・Ｅメールで国保年金
課（〒４４６－８５０１住所記載不要／胃

〈７６〉１１１２／honen@city.anjo.aichi
.jp／緯〈７１〉２２３０）へ
※応募用紙は、同課・市公式ウェブ
サイトで配布。

男女共同参画に関する取り組みなど
について審議します。
■内任期施４月１日昇～平成２８年３月３１
日昭（２年間） 選考施書類審査、面
接
■対平成６年４月１日以前に生まれた市
内在住・在勤・在学の人で、平日昼
間の会議に出席できる人
■定３人程度
■申２月１７日捷までの午前８時３０分～午
後５時１５分（松掌抄を除く）に、所定
の応募用紙と意見調査票を、持参か
郵送（当日消印有効）・ファクス・Ｅ
メールで市民協働課（〒４４６－８５０１住
所記載不要／胃〈７２〉３７４１／kyodo
@city.anjo.lg.jp／緯〈７１〉２２１８）へ
※応募用紙と意見調査票は、同課・
市公式ウェブサイトで配布。

女共同参画審議会委員男男男男男男男男男男男

時心理相談員臨臨臨臨臨臨臨臨臨臨臨

地地区公民館での仕事で地区公民館での仕事ですす

昨年の様昨年の様子子

市保健センタ
ーで実施する乳
幼児健診・健診
事後の発達心理
相談など。
■内勤務日時施昇

～晶午前９時
３０分～午後５時１５分のうち５～７時
間程度 賃金施時給２８９０円、通勤割
増１日２００円 選考施面接（２月１２日
昌）採用日施４月１日昇

■定若干名
■申２月１０日捷までの午前８時３０分～午
後５時１５分（松掌を除く）に、顔写真
付きの履歴書を持参か郵送（必着）で
市保健センター（〒４４６－００４５横山町
下毛賀知１０６－１／緯〈７６〉１１３３）へ

市保健センタ市保健センターー

■時２月９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）

月の再生家具入札販売今今今今今今今今今今今

再再生家具を販売しま再生家具を販売しますす

■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１４日晶～１６日掌午前９時～午後
５時（１６日は午後４時まで）
■内日本画・水墨画・洋画・書・写真・
陶芸・工芸・ちぎり絵ほか

ごあ展
■時２月１５日松・１６日掌午前９時～午後
５時（１６日は午後４時まで）
■内作品展示、喫茶コーナー、体験コー
ナー（※）
※体験コーナー諮１５日松午前１０時、
午後１時施大河内美津代氏による

み つ よ

「根付けこけし作り」（材料費１００円）
１６日掌午前１０時、午後１時施林伝二

でん じ

氏による「風船アート」

城文化協会の催し安安安安安安安安安安安


