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■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。

■場■問スポーツセンター（緯〈７５〉３５４５）
大人水泳体験会
■時来年１月２３日晶・３０日晶午後１時～
２時（全２回）
■内２月から開催する水泳教室の体験
■対１８歳以上で、２５杓泳げない人
■定１５人（先着順）
■￥施設使用料
■持水着・水泳帽子・ゴーグル
■申１２月５日晶～来年１月２２日昭午前９
時～午後８時（休館日を除く）に、直
接か電話で同センターへ

プールの休館
設備の点検、換水・清掃のためプー
ルが利用できません。
■時来年１月５日捷～１８日掌

※アリーナ・トレーニングルームは
利用可（５日を除く）。

スポーツセンターの講座

危険物取扱者保安講習会
■時■内下表のとおり
■場ウィルあいち（名古屋市東区）

■￥各４７００円
■申１２月２６日晶までに、申請書を郵送で
（一社）愛知県危険物安全協会連合会
（〒４６１－００１１名古屋市東区白壁１－
５０）へ
※申請書は、各消防署・県民生活プ
ラザで配布。同連合会ウェブサイト
からも申し込み可。

■問（一社）愛知県危険物安全協会連合会
（緯０５２〈９６１〉６６２３）、衣浦東部広域連
合予防課（緯〈６３〉０１３７）

講習種別
講習日

一般特定給油
午前－午後来年１月２９日昭

午後午前－３０日晶

午後－午前２月２日捷

午前午後－３日昇

午前
午後－－４日昌

給油＝給油取扱所 特定＝特定事業所

■定各２０人（先着順）
■対安城・碧南・刈谷・知立・高浜市在
住・在勤・在学の人は、どの会場で
も受講できます
※団体での受講を希望する場合は、
各申し込み先へ問い合わせてくださ
い。
■申１２月５日晶午前９時から、電話で各
申し込み先へ
■問衣浦東部広域連合消防課（緯〈６３〉０１
３５）
普通救命講習Ⅲ
■時１２月１３日松午前９時～正午
■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
■場■申安城消防署救急係（緯〈７５〉２４９４）
普通救命講習Ⅰ
■時１２月１４日掌午前９時～正午
■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
■場■申高浜消防署救急係（緯〈５２〉１１９０）

救命講習会

■時来年１月２５日掌、２月１日掌・８日
掌・１５日掌・２２日掌、３月１日掌午
前１０時～１１時３０分（全６回）

■場市民会館
■内ボランティアの先生と一緒に、学校
や日常生活で必要な日本語を学ぶ
■対市内の小学校に通う小学１年生～６
年生の外国人児童（外国にルーツを
持つ子を含む）
■定１０人（先着順）
■￥３００円
■他会場まで保護者が子どもを送迎して
ください。子どもに日本語を教える
ボランティアも随時募集しています
■申１２月１５日捷～来年１月９日晶午前８
時３０分～午後５時１５分（松掌抄、１２
月２９日捷～１月２日晶を除く）に、
直接か電話で市国際交流協会（緯〈７１〉
２２６０）へ

冬期子ども日本語教室 クリスマスグッズを作っち
ゃおう
■時１２月２１日掌午前９時３０分～午後３時
■場青少年の家
■内クリスマスグッズの手作り体験講座。
６つの講座から１つを選んでくださ
い。講座獅①レインボールーム
②ミサンガ ③まつぼっくりツリー
④ボンボンヘアーバンド ⑤フォト
フレーム ⑥ビーズチャーム
■講フォレストくらぶ会員
■対小学１年生～中学３年生
■定各３０人（先着順）
■持フォトフレームに参加する人は写真
シールを持参してください
■他定員に達しない講座は当日も参加を
受け付けます
■申１２月２日昇～２０日松午前９時～午後
５時１５分（捷を除く）に、講座名・住
所・氏名を電話かファクス・Ｅメー
ルで青少年の家（緯〈７７〉５５３５／胃〈７６〉
１１３１／i-ne.forest@anjo.aichi.jp）
へ

■時来年１月８日昭・２２日昭、２月５日
昭・１９日昭、３月５日昭・１９日昭

押し花獅午前１０時 フラワーアレン
ジメント獅午後１時３０分 いずれも
全６回
■場デンパーククラブハウス
■定各２０人（先着順）
■￥６０００円（期間中の入園パスポート含
む。材料費は別途必要）
■申１２月５日晶午前９時３０分から、直接
か電話でデンパーククラブハウス
（緯〈９２〉７１１２）へ

デンパーク花の講座

世代や職業を超えて集まった市民の
皆さん（※）が、将来のまちづくりの方
向性を示す総合計画について話し合い
ます。ぜひ聴講にお越しください。
※議論には、市内在住者の中から無作
為に抽出した人が参加します。

■時１２月１３日松・来年１月１０日松午前１０
時～午後３時３０分

■場市民会館
■問企画政策課（緯〈７１〉２２０４）

まちづくりディスカッショ
ン

楽楽しく日本語を学びま楽しく日本語を学びますす

水泳教室を体験できま水泳教室を体験できますす

■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
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新成人に激励のメッセージ新成人に激励のメッセージをを

■内募集住宅獅下表のとおり
■申入居資格を事前に確認し、１２月１５日
捷～１９日晶午前８時３０分～午後５時
１５分に、直接建築課（緯〈７１〉２２４０）へ

入居時家賃
（月額）

建設
年度

部屋番号
・間取り住宅名

２万５４００～
４万９９００円Ｈ１１Ａー３０４

（３DＫ）
寒風根
さ ぶ ね

（榎前町）

２万８２００～
５万５３００円Ｈ１４Ｃー４０５

（３DＫ）
池浦

（池浦町）

市営住宅入居者（抽選）

■内勤務内容獅看護療育業務 雇用期間
獅来年４月1日昌～９月３０日昌（１０
月以降も更新の場合あり） 勤務日
時獅捷～晶午前８時３０分～午後５時
（抄を除く） 勤務場所獅サルビア学
園 賃金獅月額２２万５５４０円 選考獅

面接
■対正看護師または准看護師の資格と普
通自動車運転免許を有する人

■定１人
■申１２月５日晶～２６日晶午前８時３０分～
午後５時（松掌抄を除く）に、顔写真
付きの履歴書と正看護師または准看
護師免許を持ってサルビア学園（緯

〈９２〉２６６１）へ

サルビア学園の臨時職員

テレビやインターネットなどで授業
を受ける通信制の大学です。心理学・
福祉・経済など幅広い分野を学べます。
■時出願期間獅１２月１日捷～来年３月２０
日晶

■問放送大学愛知学習センター（緯〈０１２０〉
８６４６００）、市文化センター（緯〈７６〉１５１
５）

放送大学来年４月入学生

新成人の家族・先輩などからの、お
祝いや励ましのメッセージを募集しま
す。メッセージは式典当日、会場に掲
示します。
■申１２月１２日晶までの午前９時～午後５
時１５分（捷を除く）に、応募用紙に町
名・氏名（匿名可）、メッセージを記
入し、持参か郵送（消印有効）、Ｅメ
ールで青少年の家（〒４４６－００６１新田
町池田上１／seishounen@city.an
jo.aichi.jp／緯〈７６〉３４３２）へ

新成人への激励メッセージ

■時１２月１４日掌午前９時～正午
■場リサイクルプラザ
■他一部の再生
家具の最低
入札金額を
１０円にしま
す。また、
食器や小物
家具の販売もあり
■問清掃事業所（緯〈７６〉３０５３）、当日の問
い合わせ（緯０９０〈９８９２〉２９３３）

今月の再生家具入札販売

安城市長選挙立候補予定者
説明会
■時１２月１６日昇午後２時
■場安城市役所
■他安城市長選挙の投票日は、来年２月
１日掌（愛知県知事選挙と同日）です
■問選挙管理委員会（行政課内／緯〈７１〉
２２０８）

衣浦東部広域連合財政状況の公表
９月３０日現在の平成２６年度予算執行状況をお知らせします。
■問衣浦東部広域連合総務課（緯〈６３〉０１３３）

寒寒風根住寒風根住宅宅

広域連合所有財産

２８５．９８釈土地
２０，１８８．１１釈建物

単位：千円■歳出
執行率（％）構成比（％）支出済額予算現額科目
３４．２０．０８６８２，５４０議 会 費
３４．８３．６７１，０２１２０４，０３５総 務 費
３８．４９６．１１，９０２，７３０４，９５４，２８２消 防 費
４７．８０．３４，９９８１０，４５０公 債 費
０．００．００２０，０００予 備 費
３８．１１００．０１，９７９，６１７５，１９１，３０７計

広域連合債の現在高（消防債）
単位：千円
構成比（％）現在高区分
３８．７２２，２２７安城市分市別
０．００碧南市分
４６．６２６，７３０刈谷市分
０．００知立市分
１４．７８，４４７高浜市分
１００．０５７，４０４計
８５．３４８，９５７県都市職員

共済組合
借入
先別

１４．７８，４４７県中央信
用組合

１００．０５７，４０４計

平成２６年度一般会計予算執行状況
単位：千円■歳入

収入率（％）構成比（％）収入済額予算現額科目
４１．１９１．７２，０５２，８８７４，９９６，０８８分担金及

び負担金
５９．９０．４９，１３０１５，２５２使用料及

び手数料
０．００．００１国庫支出金
０．００．００１６０県支出金

１，００００．０１０１財産収入
０．００．００１寄 附 金
１００．０７．５１６８，３３７１６８，３３７繰 越 金
７６．００．４８，７２０１１，４６７諸 収 入
４３．１１００．０２，２３９，０８４５，１９１，３０７計




