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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。

市国際交流協会臨時職員
■内勤務内容獅事務および事業運営 雇
用期間獅４月１日昌～来年３月３１日
昭 勤務日時獅捷～晶午前８時３０分
～午後５時１５分 賃金獅時給１１５０円、
通勤割増１日２００円

■対エクセルやワードなどパソコンの基
本操作ができ、ＴＯＥＩＣ７７０点以上の
英語力がある人

■定１人
■他書類選考の合格者に対し、面接（２
月１５日掌）を実施します

■申１月１９日捷～２月２日捷午前９時～
午後５時（松掌を除く）に、顔写真を
添付した申込書を持参か郵送（必着）
で市国際交流協会（〒４４６－８５０１住所
記載不要／緯〈７１〉２２６０）へ
※申込書は、同協会・同ウェブサイ
トで配布。

■内勤務開始日獅４月１日昌 勤務場所
獅市内公立保育園

■他通勤割増１日２００円。勤務時間・日
数などは応相談

■申捷～晶午前８時３０分～午後５時（抄

を除く）に写真付き履歴書と保育士
証を持って子ども課（緯〈７１〉２２２８）へ
臨時保育士
■内勤務日時獅捷～晶午前８時３０分～午
後５時（松勤務もあり） 賃金獅時給
１２２０円
週休パート保育士
■内勤務日時獅捷～晶午前８時３０分～午
後４時および松午前８時３０分～正午
のうち週２～４日 賃金獅時給１０６０
円

６時間パート保育士
■内勤務日時獅捷～晶午前７時１５分～午
後１時１５分または午後１時～７時
賃金獅時給１１００円

延長パート保育士
■内勤務日時獅捷～晶午前７時３０分～８
時３０分または午後４時～６時 賃金
獅時給１１５０円

保育園臨時職員

デンパークのスタッフ
■内賃金獅時給８００円（松掌抄は１００円増）、
通勤割増１日２００円 休日獅応相談

■他面接時に写真付きの履歴書を持参
■問デンパーク管理事務所（緯〈９２〉７１１１）
植栽スタッフ
■内勤務日時獅松掌抄を含む①午前８時
～正午 ②午後１時～５時

■対１８歳以上（高校生を除く）
■定①獅２人 ②獅２人
■申１月２１日昌～２６日捷までの午前９時
３０分～午後５時（休園日を除く）に、
電話で同管理事務所へ
※期限までに申し込みがない場合は
２６日以降も受け付け。

事務スタッフ
■内勤務日時獅松掌抄を含む午前９時～
午後５時のうち、指定する時間

■対１８歳以上（高校生を除く）でエクセル・
ワードなど基本的なパソコン操作が
できる人

■定１人
■申１月２６日捷までの午前９時３０分～午
後５時（休園日を除く）に、電話で同
管理事務所へ
※期限までに申し込みがない場合は
２６日以降も受け付け。

予備自衛官補
予備自衛官補として採用され、訓練
を終了した人は、自衛官未経験者でも
予備自衛官として任用されます。
■時試験日獅４月１０日晶～１４日昇のうち、
指定する１日

■対一般公募獅１８歳～３３歳 技能公募獅

１８歳以上で国家資格などを有する人
※年齢は７月１日昌現在。

■他試験の詳細や技能公募に必要な国家
資格は、問い合わせてください

■申３月２４日昇までの午前９時～午後７
時（松掌抄を除く）に、志願書を持参
か郵送（必着）で自衛隊愛知地方協力
本部安城地域事務所（〒４４６－００５６三
河安城町１－１０－１４）へ
※志願書は同事務所・同ウェブサイ
トで配布。

■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）

■時２月７日松午前１０時～正午
■場安祥閣
■講石垣枝里氏（フローラルガーデンス

え り

タッフリーダー）
■対小学生以上
■定１０人（先着順）
■￥２００円
■申１月２２日昭から
の午前９時～午
後４時（捷を除
く）に、住所・氏
名・電話番号・
参加人数を電話で安祥閣（緯〈７４〉
３３３３）へ

ドライフラワーでつくるバ
レンタイン・ミニブーケ

■場環境学習センターエコきち
■申１月２０日昇～各講座開催日３日前ま
での午前９時～午後９時（昌を除く）
に、講座名・住所・氏名・年齢・電
話番号・参加人数を電話かファクス
で環境学習センターエコきち（☎・
胃〈７６〉７１４８）へ
ネイチャーゲームこの葉どの木
■時２月１４日松午前１０時～１１時３０分
■内親子で秋葉公園の木々や葉を観察
■講古居敬子氏（環境アドバイザー）

けい こ

■対４歳以上の子とその保護者
■定１０組（先着順）
環境サロン「ごみゼロのまちづくりに
ついて」
■時２月１４日松午後１時３０分～３時
■内講師の話を聞き、テーマについて話
し合う

■講杉浦ひろ子氏（環境アドバイザー）
■対１５歳以上（中学生を除く）
■定２０人（先着順）
安心安全！自転車でまちさんぽ
■時２月２２日掌午前１０時～正午
■内自転車の安全な乗り方、整備につい
て学ぶ

■講高橋忠夫氏（安城自転車愛好会）、古
ただ お

井博氏（同）
ひろし

■対１５歳以上（中学生を除く）
■定５人（先着順）
■￥５００円
■持自転車
野草入りニラチヂミをつくろう
■時２月２８日松午前１０時～１１時３０分
■対小学生以上の子どもとその保護者
■講古居敬子氏（環境アドバイザー）

けい こ

■定５組（先着順）
■￥１００円
■持エプロン・ふきん・箸

エコきちの環境学習講座

植植物の管理などをしま植物の管理などをしますす
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■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

文化財防火訓練
■時１月２４日松午前９時～１０時（小雨決
行）

■場本
ほん

證寺（野寺町）
しょう

■内火災通報訓練、初期消火・放水消火
訓練、避難・救助訓練

■他訓練会場に駐車場はありません。徒
歩・自転車・公共交通機関でお越し
ください

■問文化振興課（緯〈７７〉４４７７）

作ってみよう！「折り紙ＤＥ鬼のポ
シェット」
■時１月３１日松、２月１日掌午前１０時
～午後３時

■対小学生以下
■定各３０人（当日先着順）
お得な回数券限定販売
■時２月１日掌・７日松・８日掌・１１
日抄・１４日松・１５日掌・２１日松・
２２日掌・２８日松

■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

デコクレイ講座
■時２月６日晶・１８日昌午前１０時～正
午

■内デコクレイ粘土による小物作り
６日獅花の小物作り １８日獅スイ
ーツの小物作り

■対１８歳以上
■定各１０人（先着順）
■￥各５００円
■申１月２１日昌～各開催日２日前の午
前９時～午後４時３０分（休園日を
除く）に、直接か電話で同園へ

クイズラリーＤＥＧＥＴ
■時２月７日松・８日掌・１１日抄午前
９時～午後３時（雨天中止）

■内サイクルモノレール、メリーゴー
ランド、観覧車、汽車の各遊具利
用後に出題するクイズすべてに正
解した人の中から抽選で景品を進
呈

■定各２００人（当日先着順）
■￥各有料遊具利用料

市青少年健全育成推進大会・
家庭教育講演会
■時２月１４日松午後２時～４時
■場文化センター
■内市青少年健全育成推進大会獅他の模
範となる児童生徒や地域で青少年健
全育成に尽力されている人・団体の
表彰 家庭教育講演会諮講師獅片岡
五郎氏（俳優） 演題獅子どもの感性
ご ろう

を育てる、誉め方・叱り方
■問青少年の家（緯〈７６〉３４３２）、文化セン
ター（緯〈７６〉１５１５）

■場■問堀内公園（緯〈９９〉５９４７）
ビンゴ大会
■時２月７日松・８日掌・１１日抄午後
2時３０分（雨天中止）

■内ビンゴになった人に有料遊具利用
券を進呈

■対小学生以下
■定各５０人（先着順）
■他午後２時２０分から、参加する本人
にのみビンゴカードを配布
フラエクササイズプログラム
フラダンスを取り入れたエクササ
イズ運動をします。
■時①２月９日捷・２３日捷午前１０時～
１０時５０分 ②２月２５日昌午前９時
３０分～午後１０時２０分 ③２月２５日
午前１０時３０分～午前１１時２０分

■対①獅１８歳以上 ②獅６０歳以上
③獅１歳～未就学児とその母

■定①獅２０人 ②獅２０人 ③獅１０組
いずれも先着順

■持運動ができる服装・タオル
■申１月２１日昌～各開始前日までの午
前９時～午後４時３０分（休園日を
除く）に、直接か電話で同園へ

ノルディックウォーキング＆棒ビク
ス体験会
■時２月１４日松諮①ノルディックウォ
ーキング獅午前９時３０分～１０時３０
分 ②棒ビクス獅午前１１時～正午

■内①獅ポールの使い方・歩き方
②獅肩こり・腰痛予防体操

■対１８歳以上
■定①獅４０人 ②獅２０人
■￥器具レンタル代各５００円。両方レ
ンタルする人は８００円、持参する
人は無料

■持運動ができる服装・靴、飲み物
■申１月２１日昌～２月１３日晶午前９時
～午後４時３０分（休園日を除く）に、
直接か電話で同園へ

２月の土器づくり教室
■時３日昇～６日晶・１０日昇～１４日松・
１７日昇～２０日晶・２４日昇～２８日松午
後１時～４時（受け付けは午後２時
まで）

■内弥生時代と同じ
方法で土器作り

■対小学生以上（小
学１・２年生は
保護者同伴）

■場■問埋蔵文化財セ
ンター（緯〈７７〉４４９０）

碧海信用金庫本店前会場（御幸本町）
■時１月２４日松午前９時から（商品がな
くなり次第終了）

■内地元産野菜の販売・調理法のアドバ
イス

■問農務課（緯〈７１〉２２３３）
ＪＲ安城駅南側ホコ天会場（御幸本町）
■時１月２４日松午前１０時～午後２時
■内縁日コーナー、謎解きラリー、手作
り品・地元産野菜・特産物の販売、
商店街アイドル「看板娘。」ステージ、
きーぼーのお楽しみ抽選会。きーぼ
ーショップミニではきーぼーグッズ
を販売

■問叙安城スタイル（緯〈７３〉９５１１）、商工
課（緯〈７１〉２２３５）

あんくるバス乗車券をプレゼント
各会場で買い物をした人に、当日と
２月のホコ天きーぼー市開催日に利用
できる乗車券を各１枚進呈。
■問都市計画課（緯〈７１〉２２４３）

今月のホコ天きーぼー市

ババケツリレーによる消火などをしまバケツリレーによる消火などをしますす


