
２月２０日晶午後２時１５分頃に全国瞬
時警報システム（Ｊアラート）を使用し
た全国一斉情報伝達訓練（国民保護に
関する情報）を実施します。
市内では小・中
学校、保育園、幼
稚園などで訓練放
送が流れます。ま
た、市で販売した
防災ラジオを待機状態にしておくと、
自動で音声を受信します。
■問危機管理課（緯〈７１〉２２２０）

全国一斉情報伝達訓練放送
■場環境学習センターエコきち
■申２月２０日晶～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
千代紙で箸置きをつくろう
■時３月１日掌午前１０時～１１時３０分
■講市消費生活学校会員
■対４歳以上（未就学児は保護者同伴）
■定１０人（先着順）
カードを使ったネイチャーゲーム「仲
間あそび」
■時３月７日松午前１０時～１１時３０分
■講古居敬子氏（環境アドバイザー）

けい こ

■対４歳以上（未就学児は保護者同伴）
■定２０人（先着順）
環境サロン
■時３月８日掌午前１０時～１１時３０分
■内家庭菜園で実践できる自然栽培の方
法を学び、食と環境を考える

■対１５歳以上（中学生を除く）
■講神谷輝幸氏（環境カウンセラー）

てる ゆき

■定２０人（先着順）
くるくるおもちゃをつくろう
■時３月１４日松・１５日掌午前１０時～１１時
３０分

■内木の枝を使ったおもちゃ作り
■対４歳以上（未就学児は保護者同伴）
■定１０人（先着順）
自転車でまちを散歩
■時①３月１５日掌 ②３月２９日掌 ③４
月５日掌 いずれも午前１０時～正午
（全３回）
■内①施走るルール、パンク修理、正し
い乗り方 ②③施自転車で花見

■対１５歳以上（中学生を除く）
■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

■定５人（先着順）
■￥５００円

エコきちの環境学習講座

ボランティア活動を通し、国際的に活躍できる子どもを育成します。
■内キャンプ・サイクリング・スキー
訓練などの野外活動、安城七夕ま
つりでの奉仕活動、募金活動など

■対幼稚園・保育園の年長児相当以上
の子

■申昇～掌午前８時３０分～午後５時１５
分に、青少年の家（緯〈７６〉３４３２）へ

■場■問デンパーククラブハウス（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

手作りパン教室「デニッシュパン＆動
物あんパン」
■時２月２８日松、３月１日掌・７日松・
８日掌午後１時・２時３０分

■定各１８人（先着順）
■￥５５０円
■申当日午前９時３０分から、直接か電話
で同クラブハウスへ

愛知県産の米粉をつかった「クッキー
ファクトリー」
■時２月２８日松～３月２日捷・７日松～
９日捷午前
１０時～午後
３時（３月
からは午後
３時３０分ま
で）

■￥７５０円
■申時間内に同クラブハウスへ
木工ペイント教室
■時３月７日松・８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作
り

■定各５０人（当日先着順）
■￥５００円から

デンパーククラブハウスの
体験教室

■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。
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一一緒に活動しません一緒に活動しませんかか

福祉への善意・寄付ありが
とうございます
１２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
安城市身体障害者福祉協会、安城市町
内会長連絡協議会、安城市民生児童委
員協議会、国際ソロプチミスト安城、
安城市福祉まつり事務局、安城市福祉
まつり実行委員会、鳥居弘美、ふれあ
いダンス、芳墨會、岡本俊二、わさび
や、加藤伊三郎、安城快足ＡＣ、ダボ、
古井町農用地利用改善組合、ヤマノホ
ールディングスサトウダイヤ安城店、
城西生花店、稲穂、御菓子司北城屋ア
ンディ店、御菓子司北城屋百石店、御
菓子司北城屋本店、桜井福祉センター
利用者、社会福祉会館利用者、コープ
あいちコープ安城よこやま、ＪＡあい
ち中央グリーンセンター安城北部、日
本郵趣協会あいち支部、西部福祉セン
ター利用者、二本木公民館利用者、コ
パン、作野福祉センター利用者、たか
たな歯科、でんまぁと安城西部店、
ＪＡあいち産直センター安城南部店、
中部公民館利用者、福釜町内会、ＪＡ
あいち産直センター桜井店、つる屋菓
子舗、松栄運輸株式会社、桜井ロング
ゴルフ、ＪＡあいち産直センター安城
東部店、安祥福祉センター利用者、住
吉町雑巾を縫う会、近藤亜矢子、中村
富士子、安城市健民少年団、早川豊、
株式会社ネクスト、ふるさと館、公益
財団法人安城都市農業振興協会、コニ
ックス株式会社、富光園富田節雄、匿
名
市役所関係
野口浩男、株式会社ヤマコ、中野隆雄、
公益社団法人中部日本書道会西三河支
部、一般社団法人日本損害保険協会、
安城市仏教会、株式会社デンソーハー
トフルクラブ安城自主企画、杉浦桂子、
神谷浩史、匿名

防防災ラジ防災ラジオオ

■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

■内テーマ施空き缶・たばこの吸い殻な
どのポイ捨て防止、犬・猫のふんの
放置防止、地域での清掃推進など、
町の美化を呼びかける標語 表彰施

優秀作品に賞状と記念品を贈呈
■対市内在住・在勤・在学の人
■他最優秀作品は、氏名・町名または勤
務先・学校名を公表します。また、
優秀作品は、｢町を美しくする運動｣
のポスターや看板などに使用します。
なお、応募作品の著作権は市に帰属
します

■申２月２７日晶までの午前８時３０分～午
後５時１５分（松掌を除く）に、標語、
住所、氏名（ふりがな）、年齢、電話
番号、市内在勤・在学者は勤務先・
学校名・学年を任意の用紙に記入し、
持参か郵送（消印有効）・ファクス・
Ｅメールで清掃事業所内（〒４４４－
１１５５堀内町西新田２／胃〈７７〉１３１８／
gomizero@city.ａnjo.aichi.jp／
（緯〈７６〉３０５３）へ
※応募は1人１点、未発表のものに
限ります。

環境美化標語

■内共通事項諮雇用期間獅４月１日昌～
来年３月３１日昭（来年４月以降も更
新の場合あり） 選考獅面接（３月５
日昭）

■申２月１７日昇～２７日晶午前９時～午後
５時（掌捷を除く）に、申込書を持参
か郵送（必着）で市社会福祉協議会総
務課（緯〈７７〉２９４１）へ
※申込書は同協議会・同ウェブサイ
トで配布。

看護師・生活支援員業務
■内勤務場所獅身体障害者デイサービス
センター（桜井福祉センター内） 勤
務日時獅昇～松午前８時３０分～午後
５時１５分（抄を含む）の間でローテー
ション勤務（週２０時間未満、１カ月
あたり約１７日間） 賃金獅時給１４００
円（生活支援員業務時は１０７０円）、通
勤割増１日２００円

■対看護師、准看護師、介護福祉士、ヘ
ルパー１級・２級、介護職員初任者
研修修了者のいずれかの資格を有す
る人

■定２人
相談援助業務
■内勤務場所獅社会福祉会館 勤務日時
獅捷～晶または昇～松の午前９時～
午後５時で応相談 賃金獅時給１４２０
円、通勤割増１日２００円

■対介護支援専門員、保健師、看護師、
准看護師、保育士、精神保健福祉士、
社会福祉士、介護福祉士、臨床心理
士、社会福祉主事、ホームヘルパー
１級・２級、介護職員初任者研修修
了者のいずれかの資格と普通自動車
運転免許を有する人

■定１人

市社会福祉協議会臨時職員

デンパーク植栽スタッフ
■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 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

■対１８歳以上（高校生を除く）
■定①②獅各２人
■他面接時に写真付きの履歴書を持参
■申２月２３日捷までの午前９時３０分～午
後５時（休園日を除く）に、電話でデ
ンパーク管理事務所（緯〈９２〉７１１１）へ
※期限までに申し込みがない場合は
２３日以降も受け付け。

安城桜井駅周辺特定土地区
画整理審議会委員を改選
任期満了により、同委員を改選しま
した。任期は１月２４日から５年です。
改選後の委員は次の皆さん。〈敬称略〉
■問区画整理課（緯〈７１〉２２４６）
土地所有者の委員
岡田勝憲（桜井町）、岡田

かつ のり

俊
しゅん

一（同）、都築
いち

洋
よう

一（姫小川町）、都築克洋（同）、川
いち かつ ひろ

澄英治
えい じ

（桜井町）、粂招正（同）、
くめ あき まさ

岡本重幸（東町）、
しげ ゆき

竹内由満子
ゆ ま こ

（桜井町）、谷崎正憲（同）、山本
まさのり

正志（同）、平岩
まさ し

進（小川町）
すすむ

借地権者の委員
あいち中央農業協同組合代表理事組合
長石川克則（御幸本町）

かつ のり

学識経験者の委員
山本清堯、岡田

きよ たか

憲一、大見
けん いち

由紀雄
ゆ き お

碧海信用金庫本店前会場（御幸本町）
■時２月２８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）
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ＪＲ安城駅南側ホコ天会場（御幸本町）
■時２月２８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３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）

植植物の管理などをしま植物の管理などをしますす
新鮮な野菜を販売していま新鮮な野菜を販売していますす

桜井駅周辺の整備が進んでいま桜井駅周辺の整備が進んでいますす


