
賀広報あんじょう 2016.1.1

■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。

■他入園料別途。都合により変更する場
合あり。詳細は問い合わせてください

■問デンパーククラブハウス（緯〈９２〉７１１２）
手作りパン教室「デニッシュパン＆動
物あんパン」
■時１月２３日松・２４日掌午後１時・２時
３０分

■定各１８人（先着順）
■￥各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１月２３日松～２５日捷午前１０時～午後
３時

■￥各７５０円
■申時間内に同クラブハウスへ
寄せ植え講座
可愛い花いっぱいの、寄せ植えを作
ります。
■時２月１２日晶午前１０時
■講野正美保子氏（コンテナガーデニン

み ほ こ

グマスター）
■定２０人（先着順）
■￥４０００円
■時薄手袋、はさみ、エプロン（ガーデ
ニング用）

■申１月５日昇～２９日晶午前９時３０分～
午後５時（休園日を除く）に、直接か
電話で、同クラブハウスへ
フォトマスターEXによる写真講座
■時２月１２日晶・２６日晶午前１０時（全２回）
■講鶴田郁夫氏（フォトマスター

いく お

EX）
エキスパート

■定２０人（先着順）
■￥２３００円
■申１月５日昇午前９時３０分から、直接
か電話で、同クラブハウスへ
ポーセラーツ＆アーティフィシャルフ
ラワー講座

■時２月１９日晶、３月４日晶午前１０時３０
分～正午（全２回）

■講桐生真由子氏（Lefleuge桐生代表）
ま ゆ こ

■定２０人（先着順）
■￥４０００円（材料費別途１回１７５０円）
■申１月５日昇午前９時３０分から、直接
か電話で、同クラブハウスへ

明祥公民館
■時４月分の利用予約受付開始日獅１
月５日昇
※これまでどおり利用日の３カ月
前の月の最初の開館日からです。

■内利用できる部屋獅実習室・多目的
ホール
※現南部公民館の部屋は施設改修
工事のため、３月２６日松～１２月２８
日昌まで利用できません。

■申利用予約受付開始日の午前９時か
ら南部公民館へ（午前９時の時点
で利用希望が重なった場合は抽選）

■問南部公民館（緯〈９２〉３５２１）

子育てをしながら働きたい。だけど、
何から始めていいかわからない…
そんなママさんたち、あつまれ～！
是非、新しい一歩をここから始めてみ
ませんか？
■時２月４日昭①午前１０時～１１時３０分
②午前１１時３０分～午後１時 ③午後
１時～３時

■場刈谷市総合文化センター（刈谷市若
松町）

■内■定①獅ママの井戸端会議／２０人
②獅私の履歴書写真撮影会／１５人
③獅ママを採用したい企業のPR相
談会／３０人 いずれも先着順

■対再就職を考えている子育て中の女性。
②は③を申し込む人のみ申し込みで
きます

■他無料託児あり。希望者は１月２７日昌
までに要申し込み

■申１月５日昇午前９時３０分から電話で
あいち子育て女性再就職サポートセ
ンター（ママ・ジョブ・あいち）（緯

０５２〈４８５〉６９９６）へ
※同センターウェブサイト内のEメ
ールからも申し込みできます。

■問商工課（緯〈７１〉２２３５）

４月１日に開館する明祥公民館（現南部公民館）と明祥福祉センター（南部
公民館敷地内に建設中）の利用予約を受け付けます。

明祥福祉センター
■時下表のとおり

※①獅福祉団体として登録のある団
体の利用 ②獅一般利用
※新規に福祉団体の登録を希望する
団体は、事前に南部公民館又は他
の福祉センターで登録申請してく
ださい。

■内利用できる部屋獅集会室・
多目的室

■申利用予約受付開始日の午
前９時から南部公民館へ
（午前９時の時点で利用
希望が重なった場合は抽
選）。４月以降は明祥公民
館で受け付け

■問社会福祉課（緯〈７１〉２２６２）

利用予約対象利用予約受付開始日
①４月分１月５日
①５月分
②４月分２月２日

①６月分
②５月分３月１日

■場愛知障害者職業能力開発校（豊川市
一宮町）

■対主に在職中の障害者で、基本的なパ
ソコンの操作ができる人

■定各１０人（定員を超えた場合は抽選）
■申各申込締切日までに、申請書にコー
ス名、住所・氏名・生年月日・電話
番号、障害の程度を記入して郵送
（必着）かファクス・Eメールで愛知
障害者職業能力開発校（〒４４１－１２３１
豊川市一宮町上新切３３－１４／胃０５３３
〈９３〉６５５４／noryokukaihatsuko@
pref.aichi.lg.jp／ 緯０５３３〈９３〉２１０２）
へ
※申請書は同校ウェブサイトで配布。

■問障害福祉課（緯〈７１〉２２２５）
商業簿記３級（日商簿記検定３級受験
直前対策）
■時２月７日掌・１４日掌午前９時～午後
４時（全２回）

■申申込締切日獅２月１日捷
パワーポイント２０１３
■時２月１４日掌・２１日掌午前９時～午後
４時（全２回）

■申申込締切日獅２月５日晶

障害者スキルアップ講座
（在職者訓練）

完完成予想完成予想図図

ママ・ジョブ・フェスタ デンパーククラブハウスの
体験教室

■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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愛知県要約筆記者養成講習
会
聞こえる人が聞こえない人、聞こえ
にくい人に聞きとった内容をまとめな
がら文字で伝えるのが「要約筆記」です。
｢要約筆記者｣は社会福祉事業・要約

筆記事業を担う専門資格です。
■時４月１０日～平成２９年１月２９日の期間
で全２０回。いずれも掌

■場ウィルあいち（名古屋市東区上竪杉
町）、あいち聴覚障害者センター（名
古屋市中区三の丸）

■内聴覚障害者の基本的人権を保障する
ためのコミュニケーション支援のあ
りかたや要約筆記者として必要な知
識・技術・意識を、厚生労働省カリ
キュラム準拠要約筆記者養成テキス
トに沿って学びます。全課程を修了
すると、「全国統一要約筆記者認定試
験」の受験資格が得られ、合格者は、
県の「要約筆記者派遣事業」において
「要約筆記者」として従事できます

■定①手書きコース獅１８人 ②パソコン
コース獅１２人 いずれも選考あり

■対県内に在住又は在勤し、聴覚障害者
の福祉に理解と熱意を有し、要約筆
記活動及び聴覚障害者の支援に携わ
ることができる２０～６０歳の人。パソ
コンコースは他にタッチタイピング
等要件あり

■￥１２０００円（別にテキスト代３４００円必要）
■持テキスト・筆記用具、ノートパソコ
ン（パソコンコースのみ。タブレッ
トは不可）

■他詳細は講習会実施要綱で確認してく
ださい

■申２月２９日捷までに、受講申込書を郵
送（消印有効）であいち聴覚障害者セ
ンター（〒４６０－０００１名古屋市中区三
の丸１－７－２桜華会館１階／緯０５
２〈２２８〉６６６０）へ
※講習会実施要綱・受講申込書は
NPO法人愛知県難聴・中途失聴者
協会のウェブサイトで配布。

■問障害福祉課（緯〈７１〉２２２５）

■時２月６日松午前９時１５分～正午
■場市民交流センター
■内桃の節句に供えられる郷土菓子「お
こしもの」を作ります

■対４歳以上（小学３年生以下は保護者
同伴）

■定３０人（定員を超えた場合は抽選）
■￥３００円
■持エプロン・三角巾・手ふき・持ち帰
り用容器

■他抽選の有無にかかわらず申込者に参
加の可否を１月２５日頃に通知予定

■申１月４日捷～２０日昌までの午前８時
３０分～午後５時１５分（松掌抄を除く）
に、直接か電話又は「おこしもの作
り」と件名に明記して、参加者（代表）
の住所、氏名、電話番号と大人・子
ども各参加人数を郵送（必着）・ファ
クス・Eメールで農務課（緯〈７１〉２２
３３／〒４４６－８５０１住所記載不要／胃

〈７６〉１１１２／ nomu@
city.anjo.aichi.jp）へ
※右QRコードからも
申し込み可。

■問グリーンそう・古居敬子さん（緯０８０
けい こ

〈５２９５〉７７８２）、農務課（緯〈７１〉２２３３）

■時１月２１日昭午前１１時～午後４時
■場刈谷市産業振興センター（刈谷市相
生町）

■内企業の魅力を知るチャンスです！当
日自由参加。予約不要 参加企業獅
８０社

■対再就職及び転職希望者
■問公益財団法人愛知県労働協会就労支
援グループ（緯０５２〈５８１〉９２３０）

再就職・転職フェア

「き～☆モビ」会員登録講習
会
超小型電気自動車を活用した会員制
の乗り捨て型カーシェアリング実証事
業「き～☆モビ」の会員登録講習会を開
催します。
■時①１月１７日掌 ②１月３１日掌 いず
れも午後１時３０分～３時

■場①獅作野公民館 ②獅二本木公民館
■対「き～☆モビ」会員登録を希望し、普
通運転免許証、クレジットカード、
インターネットと接続できるスマー
トフォン、タブレットもしくはパソ
コンを持っている人

■定各４０人（定員を超えた場合は抽選）
■持スマートフォン・免許証のコピー
■他講習会参加者には、サルビアスタン
プ１シート（５０枚）を進呈

■申申込締切日

▲

①獅１月８日晶 ②獅
１月２２日晶 各申込締切日までの午
前９時～午後５時（松掌抄を除く）に、
住所・氏名・電話番号・Eメールア
ドレスを電話かファクス・Eメール
で環境首都推進課（緯〈７１〉２２０６／胃

〈７６〉１１１２／kankyo@city.anjo.aichi.
jp）へ
※ファクス・Eメールで申し込みの
場合は、「き～☆モビ会員登録講習会」
と明記してください。

矢作川水源の森トラストの取り組み
を掘り下げ、矢作川の水資源確保につ
いて考えます。
■時１月２９日晶午後１時３０分～４時
■場市民交流センター
■内■講基調講演獅豊田市における水源涵
養林の育成／原田裕保氏（豊田市産

ひろ やす

業部長） パネラー獅大久保憲一氏
けん いち

（根羽村村長）・今村豊氏（根羽村森林
ゆたか

組合参事）・鳥居保氏（安城市町内会
たもつ

長連絡協議会会長）・牧野吉宏氏（幡
よし ひろ

豆漁業協同組合理事）・山口伸氏（安
しん

城市農協営農組合設立者） コーディ
ネーター獅飯尾歩氏（中日新聞社論

あゆみ

説委員）
■定１５０人（当日先着順）
■問エコネットあんじょう（緯〈５５〉１３１５）、
環境首都推進課（緯〈７１〉２２０６）

ごみとして捨てられたものの中から、
再利用可能なものを販売します。
■時１月１０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）

今月の再生家具入札販売

おこしものを作ろう

矢作川水源の森トラストプ
ロジェクト「フォーラム
２０１６」
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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。

マーメイドパレスの水中講
座
■時１月２０日昌午前１１時～正午
■内■定①初級水泳「クロールから始めま
しょう」獅２０人 ②体験アクアビク
ス獅４０人 いずれも先着順

■対１８歳以上
■他６カ月～未就園児の託児あり（先着
５人）

■申１月１２日昇午前１０時から、直接か電
話でマーメイドパレス（緯〈９２〉７３５１）へ

マーメイドパレスの講座
■問マーメイドパレス（緯〈９２〉７３５１）
■申各申込開始日の午前１０時から電話で
マーメイドパレスへ
目指せ美ボディ！骨盤エクササイズ
■時１月１５日晶午前１０時３０分～正午
■内左右の骨盤の歪みを整えてスタイル
や姿勢を改善する骨盤体操

■対１８歳以上の女性
■講岩瀬裕子氏

ゆう こ

■定８人（先着順）
■￥５００円
■持運動のできる服装・タオル・飲み物
（ペットボトル）・ヨガマット又はバ
スタオル

■申申込開始日獅１月７日昭
アロマテラピー体験会
■時１月１９日昇午前１０時３０分～１１時３０分
■内トリートメントオイル作り
■講近藤晃己氏（日本アロマ環境協会イ

てる み

ンストラクター）
■定１０人（先着順）
■￥１６５０円
■申申込開始日獅１月８日晶
はじめてのお灸～腰痛と膝の痛み～
■時１月２１日昭午前１０時３０分～正午
■内自分でツボを見つけてお灸をする初
心者向け体験会

■講高橋裕子氏（鍼灸マッサージ師）
ひろ こ

■対１８歳以上の女性
■定５人（先着順）
■￥１５００円
■持肘、膝を出せる服装（スカート不可）
■申申込開始日獅１月１３日昌
ベビーマッサージ
■時１月２２日晶午前１０時３０分～正午
■内赤ちゃんとママの肌と肌のふれあい
によって、いろいろな悩みを解消す
るベビーマッサージの体験講座

■講竹本まどか氏（ロイヤルセラピスト
協会認定講師）

■対２カ月～１歳の子とその保護者
■定８組（先着順）
■￥１５００円（保護者が２人の場合は２０００
円）

■持大きめのバスタオル・子どもの水分
補給用飲料等

■申申込開始日獅１月１４日昭
託児あり！トレーニングジム利用会
■時１月２９日晶午前１０時３０分～正午
■対６カ月～未就園児とその保護者
■定５人（先着順）
■￥施設利用料
■持運動できる服装・室内用シューズ
■他修了証がない人は講習会にも参加可
■申申込開始日獅１月１５日晶

■場■問環境学習センターエコきち
■申１月７日昭から各開催日の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（緯・
胃〈７６〉７１４８）へ

廃油せっけんをつくろう
廃油からせっけんを作って河川の浄
化に役立てよう。
■時１月１６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１８歳以上
■定５人（先着順）
■持ゴム手袋・長袖の服
かるた遊び
身近な材料でかるたを作り正月遊び
をしよう。
■時１月１７日掌午前１０時～１１時３０分
■講古居敬子氏（環境アドバイザー）
■対４歳以上（未就学児は保護者同伴）
■定１０人（先着順）
エコきち環境大学
市の新しい環境基本計画を知ること
ができます。
■時１月２３日松午後１時３０分～３時
■講市環境首都推進課長
■対１８歳以上
■定４５人（先着順）
楽しい「とぶ」おもちゃ

身近にある材料で「とぶ」おもちゃを
作って遊ぼう。
■時１月２４日掌・３１日掌午前１０時～１１時
３０分

■対４歳以上（未就学児は保護者同伴）
■定各１０人（先着順）
■持トイレットペーパーの芯２つ
環境サロン「自然農を楽しむ」
自然農を実践している、またはこれ
から始めようとしている人たちのおし
ゃべりの会です。
■時１月３０日松午後１時３０分～３時
■講神谷輝幸氏（環境カウンセラー）

てる ゆき

■対１８歳以上
■定１０人（先着順）
■￥２００円（コーヒー付）

エコきちへ行こう

マーメイドパレスの催し

■問マーメイドパレス（緯〈９２〉７３５１）
新春運試しイベント
■時１月５日昇～７日昭
■内抽選でオリジナルグッズや施設利用
券などを進呈

■対プール・トレーニングルームの利用
券を券売機で購入した人
新春こども無料開放
中学生以下はプールを無料で利用で
きます。
■時１月９日松～１１日抄
■対おむつが外れた子～中学生
※小学３年生以下は保護者同伴、保
護者１人につき２人まで。
おしるこサービス
■時１月１１日抄午後０時３０分
■定２００人（当日先着順）
もちつき体験会ともちの振る舞い
■時１月１１日抄午後１時・２時
■対小学生以下
■定もちつき体験獅各２０人 もちの振る
舞い獅なくなり次第終了 いずれも
先着順
※もちつき体験は各５分前から整理
券を配布。

平日限定「利用料還元フェア」
■時１月１２日昇～１５日晶・１９日昇～２２日晶
■内くじを引き、当たりが出た人に施設
利用券を進呈

■対プール・トレーニングルーム利用者
BINGO大会！
■時１月１７日掌午後２時
■内ビンゴになった人に施設利用券を進呈
■対プールを利用する人
■定１００人（先着順）
※午後１時５０分から造波プール前で
ビンゴカードを配布。

■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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市民スポーツ体験会「ノル
ディックウォーキング」
■時２月７日掌午前１０時～正午
※雨天中止（小雨決行）。

■場総合運動公園
■内２本のポール（ストック）を使ってよ
り効果的な歩行運動を行います

■対１８歳以上で運動制限のない人
■定１０人（先着順）
■持運動靴・運動のできる服装・タオル・
飲み物（ペットボトル）

■申１月９日松～２月６日松午前９時～
午後８時（休館日を除く）に、直接か電
話でスポーツセンター（緯〈７５〉３５４５）へ

もちつき体験＆振る舞い
■時１月９日松午前１０時３０分（雨天の
場合は１０日掌に延期）

■対■定もちつき体験獅２０人 振る舞い
獅２００人
いずれも先
着順

■他もちつき体
験は１０分前
から整理券
を配布

スタンプDEGET
■時１月９日松～１１日抄午前９時～午
後４時（雨天中止）

■内有料遊具を利用し、スタンプを集
めた人に、抽選で景品を進呈

■対３歳～小学生（未就学児は保護者
同伴）

■定各２００人（当日先着順）
模擬店
■時１月１６日松・１７日掌午前１０時～午
後３時（雨天中止）

■内輪投げ等の模擬店を開催
■対小学生以下
■￥各１００円

大人向け講座「フラエクササイズプ
ログラム」
■時①チャレンジクラス施２月１日捷・
８日捷・１５日捷・２２日捷・２９日捷
午前１０時～１０時５０分 ②シルバー
クラス施２月３日昌・１０日昌・１７
日昌・２４日昌午前９時３０分～１０時
２０分 ③親子フラエクササイズ施
２月３日昌・１０日昌・１７日昌・２４
日昌午前１０時３０分～１１時２０分

■対①施１８歳以上 ②施６０歳以上
③施１歳～未就学の子とその母親

■定①施２０人 ②施２０人 ③施１５組
いずれも先着順

■申申込締切日獅各開催前日
大人向け講座「デコクレイ講座」
■時２月１９日晶午前１０時～正午
■内デコクレイ粘土による花の小物作り
■講飯田恵美氏（デコクレイアカデミ

めぐ み

ー講師）
■対１８歳以上
■定１０人（先着順）
■￥５００円
■申申込締切日獅２月１８日昭

■申申込締切日のあるものは１月６日昌～申込締切日の午前９時～午後４時３０
分（休園日を除く）に、直接か電話で堀内公園（緯〈９９〉５９４７）へ

■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１月５日昇午前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〉０１３５）
普通救命講習Ⅲ
■時１月１６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■申知立消防署救急係（緯〈８１〉４１４４）
普通救命講習Ⅰ
■時１月１７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■申碧南消防署救急係（緯〈４１〉２６２５）
普及員講習再教育
■時１月２４日掌午前９時～正午
■内普及員の資格を有し、前回受講日か
ら３年以内の人が受ける講習

■場■申高浜消防署救急係（緯〈５２〉１１９０）

救命講習会

■時１月２２日晶～２４日掌午前９時～午後
４時３０分
※２２日は午前９時３０分から。

■場文化センター
■内市内小・中学生の実験観察研究の部
の作品や発明工夫の部の作品、市内
小中学校特別支援学級・安城特別支
援学校の造形作品を展示
※両日とも午前１０時・１１時３０分、午
後１時３０分・３時から、かがく大賞
等優秀作品の説明会を実施。

■他来場は自家用車への相乗り、又は公
共交通機関の利用をお願いします

■問市教育センター（緯〈７５〉１０１０）

■申１月９日松～３１日掌午前９時～午後
８時（休館日を除く）に、直接か電話
で同センター（緯〈７５〉３５４５）へ
大人の筋トレマシン教室
■時２月１８日昭～３月１７日昭の毎週昭午
後７時～８時（全５回）

■内健康増進を目的とした効果的なマシ
ンの使い方を学ぶ

■対１８～５９歳位まで
■定１２人（先着順）
■￥１８００円
■持運動のできる服装・室内用シューズ・
タオル・飲み物（ペットボトル）
アクアビクス＆ウォーキング教室
■時２月１８日昭～３月２４日昭の毎週昭午
後１時～２時（全６回）

■対プールでの運動を始めたい１８歳以上
■定３０人（先着順）
■￥２７００円
■持水着・水泳帽子
大人水泳教室
■時２月１９日晶～３月２５日晶の毎週晶午
後１時～２時（全６回）

■内基礎から水泳を学ぶ
■対１８歳以上で２５ｍ泳げない人
■定２０人（先着順）
■￥３０００円
■持水着・水泳帽子・ゴーグル

市スポーツセンターの教室

小中学生科学賞作品展「かが
くのひろば」・「あしあと展」
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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。

経済講演会
■時２月３日昌午後２時～３時３０分
■場安城商工会議所
■内演題獅最近の金融経済情勢と展望
■講梅森徹氏（日本銀行名古屋支店長）

とおる

■申午前８時３０分～午後５時３０分（松掌
抄を除く）に、
電話かファクス
で安城商工会議
所（緯〈７６〉５１７５
／ 胃〈７６〉４３２２）
へ（満席になり
次第終了）

■問市商工課（緯〈７１〉２２３５）

一般労働者・事業主向け労
働契約等解説セミナー
労働契約法・労働基準法で定められ
ていること等、労働者が安心して働く
ために知っておくべき重要なルールや、
労働者・使用者それぞれの権利・義務
等をわかりやすく解説します。
■時①１月１９日昇・２１日昭 ②２月９日
昇 ③２月１７日昌 基礎セミナー獅
午後１時１０分～３時３５分 判例・事
例セミナー獅午後３時３５分～４時４５分

■場①獅県女性総合センターウィルあい
ち（名古屋市東区） ②獅TKP名古
屋駅前カンファレンスセンター（名
古屋市中村区） ③獅岡崎商工会議
所（岡崎市竜美南）

■内基礎セミナー獅労働契約に関する基
本的なルールについて具体例を挙げ
ながら解説 判例・事例セミナー獅
基礎セミナーの受講者を対象として、
労働契約に関する各種判例・事例を
紹介

■対正社員・派遣社員等就業している人、
今後就業する人、企業の人事担当者、
事業主等

■定各日両セミナーともに８０人（先着順）
■他本セミナーは、厚生労働省が、東京
海上日動リスクコンサルティング株
式会社に委託して実施しています

■申厚生労働省ウェブサイト労働契約等
解説セミナーページ、特設ホームペ
ージを確認しEメール等で東京海上
日動リスクコンサルティング株式会
社（seminar.mhlw@tokiorisk.co.
jp／緯０３〈６２１３〉６１５０）へ

■問市商工課（緯〈７１〉２２３５）

もちつきとともに整備を進めている
油ヶ淵水辺公園を紹介するイベントで
す。
■時１月２４日掌午前９時４５分～正午
■場油ヶ渕花しょうぶ園（碧南市油渕町）
■定４０人（先着順）
■申１月６日昌～１９日昇午前８時４５分～
午後５時３０分に、住所・氏名・年齢・
性別・電話番号・参加人数を電話か
Ｅメールで愛知県知立建設事務所
（緯〈８２〉６４９３／abu-park@pref.
aichi.lg.jp）へ
※Ｅメールの件名は「油ヶ淵水辺公
園」イベントと記載。

■問市公園緑地課（緯〈７１〉２２４４）

消防出初式
■時１月１０日掌午前９時３０分
■場安城消防署
■内消防団・消防署による一斉放水や訓
練披露、作野小学校によるマーチン
グ演技

■他車で来場する場合は、市役所西駐車
場を利用してください

■問危機管理課（緯〈７１〉２２２０）

記念植樹
家族の記念にいかがですか。

■時３月５日松午後１時～３時
■場金政公園（小川町）
■内１組１本を植樹。樹木には、好きな
文字を入れた記念プレートを付けます
※植樹した樹木の権利は、市に帰属
します。

■対市内在住の人（小学生以下は保護者
同伴）

■定３２組（先着順、１組４人程度まで）
■￥１組３０００円
■他駐車場に限りがありますので、徒歩
や自転車でお越しください。参加者
には記念品を進呈

■申１月４日捷～１５日晶午前８時３０分～
午後５時１５分（松掌抄を除く）に、電
話で公園緑地課（緯〈７１〉２２４４）へ

■時２月１４日掌午前１１時～午後２時
■場文化センター
■内簡単な押し寿司の作り方と試食、生
活安全の話
※講座はやさしい日本語で行います。
通訳はありません。

■対市内在住・在勤の外国人（親子参加可）
■定２４人（先着順）
■￥５００円
■持エプロン・タオル
■申１月５日昇～２０日昌午前９時～午後
５時（松掌抄を除く）に、直接か電話
で市国際交流協会（市役所西会館内
／緯〈７１〉２２６０）へ

外国人のための日本料理教
室

梅梅森梅森氏氏

さんかく２１カレッジ「防災
とＤＶって関係あるの？」
■時①２月６日松 ②２月７日掌（全２
回。いずれも午前１０時～正午）

■場市民交流センター
■内①獅“もしも”に備える防災講座～
HUG（避難所運営ゲーム）で多様性
センスを磨こう！ ②獅夫婦げんか
とＤＶの違いがわかりますか？

■講①獅林加代子氏（愛知学泉大学非常
か よ こ

勤講師） ②獅具ゆり氏（ウィメンズ
ぐ

カウンセリング名古屋YWCA）
■定３０人（定員を超えた場合は抽選）
■他６カ月～未就学児の託児あり（先着
４人、１人１回３００円）

■申１月４日捷～１８日捷午前８時３０分～
午後５時１５分（松掌抄を除く）に、直
接か電話・ファクス・Ｅメールで市
民協働課（緯〈７１〉２２１８／胃〈７２〉３７４１
／kyodo@city.anjo.lg.jp）へ

丈山苑盆栽展

■時１月２２日晶～２４日掌午前９時～午後
５時（２２日は午前１０時から、２４日は
午後４時まで）

■内安城盆栽会会員が日々丹精込めた作
品の数々を展示

■￥入苑料獅１００円（中学生以下無料）
呈茶料獅３００円

■問丈山苑（緯〈９２〉７７８０）

もちつきをしよう

■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
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県内の特定の産業（７業種）に適用さ
れる特定最低賃金が下表のとおり改正
されました。（昨年１２月１６日発効）

※詳細は愛知労働局ウェブサイトに掲
載。
※愛知県最低賃金は時間額８２０円。（昨
年１０月１日発効）

■問刈谷労働基準監督署（緯〈２１〉４８８５）、
市商工課（緯〈７１〉２２３５）

県特定最低賃金改正

時間額業種
９１２円鉄鋼業
８８２円はん用機械器具製造業
８４１円精密機械器具製造業
８５２円電気機械器具製造業
８９０円輸送用機械器具製造業
８２３円各種商品小売業
８７３円自動車（新車）小売業

１月１０日は「１１０番の日」
警察への素早い１１０番通報は、事件

や事故の解決の鍵です。
１１０番は、”緊急通報のための専用電
話”であり、問い合わせや相談等は、
相談専用電話か安城警察署へかけてく
ださい。
相談専用電話番号獅プッシュ回線緯＃
９１１０、又は緯０５２〈９５３〉９１１０ 相談時間
獅捷～晶午前９時～午後５時（抄、年
末年始を除く）
■問安城警察署（緯〈７６〉０１１０）、市市民安
全課（緯〈７１〉２２１９）

東日本大震災義援金ありが
とうございます
１１月３０日までに市社会福祉協議会に
寄せられた義援金は１億３３万４８６９円で
す。
１１月１日～３０日受け付け分／敬称略
エコネットいけうら、アンデン株式会
社、株式会社デンソーセールス
■問市社会福祉協議会（緯〈７７〉２９４１）

設備の安全点検・換水清掃のためプ
ールは利用できません。
■時２月２日昇～１４日掌
■他アリーナ・トレーニングルームは通
常営業します
※２月８日捷は全館休館。

■問市スポーツセンター（緯〈７５〉３５４５）

市スポーツセンタープール
の休館

石綿による疾病の補償・救
済について
中皮腫や肺がん等を発症し、それが
労働者として石綿ばく露作業に従事し
ていたことが原因であると認められた
場合には、労災保険法に基づく各種の
労災保険給付や石綿救済法に基づく特
別遺族給付金が支給されます。
中皮腫等で亡くなられた方が過去に
石綿業務に従事されていた場合には、
労災保険給付等の支給対象となる可能
性がありますので、愛知労働局（緯０５２
〈９７２〉０２６１）又は、刈谷労働基準監督署
（緯〈２１〉４８８５）にご相談ください。
■問市商工課（緯〈７１〉２２３５）

市社会福祉協議会で働く臨時職員
を募集します。
■内雇用期間獅２月１日捷～３月３１日
昭（４月以降更新の場合あり） 賃
金の通勤割増獅１日２００円

■定各１人程度
■申１月５日昇～１５日晶午前９時～午
後５時（掌捷抄を除く）に、申込書
を持参か郵送（必着）で市社会福祉
協議会総務課（〒４４６－００４６赤松町
大北７８－４／緯〈７７〉２９４１）へ
※申込書は同協議会・同協議会ウ
ェブサイトで配布。

事務員
■内勤務日獅昇～松の間で週４日程度
勤務時間獅午前１０時～午後４時３０
分 勤務場所獅社会福祉会館 賃
金獅時給９００円 勤務内容獅ボラ
ンティア相談対応、庶務等 選考
獅面接（１月２２日晶）

■対普通自動車運転免許を有する人

看護師又は介護員
■内勤務日獅昇～松の間でローテーショ
ン勤務（抄勤務あり。１カ月あたり
約１５日間） 勤務時間獅午前８時３０
分～午後５時１５分の内シフトによ
り指定した３～７時間で週２０時間未
満 勤務場所獅北部デイサービス
センター（北部福祉センター内）又は
身体障害者デイサービスセンター（桜
井福祉センター内） 賃金

▲

看護師
獅時給１４００円 介護員獅時給１０７０円
（看護師の介護員業務時含む) 勤務
内容

▲

看護師獅血圧測定、検温、胃
ろう等 介護員獅入浴介助・食事介
助・レクリエーション・送迎車の運
転業務等 選考獅面接（１月２１日昭）

■対正看護師又は准看護師、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
資格を有し、かつ普通自動車運転
免許を有する人

本紙昨年９月１５日号でお知らせした、
「西三河都市計画生産緑地地区」につい
て、昨年１２月２５日付けで変更しました。
■問都市計画課（緯〈７１〉２２４３）

■時２月６日松午前１０時～１１時３０分・９
日昇午後７時～８時３０分

■場文化センター
■内認知症を正しく理解し、身近に認知
症の人がいたときに、そっと手助け
する「認知症サポーター」の養成講座
です

■講認知症キャラバン・メイト
■対市内在住・在
勤の１８歳以上

■定各５０人（先着
順）

■他受講者にはオ
レンジリング
を配布

■申１月４日捷からの午前８時３０分～午
後５時１５分（松掌抄を除く）に、電話
で高齢福祉課（緯〈７１〉２２２３）へ

認知症サポーター養成講座

西三河都市計画生産緑地地
区の変更



（ ）内は前月比

〈平成27年12月1日現在〉
総 人 口
男 性
女 性

世 帯 数

18万5776人（＋151）
9万5159人（＋ 57）
9万617人（＋ 94）

7万2170世帯（＋ 43）

火 災
救 急

（年間累計／前年対比）

刑 法 犯
交通事故
負 傷 者
死 者

142件（1590件／－250）
588件（6613件／－ 11）
87人（1145人／－70）
0人（ 5人／± 0）

人口・世帯

11月の火災・救急

11月の犯罪・事故

3件（うち建物 3件）
583件（うち急病402件）
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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。

愛知建連技能専門校訓練生
■内訓練期間施毎年５月～翌年３月 訓
練日時施月３・４回松午前９時～午
後５時 科目（期間）施木造建築科
（３年）、造園科（３年）、建築板金科
（２年）、左官・タイル施工科（２年）
入校式施４月

■対事業所に職業訓練指導員が在籍し、
上記訓練科目に該当する職種につい
ている３０歳以下の人
※事業主が県建設職業訓練協議会の
会員であること。

■他費用等詳細は問い合わせてください
■申３月３１日昭までに、願書を事業所経
由で愛知建連技能専門校（碧南市汐
田町／緯〈４１〉４５２３）へ
※願書は同校で配布。

■問市商工課（緯〈７１〉２２３５）

介護認定調査員（臨時職員）

一般入試による学生を募集します。
■内試験日獅１月２３日松 試験科目獅国
語総合（古文・漢文除く）・数英・面
接

■対高等学校卒業か３月に卒業見込み又
は、同等の学力があり、４月１日現
在３４歳以下の人

■定２０人程度
■申１月５日昇～１５日晶午前９時～午後
５時（松掌抄を除く）に、申込書を持
参か郵送（消印有効）で安城市医師会
安城碧海看護専門学校（〒４４６－００２６
安城町広美４２／緯〈７７〉８５８８）へ
※申込書は同校・同校ウェブサイト
で配布。

■内職務内容獅介護保険の要介護認定の
ための訪問調査 採用日獅３月１日
勤務日時獅原則捷～晶午前９時～午
後５時３０分の間で指定する時間帯
（時間外勤務の場合あり）で、週３日
～５日 賃金獅時給１４００円（研修期
間中は８８０円）、通勤割増１日２００円
選考獅面接（１月２７日昌）

■対次の①②いずれも該当する人
①保健師・看護師・准看護師・歯科
衛生士・理学療法士・作業療法士・
介護福祉士・社会福祉士・言語聴覚
士いずれかの有資格者で、実務経験
３年以上、又は介護保険法に規定す
る介護支援専門員 ②パソコン（ワ
ード）の操作ができる人

■定２人程度
■申１月４日捷～１５日晶午前８時３０分～
午後５時１５分（松掌抄を除く）に、採
用申込書・各資格免許証の写し等必
要書類を持って高齢福祉課（緯〈７１〉
２２５７）へ
※募集要項・採用申込書は同課・市
公式ウェブサイトで配布。

■内募集科目施モノづくり総合科マルチ
スキルコース 訓練期間施２年間
募集期間施１月６日昌～２月１日捷
選考日施２月１２日晶 入校日施４月
７日昭

■対高等学校卒業（３月卒業見込みを含
む）程度の学力を有する３０歳以下の
人

■定２０人
■￥入校検定料施４４００円 入校料施５６５０
円 授業料施年額６００００円

■他詳細は問い合わせてください。入校
案内・入校願書は同校ウェブサイト
に掲載

■問県立岡崎高等技術専門校（岡崎市美
合町／緯０５６４〈５１〉０７７５）へ

県立岡崎高等技術専門校普
通課程訓練生

安城市医師会安城碧海看護
専門学校学生

認知症、知的障害、精神障害等によ
って、判断能力が十分でない人を守る
制度である成年後見制度の利用者は
年々増加しています。後見制度支援信
託は本人の財産のうち、日常的な支払
をする金銭を預貯金等として後見人が
管理し、通常使用しない金銭を信託銀
行等に信託する仕組みです。信託した
財産を後見人が払い戻すには、家庭裁
判所が発行する文書が必要になります。
家庭裁判所では後見制度支援信託の利
用を積極的に進めています。
■問名古屋家庭裁判所事務局総務課（緯

０５２〈２２３〉０９９４）、市障害福祉課（緯〈７１〉
２２２５）

■対現在市内に住民登録があり、引き続
き居住する人で、次のいずれかにあ
てはまる人
暫死亡者の遺骨があり、墓地のない人
暫市外に墓地があり、墓地の移転を必
要とする人

■申各申込期間（松掌抄を除く）の午前８
時３０分～午後５時１５分に、印鑑を持
って市保健センター（緯〈７６〉１１３３）へ
※募集要項は同センターで配布。
安城霊園（北山崎町柳原）
■内面積／永代使用料／区画数獅４．００釈
（２．０杓×２．０杓）／７６万円／１区画
（使用済返還区画）
■申申込期間獅１月１２日昇～１５日晶
※申し込みが区画数を超えた場合は
１月２９日晶午前９時から市保健セン
ターで抽選会を行います。

■他応募者がいない場合は先着順で随時
受け付け
橋目霊園（橋目町宮東）
■内面積／永代使用料／区画数獅１．４４釈
（１．２杓×１．２杓）／２７万３６００円／６８区
画 ２．２５釈（１．５杓×１．５杓）／４２万７５００
円／１３区画

■申先着順で随時受け付け。区画数は昨
年１１月１８日現在

市営霊園申込受付

成年後見制度のお知らせ

■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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Português

Englis
外国語の
情報ボックス

※申し込みや問い合わせは、日本語
でお願いします。

※Inscriçõeseinformaçõessomente
emjaponês

※Applicationsandinquirieswillbein
Japanese.


