
■申２月５日晶～開催日前日の午前９時
～午後８時（休館日を除く）に、直接
か電話で市スポーツセンター（緯〈７５〉
３５４５）へ
ノルディックウォーキング教室
■時３月４日晶・１１日晶・１８日晶午前１０
時３０分～１１時３０分（全３回）
※雨天中止（小雨決行。予備日３月
２５日晶）。

■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）
■持運動シューズ、運動のできる服装、
帽子、タオル、飲み物（ペットボト
ル）、ポール（借用希望者は受付時に
申し出てください）

親子水泳教室（４～６歳）
■時３月５日松・１２日松・１９日松午前１０
時～１１時（全３回）

■内親子で楽しく水慣れから始めます
■対４～６歳児とその保護者（子ども１
人につき保護者１人）

■定１５組（先着順）
■￥施設使用料
■持水着・水泳帽子・ゴーグル（必要な
人）

市スポーツセンターの教室

寄せ植え講座
早春の花を使った、寄せ植えを作
ります。
■時３月１１日晶午前１０時
■講野正美保子氏（コンテナガーデニ

み ほ こ

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

■申２月５日晶～２６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３月１１日晶・２５日晶午前１０時（全
２回）

■内色彩と作品効果
■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２月５日晶午前９時３０分から、直
接か電話で同クラブハウスへ

手作りパン教室「デニッシュパン＆
動物あんパン」
■時２月１１日抄・１３日松・１４日掌・２０
日松・２１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２０日松～２２日捷・２７日松～２９
日捷午前１０時～午後３時

■￥７５０円
■申時間内に同クラブハウスへ

■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）
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■時２月２６日晶午前９時～午後４時
■場集合・解散獅市役所西駐車場
※バスで移動します。

■内佐布里緑と花のふれあい公園（知多
そ う り

市）・あいち健康の森公園（大府市）の
見学等

■対市内在住・在勤・在学の２０歳以上
■定２４人（定員を超えた場合は抽選）
■持昼食・飲み物・筆記用具・雨具
■申２月１５日捷までに、郵便番号・住所・
氏名・生年月日・電話番号・ファク
ス番号を必ずファクスでNPO法人
エコネットあんじょう事務局（胃〈５５〉
１３１５）へ

■問NPO法人エコネットあんじょう（緯

〈５５〉１３１５）、環境首都推進課（緯〈７１〉
２２０６）

花木の栽培管理を学ぼう！

■時２月２７日松午後１時～４時
■場市民交流センター
■内コーディネーターによる基調講演の
後、市民活動団体から活動開始時の
熱い想いを聞き、意見交換会を行い
ます

■講コーディネーター施織田元樹氏（NP
もと き

O法人ボラみみより情報局代表）
発表団体施川の会・NPO法人エコ
ネットあんじょう・NPO法人ing・
安城市民やろMYプログラム実行隊

■対市民活動を行っている人や興味のあ
る人

■定３０人（先着順）
■申２月５日晶からの午前９時～午後８
時（休館日を除く）に、直接か電話で
市民交流センター（緯〈７１〉０６０１）へ

安城市で活躍する人たちの
交流会

佐佐布里緑と花のふれあい公佐布里緑と花のふれあい公園園

画広報あんじょう 2016.2.1

■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。

■問マーメイドパレス（緯〈９２〉７３５１）
■￥施設使用料
文字探しラリー
■時２月１１日抄午前１０時
■内プールに隠された文字を探し、キー
ワードを完成させた人にお菓子を進
呈

■対当日プールを利用した小学生以下
■定５０人（当日先着順）
バレンタインデープレゼント
■時２月１４日掌午前１０時
■内チョコレートを進呈
■対プール又はトレーニングルームを利
用した男性

■定１００人（当日先着順）
ジャンケン大会
■時２月２１日掌午後２時
■内ジャンケンに勝った人にプール利用
券を進呈

■対プール利用者
■定１００人（当日先着順）

マーメイドパレスの催し

■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
アロマテラピー体験会
■時２月１６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）
■対１８歳以上の女性
■定１０人（先着順）
■￥１５００円
■申申込開始日獅２月５日晶

はじめてのお灸～花粉症対策のツボ～
■時２月１８日昭午前１０時３０分～正午
■内お灸の安全な使い方、様々な症状に
効果的なツボ等、初歩的なお灸の仕
方を体験

■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２月５日晶

ベビーマッサージ
■時２月１９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２月１０日昌

託児あり！トレーニングジム利用会
■時２月２６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２月１１日抄

マーメイドパレスの講座

■場■問環境学習センターエコきち
■申２月５日晶から各開催日の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
※環境団体交流会・懇親会は申込不
要。ただし、発表希望者は２月１５日
捷までに要申し込み。

環境サロン「炭と生活」

安城七夕まつりの竹を使った炭を生
活に取り入れることについて話し合い
ます。
■時２月２０日松午前１０時～１１時３０分
■講神谷輝幸氏

てる ゆき

■対１８歳以上
■定１０人（先着順）
■￥２００円
■他竹炭を入れて炊いたご飯の試食付
環境団体交流会・懇親会
環境活動に取り組む個人、団体の活
動をパネル発表し交流を深めます。茶
話会、抽選会もあり。
■時２月２１日掌午後１時３０分～３時
環境大学
環境や健康の問題解決に実績のある
講師の話をききましょう。
■時２月２８日掌午後１時３０分～３時
■講山田朝夫氏（社会福祉法人財団親和

あさ お

会八千代病院事務部長）
■対１８歳以上
■定４５人（先着順）

エコきちへ行こう

安城駅前商店街のイルミネーション
スポットを巡って、チョコレートをも
らおう。
■時２月１４日掌午後４時～８時
■場安城駅前商店街一帯 受け付け獅安
城市観光案内所KEYPORT（JR安城

キー ポート

駅１階）
■内まちかど宝探し「チョコレートクエ
スト」獅商店街のイルミネーション
スポットを巡り、暗号を解いた人に
チョコレートを進呈。また、午後４
時からホットドリンクを無料配布し
ます（限定１００杯）。きーぼーも登場予
定

■問叙安城スタイル（緯〈７３〉９５１１）、商工
課（緯〈７１〉２２３５）

商店街イルミネーションフ
ェスタ まち灯り
～チョコレートウォーク～

第５回一雛会作品展
いち ひな かい

■時２月１１日抄～１４日掌午前９時～午後
５時（１４日は午後３時頃まで）

■内つるし飾りの展示会
■場■問安祥閣（緯〈７４〉３３３３）

■場■問愛知県緑化センター（豊田市西中
山町／緯０５６５〈７６〉２１０９）
野外教室 シイタケの菌打ち体験と管
理の仕方
■時３月５日松午前１０時～正午
■内シイタケの菌打ちから年間管理につ
いて学びます

■定２０人（先着順）
■￥２０００円
■他１人４本程度のホダギを持ち帰るこ
とができます（保管場所のある人）

■申２月５日晶午前９時から（捷を除く）
電話で同センターへ
※同センターウェブサイト内申込フ
ォームからも申し込みできます。
野鳥観察会Ⅳ
■時３月１３日掌午前９時３０分～１１時３０分
■場集合・受け付け施緑化センター内、
昭和の森交流館附属棟

■内芽吹き出した木々の中、さえずり出
した野鳥を観察します

■講木村修
しゅう

司氏（豊田野鳥友の会）
じ

愛知県緑化センターの研修

■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

臥 広報あんじょう 2016.2.1



芽広報あんじょう 2016.2.1

■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。

マーメイドパレスの水中講
座
■時２月１７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
■￥施設使用料
■他６カ月～未就園児の託児あり（先着
５人）

■申２月９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

■時３月１０日昭午後１時３０分～４時
■場高浜市中央公民館（高浜市湯山町）
■定３０人（先着順）
■￥２０００円
■申２月１５日捷～１９日晶午前８時３０分～
午後５時に、申込書と甲種防火管理
講習又は甲種防火管理再講習の修了
証の写し・写真（縦４尺×横３尺で
３カ月以内に撮影）を持って、安城
消防署（緯〈７５〉２４５８）へ
※申込書は同署・衣浦東部広域連合
ウェブサイトで配布。

甲種防火管理再講習

■申２月６日松～各申込締切日の午前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

大人向け講座「フラエクササイズプロ
グラム」
■時①シルバークラス施３月２日昌・９
日昌午前９時３０分～１０時２０分 ②親
子フラエクササイズ施３月２日昌・
９日昌午前１０時３０分～１１時２０分
③チャレンジクラス施３月７日捷・
１４日捷午前１０時～１０時５０分

■対①施６０歳以上 ②施１歳～未就学の
子とその母親 ③施１８歳以上

■定①③施２０人 ②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３月４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ー

めぐ み

講師）
■対１８歳以上
■定１０人（先着順）
■￥５００円
■申申込締切日獅３月３日昭

堀内公園の講座

■時３月５日松午後１時～３時３０分
■場市民交流センター
■内近所付合い、高齢者、子ども、異文
化理解等「きずなを深めよう」をテー
マにした座談会

■講ファシリテーター獅加藤武志氏（ま
たけ し

ち楽房有限会社代表）
■対１６歳以上
■定８０人（先着順）
■申２月２７日松までに、住所・氏名・電
話番号をファクスであんき会事務局・
荻野さん（胃〈７５〉６７３１）へ

■問あんき会事務局・荻野さん（緯〈７５〉
６７３１）、企画政策課（緯〈７１〉２２０４）

お茶しながらわいわい語り
合おう会（part6）

「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２月２０日松午後６時～７時
■場北部公民館
■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２月１２日晶までの午前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。

丈山苑の催し
■￥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）
つるし雛展
■時２月１７日昌～２１日掌午前９時～午後
５時（２１日は午後４時まで）

■内紅の花の会員によるつるし雛作品の
展示

詩吟大会
■時３月１９日松午後２時～３時
■定２０人（先着順）
※演目は１人１曲。

■申２月１０日昌午前９時から電話で丈山
苑へ

■時２月１８日昭・２５日昭午後１時～２時
※参加は１日のみ。

■場市スポーツセンター
■対１８歳以上
■定各５人（先着順）
■持水着・水泳帽子
■申各開催日当日の午前９時～正午に、
直接か電話で同センター（緯〈７５〉３５
４５）へ

アクアビクス教室体験

デンパークフォトコンテス
ト優秀作品展
■時２月１７日昌～２９日捷

■内園内の花々・風景・イベントを楽し
む人々を写した作品を展示

■￥入園料
■場■問デンパーク（緯〈９２〉７１１１）

■時２月１４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

■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

蛾 広報あんじょう 2016.2.1

■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。

■定各２０人（先着順）
■申２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）
実技救命講習
■時２月１４日掌午前９時～１１時
■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
の実技

■対応急手当WEB講習もしくは救命入
門コース受講者

■場■申安城消防署救急係（緯〈７５〉２４９４）
普通救命講習Ⅲ
■時２月２０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
の処置等

■場■申安城消防署救急係（緯〈７５〉２４９４）
普通救命講習Ⅰ
■時２月２１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
等

■場■申高浜消防署救急係（緯〈５２〉１１９０）
上級救命講習
■時２月２７日松午前９時～午後６時
■内成人、小児、乳児及び新生児の心肺
蘇生法、傷病者管理、外傷の応急手
当、搬送法等

■場■申知立消防署救急係（緯〈８１〉４１４４）

救命講習会

安城文化協会の催し
■場文化センター
■問安城文化協会（緯〈７４〉６０６６）、市民ギ
ャラリー（緯〈７７〉６８５３）

文人展
■時２月１２日晶～１４日掌午前９時～午後
５時
※１４日は午後４時まで。

■内日本画・水墨画・洋画・書・写真・
陶芸・工芸・ちぎり絵等の展示
文化講演会
■時２月１３日松午後２時～３時３０分
■内演題獅三河万歳 笑顔と心を伝える
■講杉浦重夫氏

しげ お

ごあ展
■時２月１３日松・１４日掌午前９時～午後
５時
※１４日は午後４時まで。

■内作品展、喫茶コーナー
■他子ども向け体験コーナー諮１３日午前
１０時～１１時３０分獅おひな様を折ろう
１４日午前１０時、午後１時３０分獅絵手
紙を書こう

いつでも応急手当が学べると同時に
救命講習の事前学習ができます。
また、「応急手当WEB講習」で事前

に学習すると、普通救命講習Ⅰの講習
時間が通常の３時間から２時間に短縮
され、時間に制約のある人も受講しや
すくなります。
※本講習はインタ
ーネットに接続
されたパソコン、
タブレット端末
及びスマート
フォンで学ぶこ
とができます。
※詳細は衣浦東部広域連合ウェブサイ
トで確認できます。

■問衣浦東部広域連合消防課（緯〈６３〉０１
３５）

応急手当WEB講習（e－ラ
ーニング）

市汚水適正処理構想（案）へ
の意見募集の結果
意見等は寄せられませんでした。

■問下水道建設課（緯〈７１〉２２４８）

第３次市生涯学習推進計画
（案）への意見募集の結果
２件（１人）の意見が寄せられました。

この意見提出に伴う計画案の大幅な見
直し等は行いません。
■内意見を踏まえた市の考え方施計画推
進に重要な役割を果たす市民活動団
体やグループが相互に関連しあい、
作業部会での議論をもとにした「生
涯学習市民ネットワーク」の早期設
置に取り組む。「生涯学習市民ネット
ワーク」と協働して指導者の人材育
成に取り組みます
意見の概要等の閲覧
■時２月１０日昌までの各施設開館時間
（休館日を除く）

■場文化センター・各地区公民館・青少
年の家・中央図書館他
※市公式ウェブサイトでも閲覧でき
ます。

■問文化センター（緯〈７６〉１５１５）

第２次市スポーツ振興計画
（案）への意見募集の結果
１件の意見が寄せられました。この
意見提出に伴う計画案の見直し等は行
いません。
■内意見を踏まえた市の考え方施県が推
進する健康長寿の文言は計画内には
ありませんが、考え方は盛り込んで
います
意見の概要等の閲覧
■時２月１０日昌までの各施設開館時間
（休館日を除く）
■場文化センター・各地区公民館・市体
育館・スポーツセンター・マーメイ
ドパレス・中央図書館他
※市公式ウェブサイトでも閲覧でき
ます。

■問市体育館（緯〈７５〉３５３５）

わくわくおはなし会
■時２月２５日昭午前１０時３０分～１１時３０分
■場市民交流センター
■内絵本のよみきかせ・紙芝居・手遊び
うた

■講読み聞かせの会 おはなしわくわく
■対未就園児とその保護者
■定２０組（先着順）
■申２月５日晶からの午前９時～午後８
時（休館日を除く）に、直接か電話で
市民交流センター（緯〈７１〉０６０１）へ
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衣浦東部広域連合からのお
知らせ
第２回衣浦東部広域連合議会臨時会
が、昨年１２月２５日に開催されました。
議会では、「衣浦東部広域連合個人情報
保護条例の一部を改正する条例」の制
定をはじめ、２件の議案が原案どおり
可決されました。
■問衣浦東部広域連合総務課（緯〈６３〉０１３１）

矢作川処理区における事業計画の変
更案を縦覧します。
■時２月８日捷～２２日捷午前８時３０分～
午後５時１５分（松掌抄を除く）

■内下水道（雨水）の整備計画から昭和公
園調整池を削除し、明治本町公園調
整池及び南明治２号公園調整池を追
加。花の木雨水幹線の一部を削除等

■他変更案に意見のある利害関係人は、
縦覧期間中に市に対して意見書を提
出できます

■場■問土木課（緯〈７１〉２２３９）

公共下水道の事業計画変更
案を縦覧

東山中学校区に地域包括支
援センターを開設
市では高齢者が住み慣れた地域で自
立した生活を継続できるよう総合的に
支援する拠点として、中学校区ごとに
地域包括支援センターを順次設置して
います。２月１日付けで東山中学校区
に新規センターを開設します。
■内名称獅安城市地域包括支援センター
さとまち 所在獅里町（介護老人保
健施設さとまち内）

■問高齢福祉課（緯〈７１〉２２２３）

■時強調月間施２月１日～２９日
■内家庭は生活の基盤であり、家族のふ
れあいと連帯感を深める場です。子
どもにとっては、人間としての生き
方の基本を学ぶ最も大切な場です。
明るく楽しい家庭を作るために、何
ができるかを考えてみましょう
スローガン施親と子の 対話がつく
る よい家庭

■他青少年の家では、毎月第３掌の「家
庭の日」に、体育室を無料で開放し
ています。卓球やニュースポーツ等
を楽しむことができます

■問青少年の家（緯〈７６〉３４３２）

「家庭の日」県民運動

■内職務内容獅図書館業務全般（窓口・
書架整理・展示や行事の実施等）、
（仮称）図書情報館に向けての準備業
務 雇用期間獅４月１日～９月３０日
（１０月以降も更新あり） 勤務日時獅

週５日午前８時３０分～午後５時（松

掌抄を含む）、又は週３日午前９時～
午後５時（松掌抄を含む）、いずれも
週１回程度午後７時までの夜間当番
あり 賃金獅時給９５０円、通勤割増
１日２００円 選考獅書類審査、面接
（３月１７日昭）

■対普通自動車運転免許を有し、簡単な
パソコン操作ができる健康な人
※図書館司書資格を有する人、図書
館勤務経験のある人優遇。

■定６人程度
■他応募者多数の場合は、書類審査を一
次選考とする場合があります

■申３月６日掌までの午前９時～午後５
時（休館日を除く）に、申込書・調査
票・作文を持って中央図書館（緯〈７６〉
６１１１）へ
※申込書・調査票・作文の様式は、
同館・同館ウェブサイトで配布。

中央図書館臨時職員 平成２７年度福祉ガイドブッ
クを配布
障害福祉に関するサービスや助成制
度等について紹介したガイドブックを
配布しています。
■対障害者手帳所持者
■申捷～晶午前８時３０分～午後５時１５分
（抄を除く）に、障害者手帳を持って
障害福祉課（緯〈７１〉２２２５）へ
※本人が来庁できない場合は、代理
人も可。

東日本大震災義援金ありが
とうございます
昨年１２月３１日までに市社会福祉協議

会に寄せられた義援金は、１億５３万６７
９５円です。
１２月１日～３１日受け付け分／敬称略
佐野里美、公益社
団法人安城市シル
バー人材センター、
募金箱への多数の
寄付者
■問市社会福祉協議
会（緯〈７７〉２９４１）

■問堀内公園（緯〈９９〉５９４７）
堀内公園へ電車にのって遊びにいこ
う！
■時２月１日捷～３月１８日晶（休園日
を除く）

■内名鉄堀内公園駅を利用し、帰りの
切符を管理事務所に持参した人に、
２００円分の遊具利用券を進呈
※定期券は不可。

バレンタイン企画「バレンタインチ
ョコプレゼント」
■時２月１４日掌午前９時（雨天中止）
■内各有料遊具を利用した人にチョコ
レートを進呈

■対小学生以下
■定各３０人（当日先着順）
■￥各有料遊具利用料

わたがし作り体験
■時２月２０日松・２１日掌午前１０時・１１
時、午後１時・２時・３時

■対３歳～小学
生（未就学児
は保護者同
伴）

■定各１０人（先着
順）
※各回開始
１０分前から、
参加する本人に整理券を配布。

お雛（ひな）様を作ろう
■時２月２７日松・２８日掌午前１０時～午
後３時

■定各３０人（当日先着順）
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■時面接獅２月１８日昭

■申２月１日捷～１５日捷までの午前８時
３０分～午後５時１５分（松掌抄を除く）
に、顔写真付きの履歴書と保健師又
は管理栄養士又は歯科衛生士免許証
（原本）を持って市保健センター（緯

〈７６〉１１３３）へ
保健師（成人保健業務）
■内職務内容獅生活習慣病予防（保健指
導）、保健相談等 雇用期間施３月１
日～３１日（更新の場合あり） 勤務日
時獅捷～晶午前８時３０分～午後５時
（松掌勤務もあり） 賃金施時給１４００
円、通勤割増１日２００円（健康保険、
厚生年金、雇用保険対象）

■定若干名
■他普通自動車運転免許所持者であること
保健師（母子保健業務）
■内職務内容獅乳幼児健康診査等 採用
日施４月１日 勤務日時獅昌～晶の
うち週１～３日程度、午前８時３０分
～午後５時のうち１日２～４時間
賃金施時給１８９０円、通勤割増１日
２００円

■定若干名
管理栄養士（母子保健業務）
■内職務内容獅栄養相談、栄養及び食事
指導業務 採用日施４月１日 勤務
日時獅月３・４日程度、午前９時～
午後５時の間で指定する日時 賃金
施要問い合せ（業務内容により異なる）

■定若干名
■他普通自動車運転免許所持者であること
歯科衛生士
■内職務内容獅幼児健診の診察介助及び
フッ化物塗布、成人・母子保健事業
の教室等における歯科保健指導・相
談業務 採用日施４月１日 勤務日
時獅捷～晶のうち週１～３日程度、
午前８時３０分～午後５時の間で指定
する日時（松掌勤務もあり） 賃金施

要問い合せ（業務内容により異なる）
■定若干名
■他普通自動車運転免許所持者であること

市保健センターの臨時職員

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、市長への答申
等を行います。
■内任期獅５月１５日～平成３０年５月１４日
（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日現在、市内在住の２０～７０歳
で、平日昼間に年２・３回開催する
会議に出席でき、過去１年から任期
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・
本市の議員を除く。

■定２人
■申２月１０日昌～２９日捷午前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」について書いた８００
字程度の作文を、持参か郵送（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。

市国民健康保険運営協議会
委員

市体育館の夜間管理臨時職
員
■内勤務日時獅週６日午後４時３０分～９
時３０分（捷を除く。抄は勤務）を２週
間勤務し、１週間休日をローテーシ
ョン 賃金獅時給８５０円、通勤割増
１日２００円

■対昭和２５年４月２日以降生まれで簡単
なパソコン操作ができる人

■定１人程度
■申２月１９日晶までの午前８時３０分～午
後５時１５分（捷を除く）に、写真付き
の履歴書を持って市体育館（緯〈７５〉
３５３５）へ

男女共同参画プランを審議・策定す
る委員を募集します。
■内任期施４月１日～平成３０年３月３１日
（２年間） 選考施書類審査、面接
（３月１６日昌予定） 報酬施会議１回
７５００円

■対市内在住・在勤・在学・市内で活動
する満２０歳以上（４月１日現在）で、
平日昼間開催の会議に出席できる人

■定４人程度
■申２月１７日昌までの午前８時３０分～午
後５時１５分（松掌抄を除く）に、所定
の応募用紙を持参か郵送（必着）・
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
※応募用紙は、同課・市公式ウェブ
サイトで配布。

市男女共同参画審議会委員

■内任期獅４月１日～平成３０年３月３１日
（２年間） 選考獅書類審査、面接
（３月１８日晶予定） 報酬施会議１回
７５００円

■対平日昼間の会議に出席できる、市内
在住・在勤・在学・市内で活動する人

■定２人
■申２月５日晶～２９日捷午前８時３０分～
午後５時１５分（松掌抄を除く）に、応
募用紙と「わたしの考える健康づく
り」について書いた４００字以内の作文
を、持参か郵送（消印有効）・ファク
ス・Ｅメールで市保健センター（〒
４４６－００４５横山町下毛賀知１０６－１／
胃〈７７〉１１０３／ kenko@city.anjo.
aichi.jp／緯〈７６〉１１３３）へ
※応募用紙は、同センター・市公式
ウェブサイトで配布。

市保健センター運営協議会
委員

美しいまちづくりへの意識を高める
ため、標語を募集します。
■内テーマ施空き缶・たばこの吸い殻等
のポイ捨て防止、犬・猫のふんの放
置防止、地域での清掃推進等、町の
美化を呼びかけるもの 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、本紙に氏名、町名又
は勤務先・学校名を掲載して発表し
ます。また、作品は、｢町を美しくす
る運動｣のポスターや看板等に使用
します。なお、応募作品の著作権は
市に帰属します

■申２月２９日捷までの午前８時３０分～午
後５時１５分（松掌抄を除く）に、環境
美化標語、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
（〒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



（ ）内は前月比

〈平成28年１月1日現在〉
総 人 口
男 性
女 性

世 帯 数

18万5818人（＋42）
9万5186人（＋27）
9万632人（＋15）

7万2198世帯（＋28）

火 災
救 急

（年間累計／前年対比）

刑 法 犯
交通事故
負 傷 者
死 者

128件（1717件／－266）
669件（7282件／－ 75）
134人（1274人／－ 67）
1人（ 6人／± 0）

人口・世帯

12月の火災・救急

12月の犯罪・事故

3件（うち建物 1件）
653件（うち急病419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。

家康の遺宝展～松平から徳
川へ～

豊
田

江戸幕府初代将軍徳川家康公４００年
祭記念事業。徳川の発祥の地、豊田市
松平に縁のある品等、重要文化財を含
む約５０点の貴重な資料を展示。
■時２月６日松～３月２１日承午前１０時～
午後５時３０分（承を除く捷は休館、
入館は午後５時まで）

■場豊田市美術館（豊田市小坂本町）
※名鉄豊田市駅又は愛知環状鉄道新
豊田駅より徒歩１５分。

■￥５００円（高校・大学生は４００円、中学
生以下無料）

■他２月６日午後１時３０分から豊田市福
祉センターで徳川宗家第１９代、徳川
家広氏を講師に講演会を開催
いえ ひろ

■問豊田市郷土資料館（緯０５６５〈３２〉６５６１）

■時試験日獅２月１３日松又は１４日掌

■場陸上自衛隊守山駐屯地（名古屋市守
山区）

■対平成元年４月２日～１０年４月１日に
生まれた人

■他詳細は問い合わせてください
■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）

自衛官候補生（追加募集）

■内勤務内容獅主に給食物資の検収 勤
務場所獅①中部調理場（福釜町）
②南部調理場（和泉町） 勤務時間獅

午前８時～１１時４５分（松掌抄を除く。
②は学校給食のない日も除く） 賃
金獅時給１１００円、通勤割増１日２００
円 選考獅面接（２月１７日昌）

■対栄養士の資格を有し、昭和４０年４月
２日～６０年４月１日に生まれた人

■定各１人
■申２月２日昇～１２日晶午前９時～午後
５時（松掌抄を除く）に、受験申込書
と栄養士免許証の写しを持って市学
校給食協会事務局（市役所西庁舎／
緯〈７５〉２３２２）へ
※受験申込書は同協会・同協会ウェ
ブサイトで配布。提出書類は返却し
ません。
※南部調理場の臨時給食調理職員
（午後勤務）を募集しています。
※臨時給食調理職員の登録を随時電
話で受け付けています。

市学校給食協会４月採用臨
時職員（栄養士）

ファミリー・サポート・セ
ンターの会員
子育てを手助けしてほしい人（依頼

会員）と、子育ての協力をする人（提供
会員）が、互いに助け合う会員組織で
す。
■対依頼会員獅市内在住・在勤・在学の
人 提供会員獅市内在住で心身とも
に健康で自宅で子どもを預かること
ができ、子どもが好きでボランティ
ア精神のある人

■申捷～晶午前９時～午後５時（抄を除
く）に、直接か電話でファミリー・
サポート・センター（あんぱ～く内
／緯〈７２〉２３１５）へ

依頼会員希望者の入会説明会
■時■申毎月２回開催しています。事前に
直接か電話で同センターへ
提供会員希望者の講習会
■時２月１７日昌午前９時～午後３時３０分
■他保育サポーター養成講座又は子育て
ネットワーカー養成講座の修了者は
講習会を免除

■申事前に直接か電話で同センターへ

大大工道具と大工道具と箱箱（展示は（展示は２２月月２８２８日日掌掌まで）まで）

外国人講師と一緒にイースター（※）の楽しみ方を体験してみませんか。
※イエス・キリストの復活を祝う日。

■時３月１３日掌午後２時～３時３０分
■場昭林公民館
■内イースター粘土キャンドル作りとエッグハンティング（宝探しゲーム）
※講座は英語と日本語で行います。

■対小学生とその保護者
■定１２組程度（先着順）
■￥１人３００円
■申２月５日晶～３月４日晶午前
８時３０分～午後５時１５分（松

掌抄を除く）に、直接か電話
で市国際交流協会（緯〈７１〉２２
６０）へ

■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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INFORMAÇÕESÚTEIS
SEF INFORMATION

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.


