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■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
■申１月５日昭から各申込締切日までの
午前９時３０分～午後５時（休園日を
除く）に、直接か電話でデンパーク
クラブハウス（緯〈９２〉７１１２）
コーヒー講座

コーヒーの基本と淹れ方を学び、好
い

みの味を深めます。
■時１月２３日捷、２月６日捷午前１０時３０
分（全２回）
■講倉橋誠氏（SpecialtyCoffee蒼代表）

まこと

■￥３５００円
■定２０人（先着順）
■申申込締切日獅１月２０日晶

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１０日晶午前１０時
■内テーマ獅クリスマスローズを使った
寄せ植え
■講野正美保子氏

み ほ こ

■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）
■申申込締切日獅１月２７日晶

フォトマスターEXによる写真講座
社団法人日本写真学会公認、「フォト
マスターEX」の資格をもつ講師による
写真講座です。
■時２月１０日晶・
２４日晶午前１０
時（全２回）
■講 鶴田郁夫氏

いく お

（フォトマス
ターEX）

エキスパート

■内テーマ獅主役と背景の関係
■定２０人（先着順）
■￥２３００円
■申申込締切日獅２月３日晶

デンパーククラブハウスの
体験教室

■申申込方法等 ■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。

■時１月２０日晶～２２日掌午前９時～午後
４時３０分（２０日は午前９時３０分から）

■場文化センター
※小中学生科学賞作品展「かがくの
ひろば」の会場で展示します。

■内市内・近隣市の小中学生から募集し
たポスター・書道・標語の優秀作品
を展示
■問市民課（緯〈７１〉２２２１）

「人権を理解する作品コン
クール」優秀作品の展示

こころの健康医師相談
■時①１月１７日昇 ②１月２０日晶 いず
れも午後２時～４時

■場①獅衣浦東部保健所（刈谷市大手町）
②獅安城保健分室
■内精神科医師による相談
■申衣浦東部保健所健康支援課（緯〈２１〉
９３３７）へ要事前予約
エイズ・肝炎検査・梅毒検査
■時毎週昇（１月３日昇は除く）午前９時
～１１時
※夜間エイズ検査は１月１６日捷午後
６時～７時。
■￥梅毒検査は有料
■問同所生活環境安全課（緯〈２１〉４７９７）
骨髄バンクドナー登録
■時毎週昇（１月３日昇は除く）午前９時
～１１時
■申同所生活環境安全課（緯〈２１〉４７９７）へ
要事前予約

検便・井戸水検査等
詳細は問い合わせてください。（有料）
■問同所試験検査課（緯〈２１〉９３５３）

衣浦東部保健所の相談・検
査

■時１月８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、東山中学校による和太鼓演技
■他見学者駐車場は市役所西駐車場
■問危機管理課（緯〈７１〉２２２０）
めざせ地域のヒーロー消防団 １月２０日はあいち消防団の日
県は、消防団に対する理解促進と団員の確保を図るため、毎年１月２０日を「あ

いち消防団の日」と制定しています。
消防団は、地域の実情に精通し、組織力と機動力を持ち、災害時にすぐさま現
場に駆け付けることができることから、地域住民の大きな支えであるとともに、
地域の安全にとってなくてはならない存在です。
市では、地域の安心安全を守るヒーロー「消防団」への加入促進を図るため、１
月８日掌成人式会場のデンパークにおいて、新成人の若者を対象としたPR活動
を実施し、消防団の魅力や重要性を発信します。
■問県防災局消防保安課（緯０５２〈９５４〉６１９５）、市危機管理課（緯〈７１〉２２２０）

経済講演会
■時２月１０日晶午後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
■講衛藤公洋氏（日本銀行名古屋支店長）

きみ ひろ

■定１２０人（先着順）
■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）
■問市商工課（緯〈７１〉２２３５）

衛衛藤公洋衛藤公洋氏氏

消防出初式

ククリスマスロークリスマスローズズ
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■場子育て支援センター（あんぱ～く内）
■申１月１７日昇午前９時から、電話で子
育て支援センター（緯〈７２〉２３１７）
※１人１講習まで。

育児講習会
■時２月３日晶午前１０時～１１時３０分
■内あなたの笑顔は誰かのパワー
■講伊藤希美氏（子育ちねっと○わはは！

き み

～笑・和・輪～代表）
■対乳幼児の保護者
■定３０人（先着順）
■他別室託児あり
子育て何でも相談広場
■時２月７日昇午前１０時～１１時３０分
■内これって個性？～こころの育ちと発
達のこと～

■講臨床心理士
■対乳幼児とその保護者
■定１５組（先着順）
親子遊び講習会

■時３月３日晶午前１０時～１１時３０分
■内親子で遊びトレーニング～運動が得
意な子に～

■講杉本京
きょう

子氏（キッズコーチング講師）
こ

■対２歳～未就園の子とその保護者
■定３０組（先着順）

あんぱ～くの講習会

第２次市民協働推進計画の策定に向
け、市民目線で地域課題を解決する協
働事業を提案するためのワークショッ
プ（全５回）の参加者を募集します。
■時■内２月１９日掌獅【振り返り・評価】４
年間で進んだ協働、進まなかった協
働 ３月２５日松獅【学び・課題出し】
これからの協働のヒントと安城の主
要課題 ４月１６日掌獅【アイデア提
案】地域課題を解決するための協働
事業のアイデア出し ５月２７日松獅

【アイデアの肉付け】前回で出し合っ
たアイデアの具体化 ７月１５日松獅

【作戦会議】平成３０年度からの実施に
向けた作戦会議 いずれも午後１時
３０分～４時３０分
■場市民交流センター
■対市内在住、在勤、在学又は市内で活
動する１８歳以上

■定２０人程度（書類選考する場合有）
■申１月１６日捷までの午前８時３０分～午
後５時（松掌抄を除く）に、申込書を
持参かファクス・Ｅメールで市民協
働課（胃〈７２〉３７４１／kyodo@city.
anjo.lg.jp／緯〈７１〉２２１８）
※申込書は同課、市公式ウェブサイ
トで配布。

愛知県緑化センターの催し
■場■問愛知県緑化センター（豊田市西中
山町／緯０５６５〈７６〉２１０９）
■講センター職員、ガイドボランティア
■他開催当日午前８時の時点で豊田市西
部に暴風警報が発令されている場合
は中止します

昭和の森を歩く会
■時①２月９日昭 ②２月２６日掌 いず
れも午前９時３０分～１１時４５分（雨天
決行）
■場集合場所獅昭和の森交流館前
■内テーマ諮①獅冬の野鳥２ ②獅春を
待つ植物 テーマに沿って昭和の森
の花・鳥・虫等を観察します

季節の花めぐり
■時２月１５日昌午前１０時～正午（雨天決行）
■場集合場所獅緑化相談コーナー前
■内春を呼ぶ福寿草をテーマに、園内を
散策しながら季節の花や施設につい
て案内します

■問堀内公園（緯〈９９〉５９４７）
スタンプDEGET
■時１月７日松～９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）
作ってみよう！「カラーゴムでアクセ
サリー作り」
■時１月２１日松・２２日掌午前１０時～午後
３時

■定各５０人（当日先着順）
ノルディックウォーキング＆棒ビクス
体験会
■時１月２３日捷諮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①②獅小学生以上
■定①獅４０人 ②獅２０人 いずれも先着
順
■￥器具使用料各５００円。両方使用する
場合は８００円、持参する人は無料
■持運動しやすい服装、靴、飲み物
■申１月５日昭～２２日掌午前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

堀内公園の催し

■時１月２０日晶～２２日掌午前９時～午後
４時３０分
※２０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
※２１日松・２２日掌の午前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

■問教育センター（緯〈７５〉１０１０）

小中学生科学賞作品展「かが
くのひろば」・「あしあと展」

メルヘンマーケット

まちなかにおしゃれな手作り雑貨や
おいしい飲食店が集合。デンパークか
らも出店します。子ども向けの遊具コ
ーナーも設置します。
■時１月１４日松午前１０時～午後３時
■場安城駅西駐車場前
■問株式会社安城スタイル（緯〈７３〉９５１１）、
商工課（緯〈７１〉２２３５）

■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・受講料等 ■持持ち物 ■他その他

協働井戸端会議
（市民協働ワークショップ）



芽広報あんじょう 2017.1.1

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日昭・６日晶

■内券売機で購入した利用券に当たりが
付いていたら、マーメイドパレスオ
リジナルグッズや施設利用券等を進
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７日松～９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。
平日限定「利用料還元フェア」
■時１月１０日昇～１３日晶・１７日昇～２０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２２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。

■申１月７日松～各申込締切日の午前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）
筋トレマシン使い方指導
■時２月９日昭・１６日昭午後１時３０分～
２時３０分（全２回）

■内健康増進を目的とした効果的なマシ
ンの使い方を指導します
■対１８歳以上で初回講習受講済の人
※講習の日程は問い合わせてください。
■定１０人（先着順）
■￥施設使用料
■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）
■申申込締切日獅２月８日昌

大人水泳教室
■時２月１７日晶～３月２４日晶の毎週晶午
後１時～２時（全６回）

■内基礎から水泳を学びます
■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
■申申込締切日獅１月３１日昇

市スポーツセンターの教室

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
ベビーマッサージ
■時１月２０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１０日昇

日々の疲労をためないための健康お灸
■時１月２６日昭午前１０時３０分～正午
■内お灸の安全な使い方、冷えを取り去
り、カラダを温めるツボ等、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１月１１日昌

■時１月３１日昇午前１１時～午後４時（開
場は午前１０時３０分）
■場刈谷市産業振興センター（刈谷市相
生町）

■内元気な高齢者が住みなれた地域でこ
れまで培った知識と経験と技術を活
かしながら、自ら担い手・支え手と
なり、就労や地域活動等多種・多様
な社会活動に参加するためのきっか
けづくりとして、社会活動団体の活
動情報を入手してマッチングを図る
出会いの場を提供します
■対おおむね６０歳以上の高齢者、高齢者
の家族

■問県高齢福祉課（緯０５２〈９５４〉６２８５）、市
高齢福祉課（緯〈７１〉２２２３）

友達・地域つながるフェス
タ

里親体験発表
県内には親の病気・離婚、虐待等さ
まざまな事情で、家庭で暮らすことの
できない子どもたちが１０００人以上いま
す。
県ではこうした子どもたちが家庭的
な環境の中で温かい愛情に包まれなが
ら暮らせるように「里親委託」を推進し
ています。
多くの人に「里親養育」について知っ
てもらうために、刈谷市の協力で、実
際に活動している里親さんによる体験
発表を行います。
■時１月２６日昭午前１０時３０分～正午
■場刈谷市役所（刈谷市東陽町）
■内里親制度の説明、養子縁組型里親・
養育型里親の体験発表
■問県刈谷児童相談センター（緯〈２２〉７１
１１）、市子育て支援課（緯〈７１〉２２２９）

■場■問歴史博物館（緯〈７７〉６６５５）
三河万歳「新春招福の初舞」

■時１月８日掌午後２時
■内安城の三河万歳保存会が、皇太子様
もご覧になった三河万歳を披露しま
す。文字書きからくり人形の書初め
も行います
オープンプログラム「おもちゃであそ
ぼう」
■時１月１０日昇～２７日晶午前９時～午後
５時（休館日を除く）
■内エントランスホールにおもちゃコー
ナーが登場します。誰でも自由に遊
べます
男の茶道～お抹茶の愉しみ方～
■時２月４日松午後１時３０分～３時３０分
■内特別展「安城ゆかりの大名家康の名
参謀本多正信」開催に合わせ、武士
の作法の一つでもあった茶道を学び
ます

■講植村千夏子氏（茶道家）
ち か こ

■対１５歳以上の男性
■定１５人（先着順）
■￥８００円
■申１月７日松午前９時から（休館日を
除く）電話で歴史博物館

歴史博物館の催し

■申申込方法等 ■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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さんかく２１カレッジ～“男子”
厨房に入る？入らない？～
■時①２月１９日掌午前１０時～正午 ②２
月２５日松午前１０時３０分～午後０時３０
分（全２回）

■場市民交流センター
■内■講①獅女性が働く環境を考える／髙
田弘子氏（都市調査室代表） ②獅ど

ひろ こ

うしてイクメンが大切か？ ～自分
の体験を踏まえて～／田村哲樹氏

てつ き

（名古屋大学大学院教授）
■対市内在住・在勤・在学・在活動
■定３０人程度（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、要事前申込）

■申１月４日昌～３１日昇午前８時３０分～
午後５時１５分（松掌抄を除く）に、住
所・氏名・電話番号・託児の有無を
直接か電話・ファクス・Ｅメールで
市民協働課（緯〈７１〉２２１８／胃〈７２〉３７
４１／kyodo@city.anjo.lg.jp）

■時２月１９日掌午前１１時～午後２時
■場文化センター
■内手打ちうどん体験と試食、災害に備
えるための話
※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
■定２４人（先着順）
■￥５００円
■持エプロン、タオル
■申１月３１日昇までの午前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（市役所さくら庁舎
内／緯〈７１〉２２６０）

外国人のための日本料理教
室

■時２月２３日昭・２４日晶午前９時４５分～
午後４時（全２回）

■場刈谷市産業振興センター（刈谷市相
生町）

■定１０４人（先着順）
■￥４０００円（当日支払い）
■申１月１６日捷～２０日晶午前８時３０分～
午後５時に、申込書と証明写真（縦
４尺×横３尺で３カ月以内に撮影）
を持ち、安城消防署（緯〈７５〉２４５８）
※申込書は同署・衣浦東部広域連合
ホームページで配布。
※電話・郵送では受付しません。

甲種防火管理新規講習

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補修・再生し、販
売します。
■時１月８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）

今月の再生家具等入札販売

■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、
各申込先へ問い合わせてください。

■申１月５日昭午前９時から、電話で各
申込先
■問衣浦東部広域連合消防課（緯〈６３〉０１
３５）
普通救命講習Ⅲ
■時１月１４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■申刈谷消防署救急係（緯〈２３〉１２９９）
普通救命講習Ⅰ
■時１月１５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■申知立消防署救急係（緯〈８１〉４１４４）
実技救命講習
■時１月２２日掌午前９時～１１時
■場高浜市役所
■内■対インターネット上で応急手当WEB
講習若しくは救命入門コースを受講
した人が普通救命講習Ⅰにステップ
アップするコースで、心肺蘇生法、
AEDの使用法、止血法の実技を行
います

■申高浜消防署救急係（緯〈５２〉１１９０）

救命講習会

■場環境学習センターエコきち
■申１月７日松から各開催日の３日前ま
での午前９時～午後９時（昌を除く。
開催３日前が昌の場合はその前日ま
で）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）
※受付開始日は１家族１講座のみ。
和紙ストラップと折り紙
■時１月２１日松午前１０時～１１時３０分
■内裁断余りの和紙でストラップをつく
ります
■講安城市消費生活学校
■対４歳以上の子とその保護者
■定１０人（先着順）
■￥５０円（１個）
ふしぎだね！科学あそび
■時１月２２日掌午前１０時～１１時３０分
■内冬しかできない科学あそびを体験し
ましょう
■講川角正彦氏

まさ ひこ

■対小学生以上とその保護者
■定５組（先着順）
■￥５０円（１組）
アクリルたわしで川をきれいに
■時１月２８日松午前１０時～１１時３０分
■内アクリル毛糸でたわしをつくり、洗
剤を減らす生活を目指します
■講中嶋雅子氏（日本手芸普及協会講師）

まさ こ

■対１８歳以上
■定５人（先着順）
■持かぎ針８号（なければ貸出します）
■￥１００円
武道であそぼう
■時１月２９日掌午前１０時～１１時３０分
■内寒さに負けずに体操や受け身、護身
術を使った動きで遊ぼう。運動した
い大人も大歓迎です
■講服部真史氏

まさ し

■対小学４年生以上（小学３年生は保護
者同伴で参加可）
■定１０人（先着順）
■持よごれてもいい服装（長そで、長ズ
ボン）、軍手、運動靴、水筒、タオル
大人の自然めぐり原始の森バスツアー
■時１月２９日掌午後０時５０分～３時３０分
■内縄文時代から残る安城のふるさとの
森（自然植生の樹木）をバスでめぐり
ます
■講森部豊氏

ゆたか

■対１８歳以上
■定２０人（先着順）
■持歩きやすい靴、服装、水筒等
■他集合・解散場所は申込時に案内

エコきちへ行こう

■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・受講料等 ■持持ち物 ■他その他
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丈山苑盆栽展

■時１月２０日晶～２２日掌午前９時～午後
５時（２０日は午前１０時から、２２日は
午後３時まで）
■内日盆安城支部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）

■時２月１７日晶午後１時３０分～３時
■場文化センター
■内■講第１部獅ちょっとおいしい魚の話
／神谷友成氏（中部水産株式会社 取

とも なり

締役 執行役員 広報担当） 第２部獅

安城市における消費者トラブル／市
消費生活相談員

■定１００人（先着順）
■申１月１６日捷午前８時３０分から、直接
か電話・ファクスで商工課（緯〈７１〉
２２３５／胃〈７６〉００６６）

消費生活講演会「さかなか
ら学ぶ最初の一歩」

■時１月２８日松午前１０時（受付開始午前
９時４０分）
■場文化センター
■内認知症を理解し、認知症の人や家族
を温かく見守り、支援する方法を学
びます
■講大川奈美氏（安城市キャラバン・メ

な み

イト）
■定４０人（先着順）
■他受講者にはオ
レンジリング
を進呈
■申１月５日昭～
１９日昭午前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〉２２
２３）

認知症サポーター養成講座

■時２月４日松午前１０時～正午
■場文化センター
■内安城産のお米を使って、五平餅を作
ります（食育紙芝居の上演も有）
■講米太郎（女性農業委員４人のグループ）

こめ た ろう

■対４歳以上の子とその保護者
■定１０組（定員を超えた場合は抽選）
※抽選の有無に関わらず、１月２３日
頃通知を発送。

■￥１組５００円
■持エプロン、三角巾、タレを持ち帰る
ための小さめの容器
■申１月１８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「五平餅づくり」と明記
し、代表者の住所・氏名・電話番号、
参加者数（子ども・大人それぞれ）を
郵送（必着）・ファクス・Ｅメールで
農務課（〒４４６－８５０１住所記載不要／
胃〈７６〉１１１２／nomu@
city.anjo.aichi.jp）
※右QRコードからも
申込可。
■問米太郎・榊原さん（緯０９０〈１５６４〉２２
４８）、農務課（緯〈７１〉２２３３）

五平餅づくり
歴博マイスター（ボランティ
ア）養成講座

小中学生の見学学習等の常設展示ガ
イド、鎧の試着会、安祥文化のさとま
つり等のボランティアを行っています。
■時２月２日昭・１６日昭、３月２日昭午
前１０時～正午（全３回）
■内歴史博物館の常設展示を元に安城の
歴史を学びます。又、鎧の着付けや
火起こし等の実習も行います
■対３回出席できる人
■定３０人程度（先着順）
■他講座終了後、希望者はボランティア
登録できます。できることからはじ
めてみませんか
■場■申１月１０日昇午前９時から（休館日
を除く）電話で歴史博物館（緯〈７７〉６６
５５）

■申申込方法等 ■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。

第１０次安城市交通安全計画
（案）への意見募集の結果他
３人から３８件の意見が寄せられまし
た。寄せられた意見や意見に対する市
の考え方は、次により閲覧できます。
また、合わせて計画を公表します。
意見の概要等の閲覧
■時１月４日昌～２月３日晶午前８時３０
分～午後５時１５分（閉庁、休館日を
除く）
■場市民安全課、市政情報コーナー、文
化センター、各地区公民館
※市公式ウェブサイトにも掲載。
■問市民安全課（緯〈７１〉２２１９）

４月～９月に募集したコンテストに
多数の応募があり、審査の結果、各部
門賞がそれぞれ選ばれ、１１月２５日に堀
内公園で表彰式が行われました。
受賞者は次の皆さんです。〈敬称略〉

ガーデニング部門

エコネットあんじょう賞獅前田艶子
つや こ

美化部会長賞獅井上敏子 サルビア賞
とし こ

獅藤田綾子
あや こ

みどりのカーテン部門
エコネットあんじょう賞獅今井金子

かね こ

美化部会長賞獅福永勝 サルビア賞獅
まさる

柴崎廉平
れん ぺい

オープンガーデン部門
エコネットあんじょう賞獅鈴木市代

いち よ

美化部会長賞獅岩間ひろ美 サルビア
賞獅磯村光子

みつ こ

■問エコネットあんじょう（緯〈５５〉１３１５）、
公園緑地課（緯〈７１〉２２４４）

ガーデニング・みどりのカ
ーテン・オープンガーデン
コンテスト結果

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１日昌～１４日昇

■他アリーナ・トレーニングルームは通
常営業します
※２月６日捷・１３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

前前田さんの作前田さんの作品品
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県に提出された大規模小売店舗立地
法に係る届出書を縦覧します。
■時３月８日昌までの開庁時間
■内店舗名称獅（仮称）ドミー安城アンフ
ォーレ店 店舗所在獅安城南明治第
二土地区画整理事業地内用地 縦覧
内容獅大規模小売店舗の施設の配置
に関する事項等
■場■問県商業流通課（緯０５２〈９５４〉６３３８）、
市商工課（緯〈７１〉２２３５）

大規模小売店舗立地法に係
る届出書の縦覧

■問都市計画課（緯〈７１〉２２４３）
西三河都市計画生産緑地地区の変更
本紙９月１日号でお知らせした、生
産緑地地区について、平成２８年１２月２２
日付で変更しました。
西三河都市計画道路の変更
本紙９月１日号でお知らせした、３・
４・６２６号花園里線他１路線につい
て、平成２８年１２月２２日付で変更しました。

西三河都市計画の変更

■内勤務場所獅図書情報館（アンフォー
レ内） 業務内容獅図書の背ラベル
の貼替、書架整理、図書の移動等
雇用期間施２月９日～３月３１日（更
新の場合有） 勤務日時獅週５日午
前８時３０分～午後８時のうち７．５時
間（松掌抄含む） 賃金施時給９５０円、
通勤割増１日２００円 選考獅書類審
査、面接（１月２４日昇）
※社会保険、雇用保険有。
※応募者多数の場合は書類審査を１
次選考とする場合有。
■対普通自動車免許を有し、パソコンの
基本操作ができ、健康で本職務に熱
意を持ち取り組める人（図書館司書
資格、図書館勤務経験者は加点評価）

■定１０人程度
■申１月１３日晶までの午前９時～午後５
時（休館日を除く）に、申込書等必要
書類を持ち中央図書館（緯〈７６〉６１１１）
※応募書類は、同館・同館ホームペ
ージで配布。

図書情報館の臨時職員

■内任期施３月１日～平成３０年の協議会
開催前日（協議会は、年１回、６月
～９月の間に開催） 活動内容施協
議会、選挙時の街頭啓発活動、高校
での模擬投票授業への協力 選考施

面接（２月中旬予定） 謝礼施協議会
等への参加毎に２０００円のギフトカー
ド
■対１８歳以上３０歳未満（３月１日現在）
■定２人程度
■他応募書類、男女比、年齢、地域、在
期数及び他の審議会等の委員との兼
職状況等を考慮します。選考結果は、
応募者全員に通知し、委員の氏名は、
市公式ウェブサイト等で公表します
■申１月１６日捷～３０日捷午前９時～午後
５時（松掌を除く）に、所定の応募用
紙を持参か郵送（必着）・ファクス・
Ｅメールで選挙管理委員会（行政課
内／〒４４６－８５０１住所記載不要／胃

〈７６〉１１１２／senkyo@city.anjo.aichi.
jp／緯〈７１〉２２０８）
※応募書類は、同委員会・市公式ウ
ェブサイトで配布。

明るい選挙推進安城市協議
会公募委員

安城グルメガイドブックへ
の掲載店舗・広告掲載業者
市内の飲食店等を一冊にまとめた安
城グルメガイドブックを作成するため、
掲載を希望する店舗、広告掲載する業
者を募集します。
■申１月３１日昇までに、所定の申込用紙
を郵送（消印有効）かファクスで株式
会社エムアイシーグループ 安城グ
ルメガイド編集室（〒４４５－０８１１西尾
市道光寺町東縄６５／胃０５６３〈５６〉５１６６
／緯０５６３〈５６〉５１１１）、安城市観光協会
事務局（商工課内／〒４４６－８５０１住所
記載不要／胃〈７６〉００６６／緯〈７１〉２２３５）
※安城市観光協会ウェブサイト入力
フォームからも申込可。

グルメガイドブック掲載店
■対市内で営業する飲食店 例：和食・
洋食・中華・レストラン・焼肉・居
酒屋・スナック・バー・喫茶・和洋
菓子・弁当・惣菜等

■内冊子サイズ獅縦２１尺×横１２．５尺
掲載サイズ

▲

クーポン掲載協力店獅

１ページ クーポン掲載協力店以外
獅２分の１ページ
■￥５０００円（税込）
広告掲載
■対市内業者優先
■内■￥裏表紙４分の３ページ獅３５００００円

中面空きページの１ページ獅１６００００
円 同２分の１ページ獅９００００円
同４分の１ページ獅５００００円 他

■内業務内容獅住民票、戸籍、印鑑登録、
各種税証明等の受付交付 雇用期間
施２月１日～３月３１日（更新の場合
有） 勤務日時獅週３・４日捷～晶

午前９時～午後５時（抄を除く） 賃
金施時給９３０円、通勤割増１日２００円
選考獅面接
■対パソコンへの入力ができる人、かつ、
雇用期間更新の場合６月１日からア
ンフォーレ内証明・旅券窓口センタ
ーで松掌抄を含む週３・４日勤務で
きる人

■定１人
■申１月５日昭～１３日晶午前８時３０分～
午後５時１５分（松掌抄を除く）に、顔
写真付の履歴書を持ち市民課（緯〈７１〉
２２２１）

市民課の臨時職員

■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・受講料等 ■持持ち物 ■他その他

１月１０日は「１１０番の日」
事件や事故の解決の鍵は、警察への
素早い１１０番通報です。
電話は警察本部通信司令室へつなが
り、警察官が内容を順に聞きますので、
ただ答えるだけです。
事件・事故に「遭った」「見た」場合は、

「すぐに１１０番！」
あなたの電話が、大きな事件を未然
に防ぐことになるかもしれません。
（主な確認事項）
○いつ・どこで・何があったのか・被
害状況・犯人はどうしたのか
○あなたの住所・氏名・電話番号
事件や事故は１１０番、問い合わせ・

相談は＃９１１０へ。
相談専用電話番号獅緯＃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）



（ ）内は前月比

〈平成28年12月1日現在〉
総 人 口
男 性
女 性

世 帯 数

186,825人（＋13）
95,873人（＋ 4）
90,952人（＋ 9）

73,215世帯（－11）

火 災
救 急

（年間累計／前年対比）

刑 法 犯
交通事故
負 傷 者
死 者

198件（1,484件／－105）
522件（5,603件／－ 56）
107人（1,108人／－ 32）
0人（ 3人／－ 2）

人口・世帯

11月の火災・救急

11月の犯罪・事故

4件（うち建物 4件）
672件（うち急病458件）

餓広報あんじょう 2017.1.1

■申申込方法等 ■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。

広報あんじょう広告掲載者
■内発行部数獅約７２０００部 広告掲載位
置・仕様獅本紙毎月１日号の裏表紙
下半分、フルカラー（約縦１３１勺×
横１８９勺、広告の右上部に広告であ
ることを示すロゴを表示）
■対市税・料金の滞納がない事業者又は
広告代理店等
■定募集契約数獅２契約（４月～６月の
各１日号の計３回分を１契約とし、
同時に７月～９月の１契約も募集）

■￥広告掲載料獅１契約６０万円（消費税
等含む）
※申込者複数の場合は、抽選で決定。

■他４月～６月に掲載する広告主は７月
～９月は広告掲載できません。この
ほかにも制約があります。詳しくは
募集要項で確認してください
■申１月１６日捷～３１日昇午前８時３０分～
午後５時１５分（松掌を除く）に、申込
書と会社概要（パンフレット等）を持
参か郵送（必着）で秘書課広報広聴係
（〒４４６－８５０１住所記載不要／緯〈７１〉
２２０２）
※募集要項・申込書は同課・市公式
ウェブサイトで配布。

愛知建連技能専門校訓練生
■内訓練期間施５月～平成３０年３月の松

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）
■対事業所に職業訓練指導員が在籍し、
訓練科に該当する職種に従事してい
る３０歳以下
※事業主は会員になる必要がありま
す。
■他費用等詳細は問い合わせてください
■申３月３１日晶までに、願書を事業所経
由で愛知建連技能専門校（碧南市も
のづくりセンター内／碧南市汐田町
／緯〈４１〉４５２３）
※願書は同校で配布。
■問市商工課（緯〈７１〉２２３５）

■内訓練期間施４月７日～平成３０年３月
１５日 募集科施造園施工科、造園管
理科 選考施適性検査、面接（３月
３日晶）
■対造園業への就職・転職を希望する人
■定各３０人
■￥３００００円程度（教科書、作業服代等）
■申１月６日晶～２月１７日晶に入校願書
を県立岡崎高等技術専門校（緯０５６４
〈５１〉０７７５）、同校造園科（豊田市西中
山町／緯０５６５〈７６〉１４２４）、又は居住地
を管轄する公共職業安定所に提出
※詳細は同校ホームページ参照。

県立岡崎高等技術専門校
造園科職業訓練生

■内訓練期間施４月７日～平成３０年３月
１５日 募集科施陰電気工事科 ②住
宅総合科 選考施適性検査、面接
（３月３日晶）
■対職業を転換しようとする人
■定陰施２０人 ②施３０人
■￥教科書、作業服代等
■申１月６日晶～２月１７日晶に入校願書
を居住地を管轄する公共職業安定所
に提出
■問県立高浜高等技術専門校（緯〈５３〉００
３１）
※詳細は問い合わせて下さい。

県立高浜高等技術専門校
職業訓練生

市保健センターでは栄養・食事指導
業務に従事する臨時管理栄養士を募集
します。
■内職種獅管理栄養士 職務内容獅成人
保健事業の教室等における栄養・食
事指導、食事相談、ヘルスメイト養
成・育成事務 雇用期間施２月１日
～３月３１日（更新の場合有） 勤務日
時獅週３日程度捷～晶午前８時３０分
～午後５時の間で６時間程度（松掌

勤務の場合有） 賃金獅時給１４４０円、
通勤割増１日２００円 選考獅面接（１
月２０日晶）
■定１人
■申１月４日昌～１７日昇午前８時３０分～
午後５時１５分（松掌抄を除く）に、顔
写真付の履歴書と管理栄養士免許証
（原本）を持ち市保健センター（緯〈７６〉
１１３３）

■時入校時期施４月７日 訓練期間施１
年間

■内募集科施陰ITスキル科 ②OAビジ
ネス科 ③CAD設計科 ④デザイ
ン科 ⑤総合実務科 選考

▲

陰～④
施学科（一般教養）及び面接 ⑤施適
正試験、運動機能試験及び面接
■対陰～④施障害者で、次の要件を全て
満たす人
・就職意欲があり、技能を身に付け
職業的自立を望んでいる

・症状が安定している
・訓練及び集団生活に支障がないと
認められる

⑤施知的障害者で、次の要件を全て
満たす人
・療育手帳等を所持している、又は
判定機関で判定を受けている

・就職意欲があり、技能を身に付け
職業的自立を望んでいる

・訓練及び集団生活に支障がないと
認められる

・自立通校が可能
・訓練の受講に際し、保護者等の理
解と協力が得られる

■定陰施２０人 ②～④施各３０人 ⑤施１５人
■￥受験料、入校料及び授業料は無料。
ただし、教科書代・食費は実費
■他身体に障害があって通校が困難な人
は、一定の要件を満たすことにより、
寄宿舎を利用することができます。
寄宿舎の使用料は無料
■申１月４日昌～２月１７日晶に入校願書
と健康診断書を、居住地を管轄する
公共職業安定所に提出
※詳細は問い合わせて下さい。
■問■場愛知障害者職業能力開発校（豊川
市一宮町／緯０５３３〈９３〉２１０２）

愛知障害者職業能力開発校
訓練生

市保健センターの臨時職員
（管理栄養士）

■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・受講料等 ■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

※申込や問い合わせは、日本語でお
願いします。

※Inscriçõeseinformaçõessomente
emjaponês

※Applicationsandinquirieswillbein
Japanese.


