
節分おめんづくり
■時２月４日松午前１０時～１１時３０分
■対４歳以上（小学１年生以下は保護者
同伴）
■定１０人（先着順）
■￥１００円
こどもぐるぐるゼミナール
チョコレートのお菓子作りと環境学
習で、ウーさまとバレンタインを楽し
みます。
■時２月５日掌午前１０時～１１時３０分
■講環境アドバイザー クロメダカチー
ム
■対４歳以上の子とその保護者
■定２０人（先着順）
■￥１００円
■持エプロン、三角巾、ふきん、皿
■他参加者には、環境学習テキスト「ぐ
るぐるゼミナール」を１人１冊進呈
おこしもんづくり
■時２月１１日抄午前１０時～１１時３０分
■内伝統のひなまつりお菓子を作ります
■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２０人（先着順）
■￥２００円
■持エプロン、三
角巾、ふきん、
箸、持ち帰り
用容器
環境団体・個人交流会
日ごろの環境活動を報告し合い、交
流を深めます。
■時２月１２日掌午後１時３０分～２時５０分
（受付は午後１時から）
■内活動発表会、懇親会、お楽しみ抽選会
■定４０人（当日先着順）

共通事項
■申１月２１日松～各講座開催日３日前
（昌の場合はその前日）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、直接か電話・ファクスで環
境学習センターエコきち（☎・胃〈７６〉
７１４８）
※環境団体・個人交流会は申込不要。
※受付初日は、１家族１講座のみ。

環境学習センター「エコき
ち」の講座

７５人から１５９作品の応募がありました。入賞者は次の皆さん。 〈敬称略〉
●１位 「暴力に負けない勇気と地域の輪」鈴木久美子（安城町在住）

く み こ

●２位 「暴力をみんなでなくす地域の輪」石原琢也（古井町在住）
たく や

「暴力を なくして住みよい 安城に」田島賢治（市内在勤）
けん じ

●３位 「暴力に負けるな怯むな地域の輪」三谷尊奉（市内在勤）
みつぎ

「声あげて 地域で排除 暴力団」安藤直幸（昭和町在住）
なお ゆき

「そのしつけ 愛情ですか 暴力ですか」羽生美保子（市内在勤）
は ぶ み ほ こ

■問市民安全課（緯〈７１〉２２１９）
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プラネタリウム２月の生解
説
■時４日松・５日掌・１１日抄・１２日掌・
１８日松・１９日掌・２５日松・２６日掌

①午後１時３０分 ②午後３時
※２６日は午後１時３０分のみ。

■内①獅全編生解説「憧れの南十字星～
南国の星空めぐり～」 ②獅生解説
「２月の星空めぐり」、通常投映
■￥５０円（団体４０円、中学生以下無料）
■場■問文化センター（緯〈７６〉１５１５）

２月の土器づくり教室
■時１日昌～３日晶・７日昇～１０日晶・
１４日昇～１７日晶・２１日昇～２４日晶・
２８日昇午後１時から（受付は午後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１～３年生は保護
者同伴）

■場■問埋蔵文化財センター（緯〈７７〉４４９０）

■時１月３１日昇、２月１日昌午前９時３０
分～正午

■場安祥閣
■内■￥ニット帽子を作ります。編み物に
慣れている人は１回のみの参加も可
受講料獅１５００円（１回のみは１０００円）

■講中嶋雅子氏
まさ こ

■対女性
■持玉付棒針（４本）の１４号若しくは１５号
又は輪針（貸出も可。申込時に要申出）
■申１月２４日昇～２８日松午前９時～午後
４時に、住所・氏名・電話番号・参
加人数を直接か電話で安祥閣（緯〈７４〉
３３３３）

簡単！誰にでも編める
おしゃれなニット帽子作り

碧海信用金庫本店前会場（御幸本町）
■時１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
イスに加え、午前１０時３０分から食育
紙芝居を上演

■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２８日松午前１０時～午後３時
■内今月のイベント獅安城市周辺のご当
地グループによるライブ 通常イベ
ント獅子どもの遊び場（昔懐かしい
手作りおもちゃが登場）、地元産野菜・
特産物・ハンドクラフトグッズ等の
販売、きーぼーショップミニ、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

■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
■内各会場で買い物をした人に、当日か
ら次回のホコ天きーぼー市開催日ま
で利用できる乗車券を２枚進呈
■問都市計画課（緯〈７１〉２２４３）

今月のホコ天きーぼー市

■時２月１０日晶・１７日晶午後２時～４時
（全２回）
■場歴史博物館
■内１０日に学芸員から歴史博物館内常設
展の解説を日本語で聞き、１７日に実
践として、英語で通訳を練習します
■対英検準１級又はTOEIC７５０以上の英
語力がある大学生以上（通訳経験者
歓迎）

■定２０人（先着順）
■申１月２３日捷午前８時３０分から、直接
か電話で市国際交流協会（緯〈７１〉２２
６０）

通訳ボランティア講座

■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。

文化財防火訓練
１月２６日の「文化財防火デー」にあわ
せて実施します。
■時１月２８日松午前９時～１０時（小雨決
行）
■場東端八剱神社（東端町）

はっ けん

■内初期消火（バケツリレー・消火器）訓
練、放水消火訓練
■他訓練会場に駐車場はありません。徒
歩・自転車等でお越しください

■問文化振興課（緯〈７７〉４４７７）

太巻きの切り口から、いろいろな絵
柄が現れる飾り巻き寿司。基本の巻き
方から季節物を中心に、オリジナルデ
ザインを毎回２絵柄ずつ学べます。
■時２月１３日捷、３月１３日捷、４月１０日
捷午前１０時～正午（全３回）

■講城殿ミキ氏（ＪＳＩＡ認定飾り巻き寿司
き どの

マイスターインストラクター）
■定２０人（定員を超えた場合は抽選）
■￥６０００円（別途材料費１回１５００円、入
園料必要）
■申２月３日晶までの午前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）

デンパーククラブハウス
「飾り巻き寿司教室」

「流域は運命共同体」というテーマを
具現化するための方策を考えます。
■時１月２５日昌午後１時３０分～４時
■場昭林公民館
■内■講基調講演講師獅加藤博俊氏（環境

ひろ とし

省自然観察員） パネラー獅大久保
憲一氏（根羽村村長）、鳥居
けん いち

保氏（安城
たもつ

市町内会長連絡協議会会長）、尾崎留
とめ

吉氏（漁師、海保友の会会員）、石川
きち

正男氏（JAあいち中央営農部会長）、
まさ お

大嶋和則氏（ふれあい田んぼアート
かず のり

実行委員長）、須佐卓央氏（グリーン
たか お

ツーリズムの会会長） コーディネ
ーター獅飯尾歩氏（中日新聞社論説

あゆみ

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

矢作川水源の森トラストプ
ロジェクト「フォーラム２０１７」

戸田提山生誕百年記念展ワー
クショップ「大字書の創作」
■時２月２５日松午後２時～３時３０分
■場市民ギャラリー
■内講師のアドバイスを受けながら、自
分の名前や好きな文字等を７０尺×７０
尺の画仙紙に創作します
■講井野吟紅氏

ぎん こう

■対１５歳以上（中学生を除く）
■定１５人（定員を超えた場合は抽選）
■￥５００円
■申１月３１日昇までに、「ワークショップ
大字書の創作」申込と明記し、参加
者全員の氏名・ふりがな・住所・電
話番号をはがきかファクスで市民
ギャラリー（〒４４６－００２６安城町城堀
３０／胃〈７７〉４４９１／緯〈７７〉６８５３）
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聴覚障害者の社会活動への参加を保
障するため、専門性をもった要約筆記
者を養成する講座です。
■時４月１２日昌～平成３０年１月２４日昌で
全２０回、いずれも昌

■場ウィルあいち（名古屋市東区）、あい
ち聴覚障害者センター（名古屋市中
区）
■定①手書きコース獅２０人 ②パソコン
コース獅２０人 いずれも選考あり
■対県内に在住又は在勤の２０～６０歳
■￥１２０００円（別途テキスト代３４００円必要）
■申２月１５日昌までに、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

０５２〈２２８〉６６６０）
※受講申込書はNPO法人愛知県難
聴・中途失聴者協会ウェブサイトで
配布。

■問障害福祉課（緯〈７１〉２２２５）

県要約筆記者養成講習会

丈山苑石川丈山勉強会
■時２月５日掌午後１時３０分～３時
■内石川丈山が生きた時代を学びます
■￥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）

■問歴史博物館（緯〈７７〉６６５５）
歴博講座「徳川家康と本多正信・正純
父子」
■時１月２９日掌午後２時
■講三島一信氏（本館学芸員）

かず のぶ

姫きものをつくろう
■時２月１９日掌午後１時３０分～３時３０分
■内いらなくなった着物や古い着物をリ
メイクして、
ミニチュアの
着物「姫きも
の」をつくり
ます
■講榊原清美氏

きよ み

■定１５人（先着順）
■￥１０００円
■申１月２０日晶午前９時から、電話で歴
史博物館

歴史博物館の催し

■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



農業委員会委員・農地利用
最適化推進委員の候補者
農業委員会等に関する法律の一部改
正により、農業委員会委員の選出方法
が市長の任命制に変わりました。
また、農業委員会が委嘱する農地利
用最適化推進委員を新たに設置するこ
ととなりました。
これに伴い、農業委員会委員及び農
地利用最適化推進委員の候補者を募集
します。
■内任期獅７月２０日～平成３２年７月１９日
■定農業委員会委員獅１４人 農地利用最
適化推進委員獅２８人

■他詳細は推薦・募集要領にて確認して
ください
■申１月１６日捷～２月１５日昌午前８時３０
分～午後５時１５分（松掌抄を除く）に、
推薦書又は応募届出書を持参か郵送
（必着）で農業委員会事務局（農務課
内／〒４４６－８５０１住所記載不要／緯

〈７１〉２２３４）
※推薦・募集要領、届出書等は、農
業委員会事務局・市公式ウェブサイ
トで配布。

■内選抜日 ▼①新入学前期選抜獅２月２６
日掌 ②新入学後期選抜獅３月２９日
昌 ③転編入学獅３月２０日抄 選抜
方法諮①②獅書類審査、作文、面接
③獅書類審査、学力検査、面接
■対①②獅中学校を卒業又は３月卒業見
込みの人、中学校卒業と同等以上の
学力がある人 ③獅高等学校で一部
単位を修得した人
■定２４０人程度
■申次の期間の午前９時～午後４時に、
入学願書等を持って刈谷東高等学校
（刈谷市半城土町／緯〈２１〉３３４９）
①獅２月１７日晶～２０日捷 ②獅３月
２２日昌～２８日昇（２５日松・２６日掌を
除く） ③獅３月４日松～８日昌（５
日掌を除く）
※詳しくは問い合わせてください。

平成２９年度県立刈谷東高等
学校通信制課程生徒
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■問堀内公園（緯〈９９〉５９４７）
遊具に乗ってわたがしプレゼント
■時１月２８日松・２９日掌午前９時～午後
３時
■対■内指定遊具を利用した小学生以下に
わたがしを進呈 指定遊具諮２８日獅

メルヘン号（汽車）２９日獅観覧車
■定各３００人（当日先着順）
シャボン玉で遊ぼう
■時２月４日松午前９時～午後３時
※材料がなくなり次第終了。雨天の
場合は５日掌に順延。
シャボン玉の中に入ろう
■時２月４日松午前１０時、午後２時３０分
※雨天の場合は５日掌に順延。
■対小学生以下
■定各５０人（当日先着順）
■持汚れても良い服装

ノルディックウォーキング＆棒ビクス
体験会
■時２月１１日抄・２０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２０日晶から各開催日前日までの
午前９時～午後４時３０分（休園日を
除く）に、直接か電話で堀内公園

堀内公園の催し

行政改革審議会委員・指定
管理者選定委員会委員
行政改革審議会委員
■内職務内容獅行政改革の推進及び品質
マネジメントシステムの運用状況等
に関することの審議 会議回数獅平
日の昼間に年１・２回程度
■定３人程度
■他作文テーマ獅応募動機と安城市の行
政改革についての私の考え
指定管理者選定委員会委員
■内職務内容獅公の施設を管理する指定
管理者の候補者選定や指定管理者の
管理業務の評価 会議回数獅平日の
昼間に年５回程度
■定２人程度
■他作文テーマ獅応募動機と公の施設の
管理運営について期待すること
共通事項
■内任期獅４月～平成３１年３月 選考獅

書類審査、面接（面接は書類審査通
過者のみ）
■対平成２９年４月１日現在、１８歳以上で
市内在住・在勤・在学の人又は主に
市内で活動する市民活動団体・ボラ
ンティア団体等に所属する人
■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、応募
用紙と各テーマによる８００字以内の
作文を持参か郵送（必着）・ファクス・
Eメールで経営管理課（〒４４６－８５０１
住所記載不要／胃〈７６〉１１１２／keiei@
city.anjo.aichi.jp／緯〈７１〉２２０５）
※応募用紙は同課・市公式ウェブサ
イトで配布。

■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。

県消費生活モニター
■内任期獅４月～平成３０年３月末 謝礼
獅年額１５００円以内（予定）
■申１月１６日捷～２月１７日晶（閉庁日を
除く）に、応募用紙を持って県県民
生活課（名古屋市中区／〒４６０－８５０１
住所記載不要／緯０５２〈９５４〉６１６３）又
は、西三河県民相談室（岡崎市明大
寺本町／緯０５６４〈２７〉０８００）
※県県民生活課は郵送（消印有効）で
も受付可。県公式ウェブサイトから
も申込できます。
※応募用紙は西三河県民相談室・市
商工課で配布。

■問市商工課（緯〈７１〉２２３５）

■内職務開始日獅２月１日（要相談） 職
務時間獅捷～晶午前７時３０分～８時
３０分又は捷～晶午後４時～６時（兼
務も可） 勤務場所獅市立保育園
賃金諮延長パート保育士獅時給１３３０
円 保育アシスタント獅時給１０００円
いずれも通勤割増１日２００円 選考
獅面接（申込時又は指定日）

■申１月１６日捷～３１日昇午前８時３０分～
午後５時（松掌を除く）に、顔写真付
きの履歴書と延長パート保育士は保
育士証を持って子ども課（緯〈７１〉２２
２８）

保育園臨時職員

２月２日昭は中央図書館の
電話が一時不通になります
２月２日は図書館事務室の移転作業
のため、一時的に以下の電話・ファク
スがつながらないことがあります。少
し時間をおいてから掛け直してくださ
い。
対象の電話番号獅中央図書館代表（緯

〈７６〉６１１１） 同館まちなか連携係（緯〈７６〉
１４００） 同館ファクス（胃〈７７〉６０６６）
■問中央図書館（緯〈７６〉６１１１）

タイル等の外装を改修するため、１
月２０日晶から３月末（予定）まで工事を
実施します。期間中はデッキ上部と車
道ロータリーの交通規制及びデッキ下
駐車場の利用を制限します。ご理解ご
協力をお願いします。
■問維持管理課（緯〈７１〉２２３７）

ＪＲ安城駅前デッキを改修
します

矢作川処理区における整備予定区域
の一部追加等に伴う、事業計画変更案
を縦覧します。
■時１月１９日昭～２月２日昭午前８時３０
分～午後５時１５分（松掌を除く）
■内下水道（汚水）の整備予定区域に次の
区域を追加します 追加区域獅箕輪
町の東山及び権現の各一部、福釜町
の矢場・鴻ノ巣・中根・蓬野・西天・
宮添・釜ヶ渕・蔵前・里添・清水・
野中・馬場・細池及び荒子の各一部、
安城町の城堀・道上及び天草の各一
部、桜井町の宮下及び中狭間の各一
部
■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■問下水道建設課（緯〈７１〉２２４８）

公共下水道の事業計画変更
案を縦覧県内の特定の産業（７業種）に適用さ

れる特定最低賃金が、平成２８年１２月１６
日から下表のとおり改正されました。

※愛知県最低賃金は時間額８４５円。（平
成２８年１０月１日発効）
■他詳細は愛知労働局ウェブサイトに掲
載しています

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

県特定最低賃金の改正

時間額業種
９２６円鉄鋼業
８９６円はん用機械器具製造業
８５６円精密機械器具製造業
８６７円電気機械器具製造業
９０４円輸送用機械器具製造業
８４７円各種商品小売業
８８８円自動車（新車）小売業

市民ギャラリー展示室の利
用予約を受付

３室以上又は３階全室を４日間以上
利用する場合は、優先予約を受け付け
ます。その他の利用は通常予約として
受け付けます。
■内利用日獅平成３０年３月２７日昇～９月
３０日掌

※平成３０年３月２５日掌までの予約は
随時受け付けています。

■申優先予約施１月２５日昌～３１日昇午前
９時～午後５時（３０日捷を除く） 通
常予約施２月１日昌～１０日晶午前９
時～午後５時（６日捷を除く）に、そ
れぞれ直接市民ギャラリー（緯〈７７〉
６８５３）
※電話申込は不可。
※希望日が重なった場合は抽選。

１１月分／受付順／敬称略
市社会福祉協議会善意銀行
愛知県経済農業協同組合連合会西三河
地域担当部、ふれあいダンス、太田勉、
竹内孝税理士事務所、桜井福祉センタ
ー利用者、中村富士子、日本モウルド
工業株式会社、匿名
市役所関係
株式会社豊田自動織機、サンエイ株式
会社、市民交流センターまつり来場者
他（募金箱）

福祉への善意・寄付

６月オープンの図書情報館に設置す
る雑誌につけるカバー（表面と裏面）及
び雑誌を置く棚に広告を掲載する事業
者を募集します。
■内広告掲載期間獅６月から平成３０年３
月までに発行される雑誌 広告掲載
雑誌獅図書館が提示する雑誌リスト
等から選定（掲載希望が重複した場
合は抽選） スポンサー料獅広告掲
載を希望する期間の雑誌購入代金
※詳しくは中央図書館ウェブサイト
で確認してください。
■対企業・商店・団体・個人事業主
■申２月１日昌～２８日昇午前９時～午後
５時に、持参か郵送（必着）で申込書・
広告図案・会社概要等を図書情報館
（〒４４６－００３２御幸本町１２－１）
※申込書等は中央図書館ウェブサイ
トで配布。

■問中央図書館（緯〈７６〉６１１１）

図書情報館雑誌スポンサー

■内勤務開始日獅４月１日 勤務日時獅

週３日程度の午後４時３０分～９時３０
分 賃金獅時給８５０円、通勤割増１
日２００円 選考獅面接（２月１４日昇）

■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
■申１月１７日昇～３１日昇午前９時～午後
５時（捷を除く）に、写真付きの履歴
書を持って文化センター（緯〈７６〉１５
１５）

雅 広報あんじょう 2017.1.15

■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

東部公民館夜間管理臨時職
員


