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■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。

参加費定員対象時間期間曜日教室名

３２００円３０人女性午後１時３０分～３時Ａ木ストレッチヨガ

体
育
館
ス
ポ
ー
ツ
ス
ク
ー
ル

３８００円３０人女性（初心者）午前１０時～正午Ｂ木ソフトテニス

２６００円３０人一般午後１時～３時Ａ火エンジョイエクササイズ

３８００円２５人一般（初心者）午前１０時３０分～正午Ａ火エアロビクス

３２００円３０人６０歳以上午後１時３０分～３時Ａ火シルバースクール

２９００円４５人一般午後３時～４時３０分Ａ火太極拳

５０００円２０組２歳～未就園児とその親午前１０時～１１時３０分Ｂ木ふれあい親子スクール

５０００円４０組１歳６カ月～未就園児と
その親午前１０時～１１時３０分Ａ金親子からだあそびとママエアロ

２６００円１２０人小学４～６年生午前９時３０分～１１時３０分Ａ土陸上

体
育
協
会
ス
ポ
ー
ツ
教
室

３６００円５０人小学３～６年生午前１０時～正午Ａ土ジュニアソフトテニス

２６００円７５人小学４～６年生午後７時～９時Ｂ水バスケットボール

４２００円３０人小学４～６年生午後６時～８時Ａ木バレーボール

３３００円３５人小学４～中学３年生午後５時～７時Ａ土バドミントン松

３９００円４０人女性午前１０時～正午Ｂ水バドミントン昌

３６００円２０人女性（初心者）午前１０時～正午Ａ木インディアカ

５０００円２０人１８歳以上午後７時３０分～９時Ｂ金硬式テニス（初級）

５０００円２０人１８歳以上午後７時３０分～９時Ｂ金硬式テニス（中級）

※期間のＡは４～７月、Ｂは４～６月。
※中学生以下は年間８００円のスポーツ保険料が別途必要。高校生以上は保険料含む。
※定員に達しないスクール・教室は、２月２４日晶午前９時から再受付。（先着順）

■時■内■対■定■￥下表のとおり
※いずれも市内在住・在勤・在学の人に限る。定員を超えた場合は抽選。
※６月からの体育館改修のため、卓球・柔道・アーチェリー・弓道等は開
催しません。

■申２月３日晶～１６日昭午前９時～午後５時（休館日を除く）に、来館するか郵
送（消印有効）で市体育館（〒４４６－００６１新田町新定山４１－８）
※郵送の場合は、住所・氏名・電話番号・スクールあるいは教室名を記入
したものと、８２円切手を貼った返信用封筒を、「スポーツスクール・教室申
込」と明記した封筒に入れ、同館へ送付してください。

■問市体育館（緯〈７５〉３５３５）

ひらめの「親子ふれあい
コンサート」
■時２月１８日松午前１１時１５分（開場１１時）
■内ピアノや音楽クイズで家族そろって
楽しめます 出演獅平松八江子（お

や え こ

しゃべりピアニスト・ひらめ先生）
■定１５９人（当日先着順）
■場■問昭林公民館（緯〈７７〉６６８８）

■時２月１９日掌午後１時（開場は午後０
時３０分）
■内出演施微笑亭さん太、川の家河太朗、

ほほえみ てい た かわ や が た ろ

夢ノ家くっか、お好味家喜楽、香恋
ゆめ や この み や き らく か れん

の小梅
こ うめ

■定１５９人（当日先着順）
■場■問昭林公民館（緯〈７７〉６６８８）

第１６回昭林落語会 第３６回安城市民大学（後期）
聴講券を文化センターで販売します。
■時販売日時施２月１日昌～１４日昇午前
１０時～午後５時（休館日を除く）
※販売枚数２００枚（先着順）。
■内■講３月５日掌獅養老孟司氏（東京大

たけ し

学名誉教授）／学ぶことの楽しさ～
自然と文化を愛する心～ ３月１２日
掌獅南雲吉則氏（医学博士）／錆びな

よし のり

い生き方～家族で考えよう「食」と
「命」～（全２回） いずれも午後１時
３０分～３時。講演会場は市民会館
■￥１０００円（２講座分）
■問文化センター（緯〈７６〉１５１５）

体育館スポーツスクール・体育協会スポーツ教室（１期）

親親子からだあそびとママエア親子からだあそびとママエアロロ
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妊娠中の生活や育児について体験を
通して学ぶ教室です。
■時３月１１日松（特に記載のないものは
午前９時２０分～正午。受付は午前１１
時まで）

■場市保健センター仮設健診室（同セン
ター西側の駐車場）
■対妊婦、家族、その支援者
※市外在住者は市内在住（住民登録
のある）者と一緒に参加してください。

■申要予約のものは２月２０日捷～３月３
日晶午前８時３０分～午後５時１５分
（松掌抄を除く）に、来所するか電話・
ファクスで市保健センター（緯〈７６〉
１１３３／胃〈７７〉１１０３）
赤ちゃん体操と交流コーナー（要予約）
■時午前９時２０分・１０時２０分・１１時２０分
■内赤ちゃん体操を通じて接し方や触れ
合い方を学び、赤ちゃんのお父さん・
お母さんから、妊娠・出産・育児の
体験談を聞き、交流します（約４０分）
■他高校生が命の大切さを学ぶ機会とし
て参加します
■定各８組（先着順）
絵本読み聞かせコーナー（要予約）
■時午前９時３０分・１０時１０分・１０時５０分・
１１時３０分
■内赤ちゃんは絵本が大好きです。妊娠
中からお父さん・お母さんの温かい
声で絵本を読んであげましょう。読
み聞かせの実演、赤ちゃん向き絵本
の紹介をします（約２０分）
■定各１０組（先着順）
抱っこ体験コーナー
■内赤ちゃん人形を使って、抱っこの体
験（約１０分）
妊婦疑似体験コーナー
■内夫や家族が妊婦体験ジャケットを着
用し、日常生活の様々な動作を体験
（約１０分）
赤ちゃんのおもちゃづくりコーナー
■内身近な材料を使い、赤ちゃんが喜ぶ
おもちゃ作りを体験（約１５分）
展示コーナー
■内栄養バランスのとれた食事、歯の豆
知識、知っておくとあわてない家族
風呂デビューのポイント等の展示や
DVD上映（事故予防、お母さんと赤
ちゃんの絆を深める内容）

パパママ教室たいけん編

歴史博物館の催し
■問歴史博物館（緯〈７７〉６６５５）
ボランティアによる常設展ガイド
■時２月４日松・２５日松午前１０時～正午、
午後１時～３時

■￥観覧料獅２００円（中学生以下無料）
本多正信があこがれた利休の茶
特別展「安城ゆかりの大名 家康の名

参謀 本多正信」の開催にあわせ、お茶
とお菓子を提供。茶道具も展示します。
■時２月１１日抄・１２日掌午前１０時～午後
３時

■講亭主獅植村千夏子氏（茶道家）
ち か こ

■￥１０００円（特別展観覧券付、中学生以
下７００円）

デンパーク クラブハウス
の体験教室
■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２月５日掌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）

デンパークでお散歩フォト
■時３月８日昌・２２日昌午前１０時３０分～
正午（全２回）
■講岡本由樹子氏

ゆ き こ

■定２０人（先着順）
■￥２３００円
■申申込締切日獅３月１日昌

寄せ植え講座
■時３月１０日晶午前１０時～正午
■内早春の花を使った寄せ植えを作りま
す

■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
■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２月２４日晶

フォトマスターEXによる写真講座
■時３月１０日晶・２４日晶午前１０時～正午
（全２回）
■内テーマ獅形ではなく私の気持ち
■講鶴田郁夫氏（フォトマスターEX）

いく お

■定２０人（先着順）
■￥２３００円
■申申込締切日獅３月３日晶

■時２月２１日昇午後１時～３時
■場勤労福祉会館
■講油谷浩樹氏（ソフトバンク叙人材支

ゆ たに ひろ き

援部）
■定２０人（先着順）
■￥９００円
■持筆記用具（iPhoneは貸し出します）
■申２月６日捷午前９時から電話で勤労
福祉会館（緯〈７６〉２９０２）

iPhone体験講座

■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

■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日掌午前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日掌午前９時から（捷を除く）
電話で同センター
※同センターホームページ内申込
フォームからも申込できます。
野鳥観察会Ⅳ
■時３月１２日掌午前９時３０分～１１時３０分
■場集合・受付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

粗大ごみの中から、再利用可能な家
具等を補修・再生し、入札販売します。
■時２月１２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

第１１回デンパークフォトコ
ンテスト優秀作品展
■時２月１５日昌～２７日捷

■内フォトコンテストの入賞・入選作品
（園内の花々、風景、イベントを楽
しむ人々の表情等）を展示

■￥入園料
■場■問デンパーク（緯〈９２〉７１１１）
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■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日昇午前１０時
■内■対プール又はトレーニングルームを
利用した男性にチョコレートを進呈
■定１００人（当日先着順）
ジャンケン大会
■時２月１９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

■申２月５日掌から開催日前日までの午
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）
親子水泳教室（４～６歳）
■時３月４日松・１１日松・１８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）
大人の筋トレ教室
■時３月８日昌・１５日昌・２２日昌・２９日
昌午後１時３０分～２時３０分（全４回）

■内自宅でできる筋力トレーニングを指
導

■対１８歳以上で運動制限のない人
■定２０人（先着順）
■￥施設使用料
■持運動のできる服装、室内シューズ、
タオル、飲み物（ペットボトル）

ノルディックウォーキング教室
■時３月９日昭・１６日昭午前１０時３０分～
１１時３０分（全２回）
※雨天中止。（小雨決行。予備日３月
２３日昭）
■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人程度（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）

市スポーツセンターの教室

■時２月２６日掌午後１時～４時
■内市民活動やボランティア活動を実践
している市民・市民活動団体・地域
団体・企業・行政等が交流し、互い
の活動内容を知ることで、活動がさ
らに発展します。体験、物品販売、
おもてなしだけでなく、ビンゴゲー
ムやスタンプラリー等もあり、子ど
もから大人まで楽しめる交流会です
■場■問市民交流センター（緯〈７１〉０６０１）

市民活動交流会２０１７in安城

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２月１７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７日昇

日々の疲労をためないための健康お灸
■時２月２３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２月８日昌

油ヶ淵流域の環境を考える
集い
■時２月１１日抄午前９時３０分～正午
■場明祥プラザ
■内各団体が実施した油ヶ淵水質浄化の
取組を報告 発表団体獅丈山小学校、
明和小学校、叙合同工業
■問エコネットあんじょう（緯〈５５〉１３１５）、
環境都市推進課（緯〈７１〉２２０６）

■場環境学習センターエコきち
■申２月４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。
※エコきち環境大学は申込不要。

食品ロスのない料理

■時２月１８日松午前１０時～１１時３０分
■内「使い切り」アイデアエコ料理体験
献立獅白菜のクリームシチュー他

■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）
■￥２００円
■持エプロン、三角巾、ふきん、はし、
持ち帰り容器

エコきち環境大学協働プロジェクト
報告会
市民が主体となって実施する環境の
ための協働プロジェクトの活動報告会
です。
■時２月１９日掌午後１時３０分～３時
■講市川博美氏

ひろ み

■対１８歳以上
■持筆記用具
アクリルたわしで川をきれいに
■時２月２６日掌午前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（なければ貸し出します）
■￥１００円

エコきちへ行こう

■時３月４日松午前９時３０分～正午
■場市民交流センター
■内額田産こんにゃく芋で作り、できた
てを味わいます。お持ち帰り用有

■対４歳以上（小学４年生以下保護者同伴）
■定３０人（定員を超えた場合は抽選）
※抽選の有無に関わらず、２月２０日
頃通知を発送。
■￥３００円
■持エプロン、三角巾、手ふき、長袖の服
■申２月１６日昭までの午前８時３０分～午
後５時１５分（松掌抄を除く）に、直接
か電話、又は「こんにゃく作り講座」
と件名に明記し、代表者の住所・氏
名・電話番号、参加者数を郵送（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）
※右下QRコードからも申込可。

■問グリーンそう・古居敬
けい

子さん（緯０８０〈５２９５〉７７
こ

８２）、農務課（緯〈７１〉２２
３３）
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障害者就労支援講演会
■時２月２１日昇午前１０時～１１時３０分
■場文化センター
■内■講就労のためのスキル（何を身につ
ければ就職への可能性が高まるか）
についてや、成功例・失敗例等 演
題獅スキルが導く明日のために…
講師獅近藤光徳氏（愛知障害者職業

みつ のり

能力開発校主任専門員）
■問障害福祉課（緯〈７１〉２２２５）

■時２月４日松、３月１１日松午前１０時～
１１時３０分
■場市民会館
■内自転車の安全利用のための講習、補
助金交付対象自転車の試乗

■持筆記用具（当日補助金の申請をする
場合は、必要書類一式・印鑑・通帳）
※必要書類は都市計画課・市公式ウ
ェブサイトで配布。
■他補助金の詳細は、本紙平成２８年４月
１日号又は市公式ウェブサイトで確
認できます

■申各開催日前日までの午前８時３０分～
午後５時１５分（松掌抄を除く）に、電
話で都市計画課（緯〈７１〉２２４３）

自転車安全利用講習会

■問堀内公園（緯〈９９〉５９４７）
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１２日掌午前９時（雨天中止）
■内有料遊具を利用した子どもにチョコ
レートを進呈
■対小学生以下
■定各３０人（当日先着順）
■￥有料遊具使用料
わたがし作り体験
■時２月１８日松・１９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。
作って遊ぼう「お雛（ひな）様を作ろう」
■時２月２５日松・２６日掌午前１０時～午後
３時
■定各５０人（当日先着順）

堀内公園の催し
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１５日昌～１９日掌午前９時～午後
５時（１９日は午後３時まで）
■内手工芸の伝統技術を堪能できます
詩吟大会
■時３月１８日松午後２時～３時
■定２０人（先着順）
※演目は１人１曲。尺八、カセット
デッキの用意有。

■申２月１０日晶午前９時から電話で丈山
苑

「子どもたちのすこやかな成長をめ
ざして｣をテーマに開催します。
■時２月１８日松午後２時～４時（受付は
午後１時３０分から）
■場文化センター
市青少年健全育成推進大会
■内健全でたくましい、他の模範となる
児童生徒や日ごろから地域で青少年
健全育成に尽力している人の顕彰を
行います

■問青少年の家（緯〈７６〉３４３２）
家庭教育講演会
■内演題施「叱らなくても子どもは伸び
る～目から鱗の子育てと家庭教育～」
講師施親野智可等氏（元公立小学校

おや の ち か ら

教員、メールマガジン「親
おや

力で決ま
りょく

る子どもの将来」を発行。人気マン
ガ「ドラゴン桜」の指南役としても著
名）

■問文化センター（緯〈７６〉１５１５）

市青少年健全育成推進大会・
家庭教育講演会

■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９日昭～１２日掌午前９時～午後
５時（１２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
遺作展
■時２月９日昭～１２日掌午前９時～午後
５時（１２日は午後４時まで）

■内平成１８年から２８年までに亡くなられ
た名誉会員の作品を展示

頒布会（はんぷかい）の作品展示
■時２月９日昭～１２日掌午前９時～午後
５時（１２日は午前のみ）

■内文協創立７０周年記念事業協力作品を
展示
ごあ展
■時２月１１日抄・１２日掌午前９時～午後
５時（１２日は午後４時まで）

文協創立７０周年記念
文協春まつり

■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

こんにゃく作り講座

JR安城駅前商店街をクイズを解き
ながら歩きます。コース内に設定され
たチェックポイントを全て回り、クイ
ズに正解すると、賞品としてきーぼー
チョコレートがもらえます。
■時２月１１日抄午前１０時～午後３時
■場安城駅前商店街一帯 集合・解散獅

安城公園駐車場
■内コース獅安城市役所発～KEYPORT
～岡菊苑（休憩所）～アンフォーレ～
安城市役所

■問叙安城スタイル（緯〈７３〉９５１１）、商工
課（緯〈７１〉２２３５）

まちなかクエスト
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■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。

農用地区域からの除外等の
申出の受付を再開
農業振興地域整備計画の見直しに伴
い、農用地区域からの除外等の申出の
受付を休止していましたが、２月２０日
捷締切分から受付を再開します。
■問農務課（緯〈７１〉２２３４）

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２６日に開催されました。
議会では、「衣浦東部広域連合職員の勤
務時間、休暇等に関する条例の一部を
改正する条例」をはじめ、３件の条例制
定について原案どおり可決されました。
今回選出の衣浦東部広域連合議会議員
（議席番号順、敬称略）

知立市選出議員獅水野浩
ひろし

、神谷文明
ふみ あき

■問衣浦東部広域連合総務課（緯〈６３〉０１
３１）

榎前町井杭山における工業団地の地
区計画（案）の縦覧を行います。
地区計画（案）について意見のある人
は、縦覧期間満了日まで市へ意見書を
提出することができます。
■時２月２日昭～１６日昭午前８時３０分～
午後５時１５分（松掌抄を除く）

■場■問都市計画課（緯〈７１〉２２４３）

地区計画（案）の縦覧

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４月１７日捷まで
■内店舗名称及び小売業者の代表者の変
更並びに入退店等 店舗名称獅ピア
ゴ福釜店・DCMカーマ安城福釜店
／福釜町

■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

■時強調月間施２月１日～２８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かけがえの
ない場です。また、子どもにとって
は、人間としての生き方の基本を学
ぶ最も大切な教育の場です。
この機会に、一人ひとりが明るく
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日曜日の
「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

救命講習会
あなたは愛する家族を救えますか。
いざという時のために心肺蘇生法を覚
えましょう。

■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２月５日掌午前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２月１８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■申知立消防署救急係（緯〈８１〉４１４４）
普通救命講習Ⅰ
■時２月１９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■申碧南消防署救急係（緯〈４１〉２６２５）
上級救命講習
■時２月２５日松午前９時～午後６時
■場高浜市役所
■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
■申高浜消防署救急係（緯〈５２〉１１９０）
普及員講習再教育
■時２月２６日掌午前９時～正午
■内■対応急手当普及員有資格者が、前回
講習受講日から３年以内に再度受講
するための講習
■場■申安城消防署救急係（緯〈７５〉２４９４）

平成２８年１２月１日より、衣類等の繊維製品の洗濯表示が変更されました。
詳しくは、消費者庁のホームページを参照してください。

■問消費者庁（緯０３〈３５０７〉９２０５）、市商工課（緯〈７１〉２２３５）

衣類等の洗濯表示が変わりました
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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・在学者
■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。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２８日昇までの午前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）
※応募は１人１点、未発表のものに
限ります。

環境美化標語

■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

■内職務内容獅清掃等の用務員業務、受
付、簡単な事務、催事手伝い等 勤
務開始日獅４月１日 勤務日時獅松

掌抄含む週３～５日程度、午前８時
３０分～午後５時３０分の間で指定する
日時 選考施面接（２月２３日昭） 賃
金獅時給９５０円、通勤割増１日２００円

■対簡単なパソコン操作ができる人
■定２人程度
■申２月２日昭～１５日昌午前９時～午後
５時（捷を除く）に、写真付の履歴書
を持ち文化センター（緯〈７６〉１５１５）

公民館臨時職員

ファミリー・サポート・
センターの会員
子育ての手助けをしてほしい人（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
■￥子ども１人につき１時間あたりの報
酬基準額

▲

捷～晶午前７時～午後７
時施６００円 その他の曜日、時間帯
施７００円
■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）
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

提供会員希望者の講習会
■時２月８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
講習会受講を免除

■申事前に直接か電話で同センター

市教育振興基本計画に市民の意見を
反映させるため、学識経験者や学校関
係者等と共に計画を策定します。
■内任期施６月１日～平成３１年３月３１日
選考施面接（３月９日昭予定） 報酬
施会議１回７５００円

■対市内在住・在勤・在学・在活動の２０
歳以上（６月１日現在）で、平日昼間
開催（年間２・３回程度）の会議に出
席できる人
■定２人程度
■他応募書類の他、男女比、年齢・地域
構成及び他の審議会等の委員との兼
職状況等を考慮します。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
※応募状況によっては、面接に代え
て集団討論を実施する場合有。
■申２月１３日捷～２８日昇午前８時３０分～
午後５時１５分（松掌を除く）に、所定
の応募用紙と｢安城市の教育に期待
すること｣をテーマに書いた８００字程
度の作文を持参か郵送（必着）・ファ
クス・Ｅメールで教育委員会総務課
（教育センター内／〒４４６－００４５横
山町下毛賀知１３－１／胃〈７７〉０００１／
kyoikusomu@city.anjo.aichi.jp／
緯〈７１〉２２５３）
※応募用紙は、同課・市公式ウェブ
サイトで配布。

消防業務の体験を通した職業意識の
向上と消防行政への理解を目的に、学
生向けの１dayインターンシップを実
施します。市民の安心・安全を守る消
防士を体験してみませんか。
■時３月４日松午前９時３０分～正午
■場安城消防署
■内消防・救急・救助業務の体験等
■対主に大学生、短大生、専門学校生及
び高校生
■定３０人程度（先着順）
■申２月６日捷～１７日晶午前８時３０分～
午後５時１５分（松掌抄を除く）に、電
話で衣浦東部広域連合総務課（緯〈６３〉
０１３２）

衣浦東部広域連合消防局
１dayインターンシップ

安城ビジネスコンシェルジュ
チーフコーディネーター
１０月１日にアンフォーレ内に開設予
定の「安城ビジネスコンシェルジュ（略
称ABC）」に常駐し、市内の中小企業・
小規模事業者を対象とした経営相談や
創業支援等、ABC運営の中心的役割
を担います。
■内任期施４月１日（又は採用決定後速
やかに）～平成３０年３月３１日（１年更
新） 勤務日時獅捷昌昭晶松午前８
時３０分～午後５時１５分 業務内容獅

募集要項に記載 謝礼獅日額４００００
円（賞与及び各種手当、福利厚生制
度無） 選考

▲

１次施書類 ２次施

面接（３月上旬予定）
※１次審査の結果は２月下旬に郵送。
２次審査の結果は速やかに対象者に
通知。
■対応募資格等は募集要項に記載
■定１人
■申２月１７日晶までの午前８時３０分～午
後５時１５分（松掌抄を除く）に、所定
の応募用紙と｢安城市におけるビジ
ネス支援のあり方と既存支援機関と
の差別化について｣をテーマに書い
た論文を持参か郵送（消印有効）で商
工課（〒４４６－８５０１住所記載不要／緯

〈７１〉２２３５）
※論文は「ABC基本構想」を読んだう
えで書いてください。A４サイズ、
様式及び枚数は自由。
※ABC基本構想、募集要項、応募用
紙は、同課・市公式ウェブサイトで
配布。
※募集要項を確認のうえ応募してく
ださい。

市教育振興基本計画策定委員



（ ）内は前月比

〈平成29年1月1日現在〉
総 人 口
男 性
女 性

世 帯 数

186,837人（＋12）
95,841人（－32）
90,996人（＋44）

73,173世帯（－42）

人口・世帯

（年間累計／前年対比）

刑 法 犯 111件（1,595件／－122）

12月の犯罪

火 災
救 急

12月の火災・救急

7件（うち建物 5件）
799件（うち急病532件）
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■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。

天下の奇祭「鳥羽の火祭り」西
尾

約１２００年前から伝わる国指定の重要
無形民俗文化財の神事です。神男を中
心に「ネコ」と呼ばれる奉仕者が、燃え
盛る「すずみ」の中から神木と十

じゅう

二縄を
に なわ

競って取り出し神前に供えます。その
結果によって、今年の天候等を占いま
す。
■時２月１２日掌午後３時獅みそぎ出発
午後７時３０分獅火祭り開始
※雨天の場合は１３日捷に順延。

■場鳥羽神明社（西尾市鳥羽町）
しん めい しゃ

※名鉄三河鳥羽駅から徒歩約１０分。
■他会場周辺臨時駐車場には限りがあり
ます。公共交通機関で来場ください
■問西尾観光案内所（名鉄西尾駅構内／
緯０５６３〈５７〉７８４０）

入居時家賃
（月額）

建設
年度

部屋番号
・間取り住宅名

２１，８００～
４２，９００円S６１B３０２

（３DK）
荒曽根
あら そ ね

（住吉町）

２０，９００～
４１，４００円H１９１０２

（S２DK）
大東
だい とう

（大東町）

■内下表のとおり
■申入居資格を事前に確認し、２月１３日
捷～１７日晶午前８時３０分～午後５時
１５分（松掌を除く）に、直接建築課
（緯〈７１〉２２４０）
※入居申込案内書は建築課で配布。
※大東住宅のみ単身者申込可。

市営住宅入居者（抽選）

外国人住民の皆さんが市役所窓口で
手続をする際の通訳及び市役所の文書
の翻訳に従事する臨時職員を募集しま
す。
共通事項
■内雇用期間獅４月１日～９月３０日 賃
金獅時給１５６０円（ただし、通訳・翻
訳業務以外は９１０円）、通勤割増１日
２００円
■定各１人
■申２月１日昌～１７日晶午前８時３０分～
午後５時１５分（松掌抄を除く）に、顔
写真付履歴書（日本語）、外国籍の人
は在留カードの写しを持ち各申込先
ポルトガル語通訳
■内勤務時間獅捷～晶午前８時３０分～午
後５時（抄を除く） 選考獅面接、簡
単なポルトガル語会話、筆記試験
（日本語⇔ポルトガル語翻訳）
■対ポルトガル語・日本語による通訳、
簡単な翻訳ができる健康な人で、基
本的なパソコン操作ができる人
■申市民協働課（緯〈７１〉２２１８）
フィリピン語・英語通訳
■内勤務時間獅捷～晶午前９時～午後５
時の内６時間（抄を除く） 選考獅面
接、簡単なフィリピン語・英語会話、
筆記試験（日本語⇔フィリピン語・
英語翻訳）

■対フィリピン語・英語と日本語による
通訳、簡単な翻訳ができる健康な人
で、基本的なパソコン操作ができる
人
■申市民課（緯〈７１〉２２２１）

通訳臨時職員

スポーツ振興計画の進捗状況の把握、
評価及び再検討し、生涯スポーツ振興
にかかる施策の提言をします。
■内任期獅４月～平成３１年３月（２年間）
選考獅書類審査、面接（３月１４日昇）
報酬施会議１回７５００円

■対スポーツに対する経験・知識を有し、
４月１日現在、市内在住・在勤の２０
歳以上で、年２回程度開催する審議
会に出席できる人
■定３人以内
■申２月３日晶～２８日昇午前９時～午後
５時（休館日を除く）に、応募用紙を
持参か郵送（消印有効）で市体育館
（〒４４６－００６１新田町新定山４１－８／
緯〈７５〉３５３５）
※応募用紙は、同館・市公式ウェブ
サイトで配布。

スポーツ推進審議会委員

共通事項
■内雇用期間施４月１日～９月３０日（１０
月以降も更新の場合有） 選考獅面
接（２月２０日捷） 賃金施時給１８９０円、
通勤割増１日２００円

■申２月１日昌～１５日昌午前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又は歯
科衛生士免許証を持ち市保健センタ
ー（緯〈７６〉１１３３）

■他普通自動車運転免許所持者であるこ
と
管理栄養士
■内職務内容獅成人・母子保健事業の栄
養相談、栄養及び食事指導業務 勤
務日時獅月２・３回程度、午前９時
～午後５時の間で指定する日時（松

掌を含む）
■定１人
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
の教室等での歯科保健指導・相談業
務 勤務日時獅捷～晶で１～３日程
度、午前８時３０分～午後５時の間で
指定する日時（年間２・３回松掌有）
■定２人程度

市保健センターの臨時職員
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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.

■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


