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■場■問昭林公民館（緯〈７７〉６６８８）
■定１５９人（当日先着順）
ひらめの「親子ふれあいコンサート」

ピアノや音楽クイズで家族そろって
楽しめるコンサートです。
■時２月１７日松午前１１時１５分～午後０時
３０分（開場は１１時）
■内出演獅平松八江子（おしゃべりピア

や え こ

ニストひらめ）
第１８回昭林落語会
■時２月１８日掌午後１時～３時（開場は
午後０時３０分）

■内出演施黄昏亭駄らく、槍田家志ょ
たそ がれ てい だ やり た や し

朝、
ちょう

微笑亭さん太、夢ノ家くっか、お好
ほほえみ てい た ゆめ や この

味家喜楽
み や き らく

■申申込方法等 ■問問合せ先 ※なお、指定及び制限を設けない項目は記載していません。

■場■問堀内公園（緯〈９９〉５９４７）
バレンタインチョコプレゼント
■時２月１７日松午前９時から
※雨天の場合は１８日掌に順延。
■内有料遊具を利用した子にバレンタイ
ンチョコをプレゼント
■対小学生以下
■定各遊具３０人（当日先着順）
模擬店
■時２月２４日松・２５日掌午前１０時～午後
３時
■内輪投げ等の模擬店を開催
■対小学生以下
■￥各１００円
■他景品が無くなり次第終了
ノルディックウォーキング＆棒びくす
体験会
■時３月１０日松・２６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棒びくす獅午前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
■対小学生以上
■定①獅各４０人 ②獅各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２月５日捷～各開催日前日の午前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へ

堀内公園の催し

昭林公民館の催し

■時３月１日昭午前１０時～１１時３０分（受
付は９時３０分から）
■内テーマ獅『女性の健康～いつまでも
輝き続けるために～』

■講塩之谷真弓氏（衣浦東部保健所健康
支援課課長）
■対市内在住・在勤・在学者
■定８０人（当日先着順）
■他未就学児の無料託児（先着１０人）を希
望する人と手話通訳・要約筆記を必
要とする人は２月１５日昭までに申し
込んでください

■場■問市保健センター（緯〈７６〉１１３３）

市民健康講座

織田信長と同盟関係にあった徳川家
康が、天正１０（１５８２）年に起きた本能寺
の変以後に織田体制の中でどのような
関係性を保っていたか、北陸・上杉領
国等との関係を含めた視野で「信長御
在世の時の如く－織田体制の中の家康
－」と題したシンポジウムを開催します。
■時２月１１日抄午後１時～５時
■講コーディネーター獅播磨良紀氏（中

はり ま よし のり

京大学教授） パネラー獅谷口央氏
ひさし

（首都大学東京教授）、柴裕之氏（東洋
大学講師）、萩原大輔氏（富山市郷土

はぎ はら

博物館学芸員）
■定１８０人（当日先着順）
■場■問歴史博物館（緯〈７７〉６６５５）

第８回松平シンポジウム

つるし飾りを展示します。
■時２月２日晶～４日掌午前９時～午後
５時（４日は午後３時まで）

■場■問安祥閣（緯〈７４〉３３３３）

第６回「一雛会 作品展」

安城から世界へ、世界から安城へ価
値あるアイデアを広め、共有し、地域
を活性化するためのイベントです。
当日は、パフォーマーによる演技・
演奏やスピーカーから語られるアイデ
ア・提案を、間近で見聞きすることが
できます。また、参加者同士の交流を
目的としたアトラクションにも参加す
ることができます。
■時３月４日掌午後１時～８時３０分
※アフターパーティ含む。

■場アンフォーレ
■講パフォーマー獅左右田薫（グラフィ

さ う だ

ックアーティスト）、YOICHIRO（ペ
よ ー い ち ろ ー

インター）、まつやまたかし（イラス
トレーター）、BONGA「梵迦」（和太

ぼん が

鼓グループ） スピーカー獅佐山和
弘（相続専門行政書士、事業承継士）、
加藤雅士（名城大学農学部教授）、早
川響（高校生）、林日奈（社会復帰支援

ひ な

家、社会起業家）、堂嶋賢征（治療家、
けん せい

ソーシャルアーティスト）、大槻将久
のぶ ひさ

（エンジニア）
■対中学生以上
■定２００人程度（先着順）
■￥大人７０００円、中学生～大学生４０００円
（パーティ参加費含む）
■他このイベントは平成２９年度安城市市
民活動補助金交付対象事業です
■申 TEDｘAnjoHP内の
専用ページから申し込
んでください
※右記QRコードから
も申込可。
■問イベントの内容について獅TEDｘ
Anjo実行委員会（緯〈７３〉６１３３／胃

〈７３〉６１３２／office@tedxanjo.com）
市民活動補助金について獅市民協働
課（緯〈７１〉２２１８）
※TEDｘAnjo実行委員会の電話問合
せ受付時間は午前１０時～午後５時。

TEDxAnjo2018

■場市民会館
■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日晶～１１日抄午前９時～午後
５時（１１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
ごあ展
■時２月９日晶～１１日抄午前９時～午後
５時（１１日は午後４時まで）

■内作品展示、喫茶コーナー ほか
文化講演会
■時２月１０日松午後２時～３時３０分
■内演題獅「民謡と人生」
■講野々山美代子氏（美竹会）

安城文化協会の催し
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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１０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９
時１０分～１１時）
■場市保健センター
■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日昇～３月２
日晶午前８時３０分～午後５時１５分
（松掌を除く）に、直接か電話で市保
健センター（緯〈７６〉１１３３）へ
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４０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５０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１５組（先着順）
絵本読み聞かせコーナー
■時午前９時４０分・１０時１５分・１１時・１１
時３５分
■内赤ちゃんは絵本が大好きです。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、赤ちゃん向け絵本の紹介をし
ます（約２０分）
抱っこ体験コーナー
■内赤ちゃん人形を使った、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
■場■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１０日松・２４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）
体験講座「伝わるお菓子 いがまんじゅ
うづくり」
昔、三河ではひな祭りの時期に「い

がまんじゅう」を家庭で作りました。
いがまんじゅうをみんなで作り、春の
和菓子を味わいましょう。
■時２月２４日松午前１０時～正午
■講杉浦ひろ子氏（環境アドバイザー）
■定２０人（先着順）
■￥５００円
■申２月４日掌午
前９時から電
話で歴史博物
館（緯〈７７〉６６５５）へ

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日捷から各申込期限までの午
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）へ

デンパークでお散歩フォト
■時３月７日昌・１４日昌午前１０時３０分～
正午（全２回）

■講岡本由樹子氏
■定２０人（先着順）
■￥２３００円
■申申込期限獅２月２８日昌

寄せ植え講座
■時３月９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
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）

■申申込期限獅２月２３日晶

フォトマスターEXによる写真講座
■時３月９日晶・２３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）
■定２０人（先着順）
■￥２３００円
■申申込期限獅３月２日晶

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。

■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。
■定各２０人（先着順）
■申２月５日捷午前９時から、電話で各
申込先へ

■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１７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■申高浜消防署救急係（緯〈５２〉１１９０）
普通救命講習Ⅰ
■時２月１８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■申刈谷消防署救急係（緯〈２３〉１２９９）
上級救命講習
■時２月２４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）
普及員講習再教育
■時２月２５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■申碧南消防署救急係（緯〈４１〉２６２５）
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ひ な

家、社会起業家）、堂嶋賢征（治療家、
けん せい

ソーシャルアーティスト）、大槻将久
のぶ ひさ

（エンジニア）
■対中学生以上
■定２００人程度（先着順）
■￥大人７０００円、中学生～大学生４０００円
（パーティ参加費含む）
■他このイベントは平成２９年度安城市市
民活動補助金交付対象事業です
■申 TEDｘAnjoHP内の
専用ページから申し込
んでください
※右記QRコードから
も申込可。
■問イベントの内容について獅TEDｘ
Anjo実行委員会（緯〈７３〉６１３３／胃

〈７３〉６１３２／office@tedxanjo.com）
市民活動補助金について獅市民協働
課（緯〈７１〉２２１８）
※TEDｘAnjo実行委員会の電話問合
せ受付時間は午前１０時～午後５時。

TEDxAnjo2018

■場市民会館
■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日晶～１１日抄午前９時～午後
５時（１１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
ごあ展
■時２月９日晶～１１日抄午前９時～午後
５時（１１日は午後４時まで）

■内作品展示、喫茶コーナー ほか
文化講演会
■時２月１０日松午後２時～３時３０分
■内演題獅「民謡と人生」
■講野々山美代子氏（美竹会）

安城文化協会の催し
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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１０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９
時１０分～１１時）
■場市保健センター
■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日昇～３月２
日晶午前８時３０分～午後５時１５分
（松掌を除く）に、直接か電話で市保
健センター（緯〈７６〉１１３３）へ
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４０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５０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１５組（先着順）
絵本読み聞かせコーナー
■時午前９時４０分・１０時１５分・１１時・１１
時３５分
■内赤ちゃんは絵本が大好きです。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、赤ちゃん向け絵本の紹介をし
ます（約２０分）
抱っこ体験コーナー
■内赤ちゃん人形を使った、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
■場■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１０日松・２４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）
体験講座「伝わるお菓子 いがまんじゅ
うづくり」
昔、三河ではひな祭りの時期に「い

がまんじゅう」を家庭で作りました。
いがまんじゅうをみんなで作り、春の
和菓子を味わいましょう。
■時２月２４日松午前１０時～正午
■講杉浦ひろ子氏（環境アドバイザー）
■定２０人（先着順）
■￥５００円
■申２月４日掌午
前９時から電
話で歴史博物
館（緯〈７７〉６６５５）へ

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日捷から各申込期限までの午
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）へ

デンパークでお散歩フォト
■時３月７日昌・１４日昌午前１０時３０分～
正午（全２回）

■講岡本由樹子氏
■定２０人（先着順）
■￥２３００円
■申申込期限獅２月２８日昌

寄せ植え講座
■時３月９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
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）

■申申込期限獅２月２３日晶

フォトマスターEXによる写真講座
■時３月９日晶・２３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）
■定２０人（先着順）
■￥２３００円
■申申込期限獅３月２日晶

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。

■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。

■定各２０人（先着順）
■申２月５日捷午前９時から、電話で各
申込先へ

■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１７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■申高浜消防署救急係（緯〈５２〉１１９０）
普通救命講習Ⅰ
■時２月１８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■申刈谷消防署救急係（緯〈２３〉１２９９）
上級救命講習
■時２月２４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）
普及員講習再教育
■時２月２５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■申碧南消防署救急係（緯〈４１〉２６２５）
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■場■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１２日承午前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日昌

■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１８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８日昭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）へ
親子水泳教室（４～６歳）
■時３月３日松・１０日松・１７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）

ダンスエクササイズ
■時３月３日松・１０日松・１７日松・２４日
松午後５時３０分～６時３０分（全４回）
■内ダンス講師によるエクササイズ。初
心者向きで、シニアも参加できます
■講 MARI氏（国際パルスリズムトレー
ナー）

■対高校生以上
■定１５人程度（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）
シェイプアップエアロ
■時３月７日昌・１４日昌・２８日昌午後１
時３０分～２時３０分（全３回）

■内音楽に合わせて楽しく汗をかき、脂
肪を燃焼させましょう！
■対１８歳以上で運動制限のない市内在住・
在勤者
■定２５人程度（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基本教室
■時３月８日昭・１５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
２２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

■講梛野久美子氏（日本ノルディック
なぎ の

フィットネス協会）
■対１８歳以上の初心者
■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）

■場環境学習センターエコきち
■申２月５日捷から各開催日の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）へ

忍者であそぼう
■時２月１７日松午前１０時～１１時３０分
※雨天中止。

■内忍者講座入門編。楽しく遊んで学ぼ
う
■講服部真史氏
■対４歳以上の
子と保護者
■定１０組（先着
順）
■￥１組１００円
■持子・保護者
ともに動き
やすい服装と靴、タオル
光と色の不思議な世界
■時２月１８日掌午
前１０時～１１時
３０分
■内光の性質を利
用した科学遊
びを体験します
■講川角正彦氏
■対小学生以上の子と保護者
■定５組（先着順）
■￥１００円
環境サロン
■時２月２４日松午後１時３０分～３時
■内自然農法での春・夏野菜の作り方を
学びます
■講神谷輝幸氏
■対１８歳以上
■定１０人（先着
順）
■￥２００円
■持筆記用具
親子でネイチャースケッチで遊ぼう
よ！
■時２月２５日掌午前１０時～正午
※雨天中止。

■内秋葉公園で木の幹や葉っぱ、どんぐ
りを使って絵を描きます
※作品はエコきちに展示します。
■講鬼頭茂雄氏
■対４歳以上の子と保護者
■定１０組（先着順）
■￥１００円
■持絵の具セット、新聞紙、タオル

エコきちへ行こう

ディック・ブルーナの絵本『ちいさ
なうさこちゃん』やA・A・ミルンの
『クマのプーさん』の翻訳で知られる子
どもの本の功労者・石井桃子の姿を追
ったドキュメンタリー映画を３週連続
で上映。子どもによい本を届けるため
に奮闘した一生を、ぜひご覧ください。
■時３月１１日掌・１８日掌・２５日掌午後２
時～４時３０分（午後１時３０分開場）
■場アンフォーレ
■講解説獅森英男氏（DoDo企画）
■対小学生以上
■定各２００人（先着順）
■申２月７日昌からの午前９時～午後８
時（休館日を除く、松掌承は午後６
時まで）に、氏名・電話番号を電話
かファクス・Eメールでアンフォー
レ課（緯〈７６〉６１１１／胃〈７７〉６０６６／
tosyo@city.anjo.lg.jp）へ

■時２月１１日抄午前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

ドキュメンタリー映画「子ど
もに本を 石井桃子の挑戦」

市スポーツセンターの教室・
講座
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アンフォーレを発着点に、明治用水
緑道やデンパーク、JR安城駅周辺商
店街等を巡るウォークイベントです。
■時①２月４日掌午前８時４５分～午後２
時 ②２月１８日掌午前８時４５分～午
後０時５０分
■場集合・解散場所獅アンフォーレ
■内歩行距離諮①獅１３灼 ②獅１０灼
コースの詳細はアンフォーレHPに
記載。参加者全員にJR安城駅周辺
商店街マップと、２月２４日松にJR
安城駅前で開催するホコ天きーぼー
市のお楽しみ抽選券を配布します
協力諮①獅碧海幡豆ウオーキング協
会 ②獅愛知県ウオーキング協会
■持①獅昼食
■申開催日前日までに申込用紙を直接か
ファクスで安城プロモーションズ（ア
ンフォーレ総合案内／胃〈４５〉５０９７）へ
※申込用紙はアンフォーレ総合案内、
アンフォーレHPで配布。
※各開催日午前８時４５分～９時に願
いごと広場にて当日参加も受付。
■問安城プロモーションズ（アンフォー
レ総合案内／緯〈７６〉１４００）

■時２月１７日松、３月１７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HPで
配布。
■他補助金の詳細は、本紙平成２９年４月
１日号又は市HPで確認できます
■申各開催日３日前までの午前８時３０分
～午後５時１５分（松掌承を除く）に、
電話で都市計画課（緯〈７１〉２２４３）へ

自転車安全利用講習会

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
■場■問丈山苑（緯〈９２〉７７８０）
石川丈山勉強会
■時２月４日掌午後１時３０分～３時
■内郷土の文人・石川丈山の生きた世界
を知る、市職員による楽しい講座で
す
詩吟大会
■時２月１７日松午後２時～３時
■定出演者獅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。
■申事前に電話で丈山苑へ

アンフォーレ早春ウォーク

油ヶ淵流域の環境を考える
集い
■時２月１０日松午後１時～３時３０分
■場明祥プラザ
■内小学生及び一般市民を対象とした水
に関する環境フォーラム。油ヶ淵水
質浄化の取組について報告します
発表団体獅丈山小学校、明和小学校、
叙ニッセイ
■問エコネットあんじょう（緯〈５５〉１３１５）、
環境都市推進課（緯〈７１〉２２０６）

図書情報館で行うロボットプログラ
ミング講座（学研エデュケーショナル
もののしくみ研究室、Developerコ
ース）です。ロボットプログラミングを
通して、応用力・創造力や問題解決力・
論理的思考力を養うことができます。
■時４月８日～平成３１年３月３０日の期間
で毎月２回（全２４回）
※詳細は募集要項に記載。

■場図書情報館
■対市内在住者で、平成３０年度に小学３
～６年生の人

■定各コース４人（全１０コースの詳細は
募集要項に記載。各コースにおいて
定員を超えた場合は抽選）

■￥月額８０００円
■申２月２８日昌までの図書情報館開館時
間内に、所定の応募用紙を持参か郵
送（必着）でアンフォーレ課（〒４４６－
００３２御幸本町１２－１）へ
※応募用紙は図書情報館及び同館
HPで配布。

■問アンフォーレ課（緯〈７６〉６１１１）

ロボットプログラミング講
座

市民活動団体・地域団体等が交流し、
お互いの活動内容を知ることで、活動
がさらに発展し、つながることを目的
とした交流会です。
■時２月１８日掌午後１時～４時
■内協働活動事例発表会、リレー式によ
る活動紹介、体験ブース、物品販売
ブース、おもてなし等。また、ビン
ゴゲーム、クイズ＆スタンプラリー、
バルーンアートもあり、子どもから
大人まで楽しめます
■場■問市民交流センター（緯〈７１〉０６０１）

市民活動交流会２０１８in安城

マーケティングは経営の戦略を考え
る上でとても重要です。マーケティン
グとは何か、という基礎の話を聞くこ
とで、マーケティングについて理解し、
今後の戦略を考えてみませんか？
独立や起業を準備している人！今す
ぐではなくともこれからのために知っ
ておきたい、学んでおきたい人も是非
参加してください！
■時２月２３日晶午後１時～２時
■場コワーキングスペースKEYPORT

キ ー ポ ー ト

（JR安城駅１階）
■講藤井則次氏（株式会社アドホック）
■対起業を目指している人、起業家、新
規事業立ち上げを考えている人等

■定１０人程度（先着順）
■申２月２２日昭までの午前９時～午後１０
時に、直接か電話・EメールでKEY
PORT（緯〈７７〉６３１３／info@keyport.
jp）へ

起業セミナー「マーケティ
ングの基礎を知る！」



芽広報あんじょう 2018.2.1

■申申込方法等 ■問問合せ先 ※なお、指定及び制限を設けない項目は記載していません。

■場■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１２日承午前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日昌

■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１８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８日昭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）へ
親子水泳教室（４～６歳）
■時３月３日松・１０日松・１７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）

ダンスエクササイズ
■時３月３日松・１０日松・１７日松・２４日
松午後５時３０分～６時３０分（全４回）
■内ダンス講師によるエクササイズ。初
心者向きで、シニアも参加できます
■講 MARI氏（国際パルスリズムトレー
ナー）

■対高校生以上
■定１５人程度（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）
シェイプアップエアロ
■時３月７日昌・１４日昌・２８日昌午後１
時３０分～２時３０分（全３回）

■内音楽に合わせて楽しく汗をかき、脂
肪を燃焼させましょう！
■対１８歳以上で運動制限のない市内在住・
在勤者
■定２５人程度（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基本教室
■時３月８日昭・１５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
２２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

■講梛野久美子氏（日本ノルディック
なぎ の

フィットネス協会）
■対１８歳以上の初心者
■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）

■場環境学習センターエコきち
■申２月５日捷から各開催日の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）へ

忍者であそぼう
■時２月１７日松午前１０時～１１時３０分
※雨天中止。

■内忍者講座入門編。楽しく遊んで学ぼ
う
■講服部真史氏
■対４歳以上の
子と保護者
■定１０組（先着
順）
■￥１組１００円
■持子・保護者
ともに動き
やすい服装と靴、タオル
光と色の不思議な世界
■時２月１８日掌午
前１０時～１１時
３０分
■内光の性質を利
用した科学遊
びを体験します
■講川角正彦氏
■対小学生以上の子と保護者
■定５組（先着順）
■￥１００円
環境サロン
■時２月２４日松午後１時３０分～３時
■内自然農法での春・夏野菜の作り方を
学びます
■講神谷輝幸氏
■対１８歳以上
■定１０人（先着
順）
■￥２００円
■持筆記用具
親子でネイチャースケッチで遊ぼう
よ！
■時２月２５日掌午前１０時～正午
※雨天中止。

■内秋葉公園で木の幹や葉っぱ、どんぐ
りを使って絵を描きます
※作品はエコきちに展示します。
■講鬼頭茂雄氏
■対４歳以上の子と保護者
■定１０組（先着順）
■￥１００円
■持絵の具セット、新聞紙、タオル

エコきちへ行こう

ディック・ブルーナの絵本『ちいさ
なうさこちゃん』やA・A・ミルンの
『クマのプーさん』の翻訳で知られる子
どもの本の功労者・石井桃子の姿を追
ったドキュメンタリー映画を３週連続
で上映。子どもによい本を届けるため
に奮闘した一生を、ぜひご覧ください。
■時３月１１日掌・１８日掌・２５日掌午後２
時～４時３０分（午後１時３０分開場）
■場アンフォーレ
■講解説獅森英男氏（DoDo企画）
■対小学生以上
■定各２００人（先着順）
■申２月７日昌からの午前９時～午後８
時（休館日を除く、松掌承は午後６
時まで）に、氏名・電話番号を電話
かファクス・Eメールでアンフォー
レ課（緯〈７６〉６１１１／胃〈７７〉６０６６／
tosyo@city.anjo.lg.jp）へ

■時２月１１日抄午前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

ドキュメンタリー映画「子ど
もに本を 石井桃子の挑戦」

市スポーツセンターの教室・
講座
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蛾 広報あんじょう 2018.2.1

■時期間・日時 ■場場所 ■内内容 ■講講師 ■対対象・資格 ■定定員 ■￥費用 ■持持ち物 ■他その他

アンフォーレを発着点に、明治用水
緑道やデンパーク、JR安城駅周辺商
店街等を巡るウォークイベントです。
■時①２月４日掌午前８時４５分～午後２
時 ②２月１８日掌午前８時４５分～午
後０時５０分
■場集合・解散場所獅アンフォーレ
■内歩行距離諮①獅１３灼 ②獅１０灼
コースの詳細はアンフォーレHPに
記載。参加者全員にJR安城駅周辺
商店街マップと、２月２４日松にJR
安城駅前で開催するホコ天きーぼー
市のお楽しみ抽選券を配布します
協力諮①獅碧海幡豆ウオーキング協
会 ②獅愛知県ウオーキング協会

■持①獅昼食
■申開催日前日までに申込用紙を直接か
ファクスで安城プロモーションズ（ア
ンフォーレ総合案内／胃〈４５〉５０９７）へ
※申込用紙はアンフォーレ総合案内、
アンフォーレHPで配布。
※各開催日午前８時４５分～９時に願
いごと広場にて当日参加も受付。
■問安城プロモーションズ（アンフォー
レ総合案内／緯〈７６〉１４００）

■時２月１７日松、３月１７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HPで
配布。
■他補助金の詳細は、本紙平成２９年４月
１日号又は市HPで確認できます
■申各開催日３日前までの午前８時３０分
～午後５時１５分（松掌承を除く）に、
電話で都市計画課（緯〈７１〉２２４３）へ

自転車安全利用講習会

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
■場■問丈山苑（緯〈９２〉７７８０）
石川丈山勉強会
■時２月４日掌午後１時３０分～３時
■内郷土の文人・石川丈山の生きた世界
を知る、市職員による楽しい講座で
す
詩吟大会
■時２月１７日松午後２時～３時
■定出演者獅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。
■申事前に電話で丈山苑へ

アンフォーレ早春ウォーク

油ヶ淵流域の環境を考える
集い
■時２月１０日松午後１時～３時３０分
■場明祥プラザ
■内小学生及び一般市民を対象とした水
に関する環境フォーラム。油ヶ淵水
質浄化の取組について報告します
発表団体獅丈山小学校、明和小学校、
叙ニッセイ

■問エコネットあんじょう（緯〈５５〉１３１５）、
環境都市推進課（緯〈７１〉２２０６）

図書情報館で行うロボットプログラ
ミング講座（学研エデュケーショナル
もののしくみ研究室、Developerコ
ース）です。ロボットプログラミングを
通して、応用力・創造力や問題解決力・
論理的思考力を養うことができます。
■時４月８日～平成３１年３月３０日の期間
で毎月２回（全２４回）
※詳細は募集要項に記載。

■場図書情報館
■対市内在住者で、平成３０年度に小学３
～６年生の人

■定各コース４人（全１０コースの詳細は
募集要項に記載。各コースにおいて
定員を超えた場合は抽選）

■￥月額８０００円
■申２月２８日昌までの図書情報館開館時
間内に、所定の応募用紙を持参か郵
送（必着）でアンフォーレ課（〒４４６－
００３２御幸本町１２－１）へ
※応募用紙は図書情報館及び同館
HPで配布。

■問アンフォーレ課（緯〈７６〉６１１１）

ロボットプログラミング講
座

市民活動団体・地域団体等が交流し、
お互いの活動内容を知ることで、活動
がさらに発展し、つながることを目的
とした交流会です。
■時２月１８日掌午後１時～４時
■内協働活動事例発表会、リレー式によ
る活動紹介、体験ブース、物品販売
ブース、おもてなし等。また、ビン
ゴゲーム、クイズ＆スタンプラリー、
バルーンアートもあり、子どもから
大人まで楽しめます
■場■問市民交流センター（緯〈７１〉０６０１）

市民活動交流会２０１８in安城

マーケティングは経営の戦略を考え
る上でとても重要です。マーケティン
グとは何か、という基礎の話を聞くこ
とで、マーケティングについて理解し、
今後の戦略を考えてみませんか？
独立や起業を準備している人！今す
ぐではなくともこれからのために知っ
ておきたい、学んでおきたい人も是非
参加してください！
■時２月２３日晶午後１時～２時
■場コワーキングスペースKEYPORT

キ ー ポ ー ト

（JR安城駅１階）
■講藤井則次氏（株式会社アドホック）
■対起業を目指している人、起業家、新
規事業立ち上げを考えている人等

■定１０人程度（先着順）
■申２月２２日昭までの午前９時～午後１０
時に、直接か電話・EメールでKEY
PORT（緯〈７７〉６３１３／info@keyport.
jp）へ

起業セミナー「マーケティ
ングの基礎を知る！」
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■申申込方法等 ■問問合せ先 ※なお、指定及び制限を設けない項目は記載していません。

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、監査委員の選任についての
同意、衣浦東部広域連合職員の給与に
関する条例の一部を改正する条例が可
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）
知立市選出議員獅杉山千春、永田起也、

たつ や

佐藤修
おさむ

■問衣浦東部広域連合総務課（緯〈６３〉０１
３１）

①～③共通事項
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。
■時縦覧期間獅２月５日捷～１９日捷午前
８時３０分～午後５時１５分（松掌承を
除く）
①衣浦東部処理区における事業期間変
更に伴う事業計画変更案
■内変更内容施事業期間を２０２４年３月３１
日まで延伸するもの
■場■問下水道課（緯〈７１〉２２４８）
②境川処理区における整備予定区域の
一部追加等の変更に伴う事業計画変更
案
■内変更内容施下水道（汚水）の整備予定
区域に井杭山町井杭山及び篠目町細
田の各一部を追加し、事業期間を２０
２４年３月３１日まで延伸するもの
■場■問下水道課（緯〈７１〉２２４８）
③矢作川処理区における事業計画変更
案
■内変更内容施矢作川処理区における浸
水対策として、既設の宮前ポンプ場
を公共下水道に位置付けるとともに、
排水能力の増強を行うもの
■場■問土木課（緯〈７１〉２２３９）

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５日昭まで
■内小売業者の入退店、駐車場出入口の
数及び位置 店舗名称／所在獅アン
ディショッピングセンター／住吉町
■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

公共下水道の事業計画の変
更案の縦覧

「法定相続情報証明制度」が
始まっています！
法務局では、相続手続を簡素化する
ことを目的として、平成２９年５月２９日
から「法定相続情報証明制度」を開始し
ています。
この制度は、提出された戸籍等の書
類を基に、法定相続人が誰であるかを
法務局が確認して対外的に証明するも
のであり、相続人が法務局に対し、戸
籍謄本等を添付して、法定相続情報証
明の申出を行い、法務局でその内容を
確認の上、認証文付きの証明書を無料
で交付するものです。
相続登記はもちろんのこと、金融機
関における預貯金の払戻し等、相続手
続全般で利用いただくことが可能です。
■内■問相談窓口獅名古屋法務局刈谷支局
（緯〈２１〉００８６）
※午前８時３０分～午後５時１５分（松

掌抄を除く）。

■内対象事業獅災害時相互応援協定を締
結している千葉県香取市、富山県砺
波市、石川県加賀市、長野県飯田市、
岐阜県多治見市、静岡県掛川市、半
田市、新城市で活動する団体と各市
又は本市内で実施する次の交流事業
暫スポーツや音楽、演劇等を通じた
交流
暫地域振興に係る交流
暫防災に関する意見交換等
補助内容獅交流事業を実施する市へ
の交通費・会場使用料等の２分の１
（上限１０万円）
■対市内在住の５人以上で構成し、規約
等がある市内活動団体
■申２月１日昭～２３日晶午前８時３０分～
午後５時１５分（松掌承を除く）に、申
込書・規約や会員名簿等団体の活動
内容が分かるもの、交流事業の計画
書及び予算書（様式は自由）を持参か
郵送（必着）で市民協働課（〒４４６－８５
０１住所不要）へ
※申込書は同課・市HPで配布。
※申請予定額が予算の上限に達するま
では随時受付。募集期間内に予算を
超える応募があった場合は抽選によ
り決定。

■問市民協働課（緯〈７１〉２２１８）

衣浦東部広域連合からのお
知らせ

■時強調月間獅２月１日～２８日
■内スローガン獅「親と子の 対話がつく
る よい家庭」
２月の「家庭の日」（毎月第３日曜日）
は県民運動実施の日です。これは家
庭の持つ重要性について認識を深め、
一家団らんの時間を持てるようにと、
愛知県が定めたものです。
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
しい家庭をつくるために何ができる
かを考えてみましょう
■他青少年の家では毎月「家庭の日」の第
３日曜日に、親子で卓球やニュース
ポーツ等を楽しめるよう、無料で体
育室を開放しています
※ニュースポーツの指導は午前１０時
～正午。
■問青少年愛護センター(青少年の家内)
（緯〈７６〉３４３２）

「家庭の日」県民運動

「マラソンフェスティバル ナゴヤ・
愛知２０１８」を、３月９日晶～１１日掌に
開催します。
名古屋ウィメンズマラソン等の競技
が開催される３月１１日掌は、マラソン
コース及びその周辺道路で交通規制が
実施されるため、名古屋市内では相当
の交通渋滞が予想されます。
コースや規制予定時間等の詳細は、

「マラソンフェスティバル ナゴヤ・愛
知２０１８」HPで確認してください。
■問マラソンフェスティバル ナゴヤ・
愛知実行委員会事務局（緯０５７０〈６６６〉
４０１）

名古屋ウィメンズマラソン
等における交通規制

国内交流事業の補助金を交
付
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■時期間・日時 ■場場所 ■内内容 ■講講師 ■対対象・資格 ■定定員 ■￥費用 ■持持ち物 ■他その他

■内職務内容獅霊柩車の運転や窓口対応、
施設管理等 雇用期間獅４月１日～
９月３０日（更新の場合有） 勤務日時
獅月１２日程度で、午前８時～午後４
時（松掌抄勤務有） 賃金獅時給１３１０
円、通勤割増１日２００円 選考施面
接（２月２３日晶）

■対普通自動車免許を持つ６２歳以下
■定１人
■申２月１日昭～１４日昌午前９時～午後
４時に、履歴書を直接か郵送（必着）
で総合斎苑（〒４４６－００４６赤松町乙菊
２２－１／緯〈７２〉６６２６）へ

総合斎苑臨時職員

女性のあらゆる悩みに関する相談を
受ける女性相談員を募集します。
■内勤務日時獅毎週昌（抄を除く）午前１０
時～午後４時（休憩１時間） 雇用期
間獅４月～９月（更新の場合有） 謝
礼施１日６７５０円（交通費含む）

■対女性からの相談に熱意と見識を持っ
てあたることができ、ワードやエク
セル等のパソコン操作ができる人
※選考にあたり、心理学やカウンセ
リングに関する知識がある人・相談
業務の経験がある人を優先します。

■定１人
■申２月１日昭～３月９日晶午前８時３０
分～午後５時１５分（松掌承を除く）に、
写真付履歴書と８００字程度の小論文
（テーマ「さまざまな悩みを抱える女
性の相談に対してどのように取り組
んでいきたいか」）を持ち市民課相談
室へ

■問市民課相談室（緯〈７１〉２２２２）

女性相談員

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・在学者
■他最優秀作品は、本紙にて氏名、町名
又は勤務先・学校名を発表します。
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
※応募作品の著作権は市に帰属。

■申２月２８日昌までの午前８時３０分～午
後５時１５分（松掌承を除く）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
は勤務先か学校名・学年を任意の用
紙に記入し、直接か郵送（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.
lg.jp／緯〈７６〉３０５３）へ
※応募は１人１点、未発表に限る。

環境美化標語

市社会福祉協議会の夜間管理人を募
集します。
■内職務内容獅施設利用受付、閉館時施
錠、その他施設管理等 雇用期間獅

４月１日～平成３１年３月３１日（更新
の場合有） 勤務日獅昇～掌の間で
ローテーション勤務（抄勤務あり。
１カ月あたり約８日間） 勤務時間
諮昇～松獅午後５時～９時３０分 掌

抄獅午前８時３０分～午後５時３０分
振替休日獅午前８時３０分～午後５時
３０分又は午後５時～９時３０分※各勤
務時間区分をローテーションする勤
務で週２０時間未満（勤務先によって
干の時間の違いあり） 勤務場所獅

市内各福祉センター 賃金獅時給
８８０円、通勤割増１日２００円 選考獅

面接（２月２３日晶）
■対普通自動車免許所持者
■定３人程度
■申２月６日昇～１７日松の午前９時～午
後５時（掌承を除く）に、申込書を持
ち市社会福祉協議会総務課（社会福
祉会館内）へ
※申込書は社会福祉会館・市社会福
祉協議会HPで配布。
■問市社会福祉協議会総務課（緯〈７７〉２９
４１）

市社会福祉協議会臨時職員

■内職務内容獅施設管理作業補助 勤務
開始日獅４月１日 勤務日時獅週５
日で、午前８時～正午又は午後２時
～６時（松掌抄含む、季節・曜日に
より勤務時間の変更有） 選考施面
接 賃金獅時給８８０円（松掌抄は９８０
円）、通勤割増１日２００円 休日獅応
相談
■対普通自動車免許所持者
■定２人
■他面接時に写真付履歴書を持参
■申２月１２日承までの午前９時３０分～午
後５時（昇を除く）に、電話でデンパ
ーク（緯〈９２〉７１１１）へ
※申込みのない場合１４日昌以降も受
付。

デンパークのスタッフ

■内職務内容獅清掃、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３～４
日、午前８時３０分～午後５時３０分の
間で７時間３０分程度 勤務場所獅地
区公民館 選考施面接（２月２２日昭）
賃金獅時給９７０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３人程度
■申２月２日晶～１４日昌午前９時～午後
５時（５日捷を除く）に、写真付履歴
書を持ち生涯学習課（市役所西庁舎
内／緯〈７６〉１５１５）へ

地区公民館臨時職員

「安城市地域公共交通網形成計画」を
策定するにあたり、パブリックコメン
トによる意見を募集します。この計画
は、鉄道・路線バス・あんくるバス・
あんくるタクシー・一般タクシーが、
地域住民が生活する中で利用しやすい、
合理的かつ効率的な公共交通ネットワ
ークを形成することにより、地域公共
交通の活性化を図るためのものです。
■時閲覧期間施２月９日晶～３月９日晶

午前８時３０分～午後５時１５分（閉庁・
休館日を除く）
■場都市計画課、市民交流センター、各
地区公民館、アンフォーレ、社会福
祉会館
※市HPでも閲覧できます。
■対市内在住・在勤・在学者、市内に事
務所・事業所を有する個人・法人・
団体及び市内で活動する人
■申意見提出方法施閲覧期間中に、住所・
氏名（団体・法人の場合は、その名
称と所在地・代表者氏名）を明記し、
直接か郵送（必着）・ファクス・Eメ
ールで都市計画課（〒４４６－８５０１住所
不要／胃〈７６〉１１１２／toshikei@city.
anjo.lg.jp）へ
※電話受付不可。個別回答はしません。
■問都市計画課（緯〈７１〉２２４３）

パブリックコメントによる
意見
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■時期間・日時 ■場場所 ■内内容 ■講講師 ■対対象・資格 ■定定員 ■￥費用 ■持持ち物 ■他その他

■内職務内容獅霊柩車の運転や窓口対応、
施設管理等 雇用期間獅４月１日～
９月３０日（更新の場合有） 勤務日時
獅月１２日程度で、午前８時～午後４
時（松掌抄勤務有） 賃金獅時給１３１０
円、通勤割増１日２００円 選考施面
接（２月２３日晶）

■対普通自動車免許を持つ６２歳以下
■定１人
■申２月１日昭～１４日昌午前９時～午後
４時に、履歴書を直接か郵送（必着）
で総合斎苑（〒４４６－００４６赤松町乙菊
２２－１／緯〈７２〉６６２６）へ

総合斎苑臨時職員

女性のあらゆる悩みに関する相談を
受ける女性相談員を募集します。
■内勤務日時獅毎週昌（抄を除く）午前１０
時～午後４時（休憩１時間） 雇用期
間獅４月～９月（更新の場合有） 謝
礼施１日６７５０円（交通費含む）

■対女性からの相談に熱意と見識を持っ
てあたることができ、ワードやエク
セル等のパソコン操作ができる人
※選考にあたり、心理学やカウンセ
リングに関する知識がある人・相談
業務の経験がある人を優先します。

■定１人
■申２月１日昭～３月９日晶午前８時３０
分～午後５時１５分（松掌承を除く）に、
写真付履歴書と８００字程度の小論文
（テーマ「さまざまな悩みを抱える女
性の相談に対してどのように取り組
んでいきたいか」）を持ち市民課相談
室へ

■問市民課相談室（緯〈７１〉２２２２）

女性相談員

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・在学者
■他最優秀作品は、本紙にて氏名、町名
又は勤務先・学校名を発表します。
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
※応募作品の著作権は市に帰属。

■申２月２８日昌までの午前８時３０分～午
後５時１５分（松掌承を除く）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
は勤務先か学校名・学年を任意の用
紙に記入し、直接か郵送（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.
lg.jp／緯〈７６〉３０５３）へ
※応募は１人１点、未発表に限る。

環境美化標語

市社会福祉協議会の夜間管理人を募
集します。
■内職務内容獅施設利用受付、閉館時施
錠、その他施設管理等 雇用期間獅

４月１日～平成３１年３月３１日（更新
の場合有） 勤務日獅昇～掌の間で
ローテーション勤務（抄勤務あり。
１カ月あたり約８日間） 勤務時間
諮昇～松獅午後５時～９時３０分 掌

抄獅午前８時３０分～午後５時３０分
振替休日獅午前８時３０分～午後５時
３０分又は午後５時～９時３０分※各勤
務時間区分をローテーションする勤
務で週２０時間未満（勤務先によって
若干の時間の違いあり） 勤務場所
獅市内各福祉センター 賃金獅時給
８８０円、通勤割増１日２００円 選考獅

面接（２月２３日晶）
■対普通自動車免許所持者
■定３人程度
■申２月６日昇～１７日松の午前９時～午
後５時（掌承を除く）に、申込書を持
ち市社会福祉協議会総務課（社会福
祉会館内）へ
※申込書は社会福祉会館・市社会福
祉協議会HPで配布。

■問市社会福祉協議会総務課（緯〈７７〉２９
４１）

市社会福祉協議会臨時職員

■内職務内容獅施設管理作業補助 勤務
開始日獅４月１日 勤務日時獅週５
日で、午前８時～正午又は午後２時
～６時（松掌抄含む、季節・曜日に
より勤務時間の変更有） 選考施面
接 賃金獅時給８８０円（松掌抄は９８０
円）、通勤割増１日２００円 休日獅応
相談
■対普通自動車免許所持者
■定２人
■他面接時に写真付履歴書を持参
■申２月１２日承までの午前９時３０分～午
後５時（昇を除く）に、電話でデンパ
ーク（緯〈９２〉７１１１）へ
※申込みのない場合１４日昌以降も受
付。

デンパークのスタッフ

■内職務内容獅清掃、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３～４
日、午前８時３０分～午後５時３０分の
間で７時間３０分程度 勤務場所獅地
区公民館 選考施面接（２月２２日昭）
賃金獅時給９７０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３人程度
■申２月２日晶～１４日昌午前９時～午後
５時（５日捷を除く）に、写真付履歴
書を持ち生涯学習課（市役所西庁舎
内／緯〈７６〉１５１５）へ

地区公民館臨時職員

「安城市地域公共交通網形成計画」を
策定するにあたり、パブリックコメン
トによる意見を募集します。この計画
は、鉄道・路線バス・あんくるバス・
あんくるタクシー・一般タクシーが、
地域住民が生活する中で利用しやすい、
合理的かつ効率的な公共交通ネットワ
ークを形成することにより、地域公共
交通の活性化を図るためのものです。
■時閲覧期間施２月９日晶～３月９日晶

午前８時３０分～午後５時１５分（閉庁・
休館日を除く）

■場都市計画課、市民交流センター、各
地区公民館、アンフォーレ、社会福
祉会館
※市HPでも閲覧できます。
■対市内在住・在勤・在学者、市内に事
務所・事業所を有する個人・法人・
団体及び市内で活動する人
■申意見提出方法施閲覧期間中に、住所・
氏名（団体・法人の場合は、その名
称と所在地・代表者氏名）を明記し、
直接か郵送（必着）・ファクス・Eメ
ールで都市計画課（〒４４６－８５０１住所
不要／胃〈７６〉１１１２／toshikei@city.
anjo.lg.jp）へ
※電話受付不可。個別回答はしません。
■問都市計画課（緯〈７１〉２２４３）

パブリックコメントによる
意見



餓広報あんじょう 2018.2.1

■申申込方法等 ■問問合せ先 ※なお、指定及び制限を設けない項目は記載していません。

外国人の皆さんが市役所窓口で手続
きをする際のフィリピン語・英語通訳、
また市役所の文書のフィリピン語・英語
翻訳に従事する臨時職員を募集します。
■内勤務日時獅毎週昌昭晶午前１０時～午
後５時（抄を除く） 雇用期間獅４月
１日～９月３０日（更新の場合有） 賃
金獅時給１５６０円（研修等は９３０円）、通
勤割増１日２００円
■対ワードやエクセル等のパソコン操作
ができ、フィリピン語・英語と日本語
による通訳や翻訳ができる健康な人
■定１人
■申２月１日昭～１６日晶午前８時３０分～
午後５時１５分（松掌承を除く）に、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市民課相談
室へ
■問市民課相談室（緯〈７１〉２２２２）

通訳臨時職員
①～④共通事項
■内職務内容諮①～③獅保育 ④獅保育
園の環境整備、保育補助 勤務開始
獅４月 勤務場所獅市内公立保育園
選考獅面接（申込時又は指定日）
■他通勤割増１日２００円、就労時間内禁
煙 ①②④獅健康保険、厚生年金、
雇用保険加入
■申捷～晶午前８時３０分～午後５時（抄

を除く）に、写真付履歴書と①～③
は保育士証を持ち子ども課（緯〈７１〉
２２２８）へ
①臨時保育士
■内勤務日時獅捷～晶午前８時３０分～午
後５時（松勤務有） 賃金獅月給２２万
２２９０円
②６時間パート保育士
■内勤務日時獅捷～晶午前７時１５分～午
後１時１５分又は午後１時～７時 賃
金獅時給１２６０円

③延長パート保育士
■内勤務日時諮①獅捷～晶午前７時３０分
～８時３０分 ②獅捷～晶午後４時～
６時 ③獅その他（勤務時間、日数
応相談） 賃金獅時給１３６０円
④保育アシスタント
■内勤務日時獅捷～晶午前８時３０分～午
後４時 賃金獅時給１０２０円

保育園臨時職員

安城市国民健康保険運営協
議会委員

市民の保健衛生に関する事業を推進
するため設置された保健センターの適
正かつ円滑な運営を図り、広く市民の
意見を求め反映するため、委員の一部
を公募します。
■内職務内容獅年１～２回行われる会議
への参加（平日昼間） 任期獅４月１
日～２０２０年３月３１日（２年間） 報酬
施会議１回７５００円 選考獅書類審査、
面接（３月１３日昇予定）

■対２月１日現在２０歳以上の市内在住・在
勤・在学者及び市内で活動している人

■定２人
■申２月５日捷～２８日昌午前８時３０分～
午後５時１５分（松掌承を除く）に、応
募用紙と４００字程度の小論文（テーマ
「わたしの考える健康づくり」）を直
接か郵送（必着）・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.lg.jp）へ
※応募用紙は同センター・市HPで
配布。

■問市保健センター（緯〈７６〉１１３３）

安城市保健センター運営協
議会委員

消防業務の体験を通して、学生の皆
さんに職業意識の向上と消防行政への
理解を深めていただくことを目的とし
たイベント及び就職説明会の参加者を
募集します。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１７日松午前９時１５分～正午
■場刈谷消防署
■内消防・救急・救助業務の体験及び就
職説明会等
■対主に大学生・短大生・専門学校生及
び高校生
■定３０人（先着順）
■申２月１日昭～１６日晶午前９時～午後
５時（松掌承を除く）に、電話で衣浦
東部広域連合総務課（緯〈６３〉０１３２）へ

衣浦東部広域連合
１day職業体験・就職説明会

医科・歯科・調剤のレセプトを点検
する臨時職員を募集します。
■内職務内容獅専用端末を使ったレセプ
ト点検事務 勤務開始日獅３月１日
勤務日時獅捷～晶午前９時～午後４時
勤務場所獅市役所 賃金獅時給９８０
円、通勤割増１日２００円 福利厚生
獅健康保険、厚生年金、雇用保険加
入 選考獅面接（２月１４日昌）
■定若干名
■申２月９日晶までの午前８時３０分～午
後５時１５分（松掌を除く）に、写真付
履歴書を持ち国保年金課（緯〈７１〉２２
３０）へ

レセプト点検臨時職員

国民健康保険事業の運営に関して審
議し、市長への答申等を行います。
■内職務内容獅年２～３回行われる会議
への参加（平日昼間） 任期獅５月１５
日～２０２１年５月１４日（３年間） 報酬
施会議１回７５００円 選考獅書類審査
（１次）、面接（２次）
■対５月１５日現在市内在住の２０歳～７０歳で、
過去１年～任期終了の４年間、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（安城市議会の議員を除く）
※応募時点で本市の審議会等の委員
を３つ以上兼務していないこと。た
だし、５月１５日時点で解任されてい
るものは除く。

■定２人
■申２月１３日昇～２８日昌午前８時３０分～
午後５時１５分（松掌を除く）に、応募
用紙と８００字程度の作文（テーマ「応
募の動機」及び「国民健康保険に関す
ること」）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住所不要／胃〈７６〉１１１２
／kokuho@city.anjo.lg.jp）へ
※応募用紙は、同課・市HPで配布。

■問国保年金課（緯〈７１〉２２３０）
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