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デンパーククラブハウスの教室・講座

介

■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。
広報あんじょう 2013.12.1

■場■問市スポーツセンター（緯〈７５〉３５４５）
水泳教室
■時来年１月７日昇・１４日昇・２１日昇・
２８日昇、２月１８日昇・２５日昇午後１
時～２時（全６回）
■対おおむね４０歳以上の水泳初心者
■定１５人（先着順）
■￥３０００円
■持水着・水泳帽子・ゴーグル
■申１２月５日昭～２０日晶午前９時～午後
８時（休館日を除く）に市スポーツセ
ンターへ

水中ウオーキング＆アクアビクス教室
初心者にも始めやすい内容です。
■時来年１月９日昭・１６日昭・２３日昭・
３０日昭、２月２０日昭・２７日昭午後１
時～２時（全６回）
■対１８歳以上の人
■定２５人（先着順）
■￥２７００円
■持水着・水泳帽子
■申１２月５日昭～２０日晶の午前９時～午
後８時（休館日を除く）に市スポーツ
センターへ

新年タイム測定会
■時来年１月１２日掌午後１時～３時
■内大会で使用する自動計測装置を使い、
２５ｍ・５０ｍ・１００ｍのうち希望のタ
イムを測定（２種目まで申し込み可）
■対２５ｍ泳げる人（小学校３年生以下は
保護者同伴、保護者１人につき２人
まで）
■定２５人（先着順）
■￥施設利用料
■持水着・水泳帽子（保護者も必要）
■申１２月５日昭～開催日前日午前９時～
午後８時（休館日を除く）に市スポー
ツセンターへ

プールワンポイントレッスン
■内■時水中ウオーキング（初心者向け）獅
第１・３昌、第２・４晶午後１時～
１時３０分 基礎水泳指導獅第１・３
晶、第２・４昌午後６時～６時３０分
■定各５人（先着順）
■￥施設利用料
■持水着・水泳帽子（必要な人はゴーグ
ルも）
■申各開催日時の３０分前まで（休館日を
除く）に市スポーツセンターへ

ポーツセンターの講座ス

寄せ植え講座「苔玉（こけだま）づく
り」
■時来年１月１０日晶午前１０時
■内可愛らしい苔玉を作ろう
■講野正美保子氏（ＲＨＳＪコンテナ

の まさ み ほ こ

ガーデニングマスター）
■定２０人（先着順）
■￥３５００円
■申１２月５日昭～２５日昌午前９時３０分
～午後５時（１０日昇・１７日昇を除
く）に同クラブハウスへ
フォトマスターＥＸによる写真講座
「遠近法の話」
■時来年１月１０日晶・２４日晶午前１０時
（全２回）
■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１２月５日昭午前９時３０分から同ク
ラブハウスへ
押し花講座
■時来年１月９日昭・２３日昭、２月６
日昭・２０日昭、３月６日昭・１３日
昭午前１０時（全６回）
■内押し花作りと、押し花を使った額
物作りに挑戦
■講長谷川はる子
氏（ふしぎな
花倶楽部押し
花インストラ
クター）
■定２０人（先着順）
■￥１万２０００円
■他期間中のデン
パーク入園パスポート付き
■申１２月５日昭午前９時３０分から同ク
ラブハウスへ
フラワーアレンジメント講座
■時来年１月９日昭・２３日昭、２月６
日昭・２０日昭、３月６日昭・１３日
昭午後１時３０分（全６回）
■講山口秋子氏（日本フラワーデザイ

あき こ

ナー協会NFD講師）
■定２０人（先着順）
■￥６０００円、別途材料費各２０００円
■他期間中のデンパーク入園パスポー
ト付き
■申１２月５日昭午前９時３０分から同ク
ラブハウスへ

■他入園料別途。都合により変更の場合あり。詳細は問い合わせてください
■場■問同クラブハウス（緯〈９２〉７１１２）
押し花教室
■時１２月７日松・８日掌午前１０時から
■講長谷川はる子氏（ふしぎな花倶楽
部押し花インストラクター）
■定各５０人（当日先着順）
■￥５００円から
愛知県産の米粉をつかった「クッキ
ーファクトリー」
■時１２月７日松～９日捷・１４日松～１６
日捷午前１０時～午後６時（９日・
１６日は午後３時まで）
■内ツリー型や星型クッキーを作ろう
■￥７００円
■申時間内に同クラブハウスへ
ジェルキャンドル教室「クリスマス」
■時１２月１４日松・
１５日掌午前１０
時から
■内砂とガラス細
工を入れたク
リスマスキャ
ンドル作り
■定各５０人（当日先着順）
■￥１２００円から
フォトスポット撮影ツアー「イルミ
ネーションと星空」
■時１２月１５日掌午後４時３０分
■講鶴田郁夫氏（フォトマスターＥＸ）

いく お

■定２０人（当日先着順）
■￥１３００円
■申当日午前９時３０分から同クラブハ
ウスへ

二胡（にこ）体験レッスン
■時１２月２０日晶午後１時３０分・３時
■内中国の伝統的な弦楽器「二胡」を体
験。楽器の貸し出しあり
■講藤井千奈美氏

ち な み

■定各４人（先着順）
■￥３００円
■申１２月５日昭午前９時３０分から同ク
ラブハウスへ

テーブルフォトふわふわ写真講座
■時来年１月８日昌・２２日昌午前１０時
（全２回）
■講岡本由樹子氏

ゆ き こ

■定２０人（先着順）
■￥２３００円
■申１２月５日昭午前９時３０分から同ク
ラブハウスへ

ジジェルキャンドジェルキャンドルル

押押し花の作押し花の作品品

市スポーツセンタ市スポーツセンターー
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■時１２月１４日松午後２時～３時
■内ギターと尺八の演奏 出演獅Ｃ．Ｇ
Ｓ．アンサンブル
■￥入苑料１００円（中学生以下は無料）、呈
茶料３００円
■場■問丈山苑（緯〈９２〉７７８０）

山苑ホワイトコンサート丈

■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
広報あんじょう 2013.12.1会

■場■問堀内公園（緯〈９９〉５９４７）
作って遊ぼう「ミニクリスマスツリー
を作ろう」
■時１２月１４日松・１５日掌・２１日松～２３日
抄午前１０時～午後３時
■定各３０人（先着順）
期間限定「回数券限定販売」
■時１２月１７日昇～２７日晶（２４日昇を除く）
■内１０００円分の回数券を購入した人に遊
具利用券を２枚進呈 販売場所獅管
理事務所

販販売する家具の一販売する家具の一例例

一部の再生家具の最低入札金額を１０
円にします。また、食器や小物家具の
販売もあります。
■時１２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）

月の再生家具入札販売今

■場■問歴史博物館（緯〈７７〉６６５５）
歴博講座
■時１２月１４日松午後２時～３時３０分
■内安城の町と工業化
特別展記念講演会
■時１２月１５日掌午後２時～３時３０分
■内一向一揆とは何か
■講金

きん

龍
りゅう

静氏（本願寺史料研究所副所長）
しずか

■他特別展については本紙裏表紙に掲載

史博物館の催し歴

堀堀内公堀内公園園

フットセラピー体験会
■時１２月２５日昌午前１０時３０分～１１時３０
分
■対１８歳以上の人
■定１５人（先着順）
■￥５００円
■持バスタオル・フェイスタオル各２
枚、動きやすい服装
■申１２月１７日昇午前１０時からマーメイ
ドパレスへ
親子水泳教室
■時来年１月５日掌・１２日掌・１９日掌・
２６日掌午後１時～１時５０分（全４
回）
■対幼児とその保護者（２人１組）
■定２０組（定員を超えた場合は抽選）
■￥２３００円
■申１２月５日昭～１５日掌午前１０時～午
後７時３０分に直接マーメイドパレ
スへ
※電話申し込み不可。

造波プールでジャンケン大会
■時１２月１５日掌午後２時
■内ジャンケンに勝ったらマーメイド
パレス無料券を進呈
■対当日のプール利用者
■￥施設利用料
１２月の水中講座
■時１２月１８日昌午前１１時～正午
■内■定初級水泳「クロールから始めま
しょう」獅２０人 体験アクアビク
ス獅４０人（いずれも先着順）
■対１８歳以上の人
■￥施設利用料
■他託児あり（生後６カ月～未就園児、
先着５人）
■申１２月１０日昇午前１０時からマーメイ
ドパレスへ
託児あり！トレーニングジム利用会
■時１２月１９日昭午前１０時３０分～正午
■対生後６カ月～未就園児とその保護
者
■定５人（先着順）
■￥施設利用料
■持運動のできる服装・室内シューズ
■他トレーニングジムを初めて利用す
る人は、講習会があります
■申１２月１０日昇午前１０時からマーメイ
ドパレスへ

内公園の催し堀

ママーメイドパレマーメイドパレスス

歴史博物歴史博物館館

■場■問マーメイドパレス
（緯〈９２〉７３５１）

丈山丈山苑苑

ＣＣ．ＧＳ．．ＧＳ．アアンサンブンサンブルル
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■時１２月２２日掌午前１０時～正午
■場市民会館
■内習字の体験をしながら、学校や日常
生活で必要な日本語を学ぶ
■対市内小学校に在学で、外国籍または
外国にルーツのある子
■定１０人（先着順）
■￥１００円
■他会場まで保護者が送迎してください。
子どもに日本語を教えるボランティ
アも募集してい
ます
■申１２月５日昭～１８
日昌午前８時３０
分～午後５時１５
分（松掌を除く）
に市民協働課
（緯〈７１〉２２１８）へ

解広報あんじょう 2013.12.1

■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。

■時■場■内下表のとおり

■￥４７００円（愛知県収入証紙により納付）
■申来年１月１０日晶まで（必着）に、申請
書などを持参か郵送で（一社）愛知県
危険物安全協会連合会（〒４６１－００１１
名古屋市東区白壁１－５０）へ
※同連合会ウェブサイトから電子申
請もできます。受講申請書などは、
各消防署・県民生活プラザで配布。
■問（一社）愛知県危険物安全協会連合会
（緯０５２〈９６１〉６６２３）、衣浦東部広域連
合消防局予防課（緯〈６３〉０１３７）

講習種別会場講習日 一般特定給油

午後午前

ウィル
あいち

来年
１月３０日昭

午前午後３１日晶

午後２月３日捷

午前午後４日昇

午前
午後５日昌

午後午前６日昭

給油獅給油取扱所 特定獅特定事業所

険物取扱者保安講習会危

ども日本語教室～習字ク
ラス～

子

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
講可。
■問衣浦東部広域連合消防局消防課（緯

〈６３〉０１３５）
普通救命講習Ⅲ
■時１２月１４日松

午前９時～
正午
■場高浜消防署
■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ときの処置な
ど
■定２０人（先着順）
■申１２月５日昭午前９時から同署救急係
（緯〈５２〉１１９０）へ

普通救命講習Ⅰ
■時１２月１５日掌午前９時～正午
■場刈谷消防署
■内心肺蘇生法、AEDの使用法、止血
法など
■定２０人（先着順）
■申１２月５日昭午前９時から同署救急係
（緯〈２３〉１２９９）へ

応急手当普及員再講習
■時１２月２２日掌午前９時～正午
■場碧南消防署
■内応急手当を普及させるための指導技
能の維持・向上
■対普及員の資格を有し、認定日から３
年目を迎える企業団体の人
■申１２月５日昭午前９時から同署救急係
（緯〈４１〉２６２５）へ

命講習会救

AAEAEDDのの使用法を学びましょ使用法を学びましょうう

■時来年１月９日昭・２６日掌午前９時３０
分～１１時４５分
■内昭和の森の花・鳥・虫などの観察
■申当日午前９時３０分までに昭和の森交
流館前へ
■場■問県緑化センター（豊田市／緯０５６５
〈７６〉２１０９）

和の森を歩く会昭

書書道で学ぼ書道で学ぼうう

一緒に昭和の森で観察しません一緒に昭和の森で観察しませんかか

■時来年１月１７日晶・２４日晶午前１０時３０
分～午後３時３０分（全２回）
■場県緑化センター（豊田市）
■内名園を例とした庭園設計の考え方、
平面図・パース図の描き方
■講野村勘治氏（庭園デザイナー）

かん じ

■定９０人（先着順）
■申１２月１７日昇午前９時から電話または
県緑化センターウェブサイト「研修・
教室のご案内申し込みフォーム」で
同センター（緯０５６５〈７６〉２１０９／http
://www１０.ocn.ne.jp/~ryokka/）
へ

化研修「庭園設計」緑

子子どもの人形を使い実習しま子どもの人形を使い実習しますす

■時１２月１４日松午前１０時
■内猫と暮らすための説明と猫の譲渡
■対県内在住の２０歳以上の人
■持譲渡希望の人は、キャリーケースま
たはダンボール箱
■他飼育場所が集合住宅や借家の場合は
規約などを持参してください。犬の
譲渡は平日の受け付けもあり
■場■問県動物保護管理センター（豊田市
／緯０５６５〈５８〉２３２３）

の譲渡会猫
庭庭園について学びましょ庭園について学びましょうう
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■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
広報あんじょう 2013.12.1回

■内１００日間（１２月１９日昭～来年３月２８日
晶）毎日、体重を記録します。１００日
間継続できた人には、参加賞を進呈
■対市内在住または在勤の１８歳以上で、
ＢＭＩが２３以上でやせたいと思って
いる人
※ＢＭＩ＝体重（㎏）÷身長（ｍ）÷身
長（ｍ）。
■定１００人（先着順）
■他希望者には、ダイエットの情報や講
座を紹介するほか、活動量計を使っ
て、保健師・管理栄養士がダイエッ
トを手伝います
■申１２月５日昭～１２日昭（松掌を除く）に
申込書を持参・郵送・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／胃〈７７〉１１０
３／kenko@city.anjo.aichi.jp／緯

〈７６〉１１３３）へ
※申込書は、同センター・市公式
ウェブサイトで配布。

日間ダイエットチャレン
ジ２０１３参加者

１００

■時来年４月８日昇（予定）から１年間
（全寮制）
■内募集科獅機械科、縫製科、木工科、
陶磁器科、紙器製造科
■対義務教育を修了または来年３月修了
見込みで知的障害があり、集団生活
に支障がなく、訓練の妨げとなる問
題行動のない人
■定各２０人（試験により選考）
■申事前に見学をし、来年１月２４日晶ま
でに入校願書、療育手帳の写し（ま
たは判定書の写し）、健康診断書など
をハローワーク刈谷へ
※願書は、春日台職業訓練校で配布。
定員に達しないときは、３月１４日晶

まで追加募集。
■問春日台職業訓練校（春日井市／緯０５６
８〈８８〉０８１１）、市障害福祉課（緯〈７１〉２２
２５）

日台職業訓練校訓練生春

■問衣浦東部広域連合総務課（緯〈６３〉０１３３）

広域連合所有財産

２８５．９８釈土地
２０，１８８．１１釈建物

単位：千円■歳出
執行率（％）構成比（％）支出済額予算現額科目
３８．８０．０７７７２，００１議会費
３５．９３．８７６，９１５２１４，０１９総務費
４２．５９５．９１，９２３，８７４４，５２２，５９２消防費
４７．９０．３５，０９２１０，６３８公債費
０．００．００２０，０００予備費
４２．１１００．０２，００６，６５８４，７６９，２５０計

広域連合債の現在高（消防債）
単位：千円
構成比（％）現在高区分
３９．１２５，８１７安城市分市別
０．００碧南市分
４５．３２９，８７０刈谷市分
０．００知立市分
１５．６１０，２６０高浜市分
１００．０６５，９４７計
８４．４５５，６８７県都市職員

共済組合
借入
先別

１５．６１０，２６０県中央信
用組合

１００．０６５，９４７計

平成２５年度一般会計予算執行状況
単位：千円■歳入

収入率（％）構成比（％）収入済額予算現額科目
４８．６９２．３２，２２４，９９７４，５７４，４９９分担金及

び負担金
６５．７０．４８，６７１１３，２０６使用料及

び手数料
０．００．００１国庫支出金
０．００．００１財産収入
０．００．００１寄附金
１００．０７．１１７１，０６２１７１，０６１繰越金
５４．１０．２５，６７０１０，４８１諸収入
５０．５１００．０２，４１０，４００４，７６９，２５０計

衣浦東部広域連合財政状況の公表
９月３０日現在の平成２５年度予算執行状況をお知らせします。

成人への激励メッセージ新
新成人の家族、人生の先輩からのお
祝いや励ましのメッセージを募集しま
す。メッセージは、成人式当日、会場
に掲示します。
■申１２月１３日晶までに、応募用紙に町名・
氏名（匿名可）・メッセージを記入し
て、持参か郵送、Ｅメールで青少年
の家（〒４４６－００６１新田町池田上１／
seishounen@city.anjo.aichi.jp／
緯〈７６〉３４３２）へ
※応募用紙は、青少年の家・文化セ
ンター・各地区公民館・市公式ウェ
ブサイトで配布。

■内職務内容獅植栽スタッフ（植物管理
など） 勤務時間獅午前８時～正午
（松掌抄勤務あり） 賃金獅時給７８０
円から（松掌抄は１００円増）、通勤割増
１日２００円 休日獅要相談

■定１人
■他高校生不可。面接時に写真付きの履
歴書を持参してください
■申電話でデンパーク（緯〈９２〉７１１１）へ

ンパークのパート・アル
バイト

デ

■内一般入試科目施国語総合（古文・漢
文を除く）・数学（ⅠＡ）・英語（Ⅰ・
Ⅱ）・面接 試験日獅来年１月２５日松

■対高等学校卒業および来年３月卒業見
込み、またはこれと同等の学力があ
り、来年４月１日昇現在３４歳以下の
人
■定２０人
■申来年１月７日昇～１７日晶に安城医師
会安城碧海看護専門学校（緯〈７７〉８５８
８）へ

城碧海看護専門学校学生安

デデンパークで植栽の世話をしませんデンパークで植栽の世話をしませんかか

新成人に激励メッセージ新成人に激励メッセージをを


