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■時 ２月１４日�午前１１時
■対 小学生以下
■定 １５０人
■場 ■問 堀内公園（�〈９９〉５９４７）

■場 ■問 同クラブハウス（�〈９２〉７１１２）
■他 別途入園料が必要。週末の体験は、
変更・中止になる場合があります。
押し花教室　　　　　　　　　　　　
■時 ２月７日�・８日�午前１０時
■定 各１００人（当日先着順）
■￥ ５００円から
シルバーアクセサリー教室　　　　　
■時 ２月１１日�午前１０時
■定 ５０人（当日先着順）
■￥ １５００円から
パン教室（デニッシュと動物型あんぱん）
■時 ２月１５日�午後１時・２時３０分
■定 各４８人（先着順）
■￥ ５００円
■申 当日午前９時３０分から同クラブハウ
スへ

いちご大福教室　　　　　　　　　　
■時 ２月７日�・８日�・１４日�・１５日
�午前１１時・午後１時・２時３０分
（７日は午前１１時のみ）
■定 各１５人（当日先着順）
■￥ ５００円
寄せ植え講座　　　　　　　　　　　
■時 ３月２１日�午前１０時
■定 ３２人（先着順）
■￥ ３０００円
■申 ２月１４日�午前９時３０分から電話で
同クラブハウスへ

■時 ２月２７日�午前９時３０分～午後１時
■場 市保健センター
■内 親子で調理実習（三色おにぎり、き
のこのみそ汁、ほうれん草のごま和
え、かつおの香味焼）
■対 ３歳児健診済みで就学前の子とその
保護者
■定 １２組程度（先着順）　
■￥ １人４００円
■申 ２月５日�～２０日�午前８時３０分～
午後５時１５分（���を除く）に市保
健センター（�〈７６〉１１３３）へ

■時 ２月１８日�～３月２日�午前９時３０
分～午後５時（�を除く）
■場 ■問 デンパーク（�〈９２〉７１１１）

■場 ■問 マーメイドパレス（�〈９２〉７３５１）
マーメイドちゃん・マーメイド王子を探せ
■時 ２月１１日�午前１０時～午後６時
■内 プール内に隠れているマーメイドち
ゃん・マーメイド王子を見つけた人
に、招待券
をプレゼン
ト
■対 小学生以下
■￥ 施設使用料
バレンタインデー無料招待　　　　　
■時 ２月１４日�午前１０時～午後９時（プ
ール利用は午後８時まで）
■対 男性
■他 トレーニングジム利用者は、修了証
が必要
水中講座プログラム　　　　　　　　
■対 １８歳以上の人
■他 託児あり（各１０人まで／先着順）
■申 ２月５日�午前１０時からマーメイド
パレスへ
■時 ■内 下表のとおり（いずれも先着順）

日本舞踊フィットネスＮＯＳＳ体験会
■時 ２月２７日�午前１０時３０分～１１時３０分
■対 １８歳以上の人
■￥ ５００円
■定 ２０人（先着順）
■他 託児あり（１０人まで／先着順）
■申 ２月５日�午前１０時からマーメイド
パレスへ

マーメイドパレスの催し ▼

親子栄養スクール ▼

定員とき講座名

２０人
２月１８日�
午前１０時～１１時

初級水泳

４０人
２月２５日�
午前１１時～正午

体験アクア
ビクス

デンパーク 
フォトコンテスト作品展示会

▼
▼

デンパーククラブハウスの
教室・講座

▼
▼

■時 ３月１日�午後１時～３時３０分
■場 市保健センター
■内 演題 ▼知っておこう！自分のこころ
とメンタルトレーニング
■講 岡本 正  善 氏（プロスポーツのメンタ

まさ よし

ル・トレーナー、元プロ野球ダイエ
ーホークスのトレーナー）
■対 ２０～５０代の市内在住の人
■定 ８０人程度（先着順）
■申 ２月９日�から講座名・住所・氏名・
電話番号を電話・ファクス・Ｅメー
ルで市保健センター（�〈７６〉１１３３／
�〈７７〉１１０３／ kenko@city.anjo.lg.
jp）へ
※市ホームページからも申し込みで
きます。

■時 ２月８日�午前９時～正午
■場 リサイクルプラザ
■問 清掃事業所（�〈７６〉
３０５３）、当日の問い
合わせ（�０９０〈９８９
２〉２９３３）

■時 ２月１６日�午前１０時～午後４時
■場 ウイングアリーナ刈谷　
■対 ３５歳未満で大学・短大・専門学校を
卒業または今春卒業予定の人
■他 ＪＲ・名鉄刈谷駅北口、名鉄知立駅
より無料送迎バスあり
■問 商工課（�〈７１〉２２３５）

■場 ■問 桜井福祉センター（�〈９９〉７３６５）
桜井福祉センターまつり　　　　　　
■時 ２月８日�午前９時３０分～午後４時
■内 福祉バザー、芸能発表会、手話教室、
高齢者疑似体験、ふれあい囲碁教室、
小物づくり。地域の福祉施設・養護
学校・保育園・自主グループの皆さ
んの作品展示や身障デイサービスの
紹介など

「男の料理」講座　　　　　　　　　　
■時 ２月２５日�午前９時～午後０時３０分
■内 料理初心者の料理教室（アジのムニ
エルの野菜あんかけなど）
■対 市内在住で、６０歳以上または障害者
の男性
■定 １０人（先着順）
■￥ ３００円
■申 参加費を持って、２月１０日�午前９
時から同センターへ
※受け付け開始時に定員を超えた場
合は抽せん。

心を元気にする講座 ▼ わた菓子の配布 ▼

桜井福祉センターの催し ▼
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（　）内は前月比�

〈平成21年１月１日現在〉�
　総人口�
　　男性�
　　女性�
　世帯数�

17万9460人（－33）�
9万2012人（－36）�
8万7448人（＋ 3）�
6万6636世帯（－14）�

火　　災�
救　　急�

（年間累計／前年対比）�

刑 法 犯�
交通事故�
負 傷 者�
死　　者�

309件（3247件／＋ 53）�
669件（7433件／－202）�
156人（1584人／－239）�
0人（ 　3人／－ 11）�

人口・世帯�

12月の火災・救急�

12月の犯罪・事故�

1件（うち建物　0件）�
616件（うち急病388件）�

西三河合同企業説明会 ▼

今月の再生家具等入札販売 ▼

■内 ■時 オリオン座「エジプトでは神さま
だったオリオン座」 ▼８日�午後１
時３０分・３時　おおいぬ座・こいぬ
座「冬の星空散歩～おおいぬ座＆こ
いぬ座～」 ▼１５日�・２２日�午後１
時３０分・３時

■場 ■問 文化センター（�〈７６〉１５１５）

■時 ３月１１日�午前９時３０分～午後１時
■場 市保健センター
■内 貧血予防や栄養バランスのとれた食
事（発芽玄米ご飯、まぐろの味付け
缶入卵焼き、あさり入りひじきの煮
物、簡単変わり白和え）
■対 妊娠中（出生予定月５～９月）の人
（家族の参加も可）
■定 ２４人（先着順）
■￥ ４００円
■申 ２月５日�～３月４日�午前８時３０
分～午後５時１５分（���を除く）に
市保健センター（�〈７６〉１１３３）へ

　安城・碧南・刈谷・知立・高浜市在
住・在勤の人はどの会場でも受講可能。
■問 衣浦東部広域連合消防局消防課（�
〈６３〉０１３５）
小児・乳児応急手当講習会　　　　　
■時 ２月１４日�午前９時～１１時
■場 安城消防署
■内 小児・乳児の心肺蘇生法、ひきつけ、
のどに異物が詰まった時の処置
■定 １５人（先着順）
■申 ２月５日�午前９時から同署（�〈７５〉
２４９４）へ
普通救命講習会Ⅰ　　　　　　　　　
■時 ２月１５日�午前９時～正午
■場 刈谷消防署
■内 心肺 蘇  生 法（気道確保、人工呼吸、胸

そ せい

骨圧迫）、ＡＥＤの使用法、止血法など
■定 ２０人（先着順）
■申 ２月５日�午前
９時から同署�
〈２３〉１２９９）へ
上級救命講習会　　　　　　　　　　
■時 ２月２１日�午前９時～午後３時・２２
日�午前９時～正午

■場 知立消防署
■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、
外傷の手当てなど
■定 ２０人（先着順）
■申 ２月５日�午前９時から同署（�〈８１〉
４１４４）へ

マタニティクッキング ▼

プラネタリウム
２月の生解説

▼
▼

　入賞作品を今年の環境美化標語とし
て使用します。
■対 市内在住・在勤・在学の人
■内 ごみ減量、犬のふんの始末、ごみの
ポイ捨てなど　賞 ▼最優秀１句、優
秀６句、佳作数句（各賞に賞品あり）

■申 ２月２７日�（当日消印有効）までに、
標語と住所・氏名・年齢（学生は学
校名・学年も）・電話番号を郵送・持
参・ファクス・Ｅメールで清掃事業
所（�〈７６〉３０５３／〒４４４－１１５５堀内町
西新田２／�〈７７〉１３１８／ kankyo-
hozen@city.anjo.aichi.jp）へ
※応募は１人１句まで。様式は問い
ません。

■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
■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。

環境美化標語 ▼

■時 ３月２日�・５日�午前９時３０分～
午後１時

■場 市保健センター
■内 講義「上手な栄養のとり方」と調理実
習「調理の基本～だしのとり方～」

■対 １８～２９歳の女性
■定 各２４人（先着順）
■￥ ４００円　
■申 ２月５日�～２０日�午前８時３０分～
午後５時１５分（���を除く）に講座
名、参加希望日、氏名、生年月日、
電話番号・連絡先（ファクス・Ｅメ
ール）を電話・ファクス・Ｅメールで
市保健センター（�〈７６〉１１３３／�〈７７〉
１１０３／ kenko@city.anjo.lg.jp）へ

■時 ２月８日�午後１時３０分～４時３０分
■場 碧南市役所
■内 講話・ワークショップ結果報告
■講  養  父  志  乃  夫 氏（和歌山大学教授）、阿

や ぶ し の ぶ

   
あ

 蘇  裕  矢 氏（静岡文化芸術大学教授）
そ ゆう や

■問 県知立建設事務所（�〈８２〉６４９３）、市
公園緑地課（�〈７１〉２２４４）

救命講習会 ▼

食育クラブ ▼
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油ヶ淵水辺公園
ワークショップ報告会

▼
▼

■申 電話でデンパーク（�〈９２〉７１１１）へ

時給対象勤務時間職種（内容）

７８０円
から

１８～４５歳くらい
（大学生歓迎、
　高校生不可）

午前９時～午後５時の
うち４時間以上
（応相談）

①売店スタッフ
（販売員）

②ゲート・インフォメーション
スタッフ（チケット販売・改札、
インフォメーション事務）

１８～４５歳くらい
（高校生不可）

③クラブハウススタッフ（体験
教室の受け付け・教室の補助）

１８～６２歳くらい
（高校生不可）

午前８時～正午または
午後１時～５時

④植栽スタッフ（園内花壇の管
理・ディスプレイの設置など）

※通勤割増１日２００円。���の時給は１００円増。
※面接時に写真を添付した履歴書を持参してください。
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暴力団に関する困り事・悩み事の�
相談に応じます�
暴力団に関する困り事・悩み事の�
相談に応じます�
暴力団に関する困り事・悩み事の�
相談に応じます�

暴力団
などの債権取立、交通事故

の示談
介入、不当な要求など

暴力団
などの債権取立、交通事故

の示談
介入、不当な要求など

こんなときは�

■内 月額９０００円
※６か月分ずつ年２回支給。
■対 経済的な理由で高等学校（公私立）へ
の進学や修学が困難な学力優秀な人
で、ほかの奨学金を受けていない市
内在住の人
■申 今年進学する人�３月３１日�までに
在学している中学校へ　高校在学中
の人�３月３１日�までに市教育委員
会総務課（�〈７１〉２２５３）へ

■時 ２月中に、地域ごと順次発送
■対 昭和５６年５月３１日以前に着工された
木造住宅を所有している人
■申 建築年、構造などを確認のうえ建築
課（�〈７１〉２２４１）へ

■時 ４月２０日�まで
■内 小売業を行う者の名称・住所など
　店舗名称 ▼ さるびあプラザ（核店舗
イトーヨーカドー）
■場 ■問 県商業流通課（�０５２〈９５４〉６３３８）、
市商工課（�〈７１〉２２３５）

■時 ２月７日�
■内 課税処理作業のため、固定資産税に
関する証明書の発行ができません。
　※所得・納税に関する証明書は発行
します。
■問 市民税課（�〈７１〉２２１３）

■時 ３月８日�午前８時１０分
■場 市保健センター
■対 ２０歳以上で今年度健康診査を受けて
いない安城市に住民票のある人
■定 ２５人（先着順）
■￥ 加入する健康保険によって金額が異
なります
■申 ２月５日�から（午前８時３０分～午
後５時１５分、���を除く）市保健
センター（�〈７６〉１１３３）へ

■内 開始日 ▼１月１２日　
　店舗名 ▼ジップドラッグ白沢古井店
■問 清掃事業所（�〈７６〉３０５３）

■内 「家庭の日」にちなんで、家族で卓球・
ニュースポーツができる体育室を無
料開放
■時 毎月第３�午前９時～午後４時３０分
■場 ■問 青少年の家（�〈７６〉３４３２）

大規模小売店舗立地法に
係る届出書の縦覧

▼
▼

無料耐震診断申し込み案内
（後期分）を発送

▼
▼

固定資産税に関する証明書
が発行できません

▼
▼

　子育ての手助けをしてほしい人「依
頼会員」と子育ての協力をしてくれる
人「提供会員」が、お互いに助け合う会
員組織です。
■対 依頼会員 ▼市内在住・在勤・在学の
人　提供会員 ▼市内在住で、心身と
もに健康で自宅で子どもを預かるこ
とのできる人、子どもが好きでボラ
ンティア精神のある人　
■問 ファミリー・サポート・センター
（市役所西会館内／�〈７２〉２３１５）
依頼会員希望者の入会説明会　　　　
■時 毎月２回開催
■申 事前に同センターへ
提供会員希望者の講習会　　　　　　
■時 ２月１６日�午前９時～午後３時３０分
■他 保育サポーターの有資格者は講習会
を免除
■申 事前に同センターへ

■内 入学検査（基礎学力・作文・面接） ▼

前期選抜�３月１７日�　後期選抜�
３月２７日�

■対 中学校を卒業した人（３月卒業見込
み含む）または中学校卒業と同等以
上の学力があると認められる人
■定 普通科４０人
■申 前期選抜�３月３日�・４日�　後
期選抜�３月２４日�・２５日�午前９
時～午後４時（いずれも最終日は午
後３時まで）に安城高校（�〈７６〉６２１８
／赤松町大北１０３）へ

■時 申し込み期日 ▼３月３１日�まで
■内 訓練科 ▼木造建築科、造園科、建築
板金科、左官・タイル施工科　
■対 ３０歳以下の人で、訓練科に該当する
職種を事業所で従事している人
■問 愛知建連技能専門校（碧南市／�〈４１〉
４５２３）

体育室を無料開放 ▼

レジ袋有料化実施店が増え
ました

▼
▼

■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
■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。

高校進学・修学に
奨学金制度を設けています

▼
▼

人間ドック（日曜日ドック） ▼

ファミリー・サポート・セ
ンターの会員

▼
▼

県立安城高等学校
夜間定時制の生徒

▼
▼

愛知建連技能専門校訓練生 ▼

■時 ■場 ■内 暴力追放愛知県民会議（�０５２
〈９５３〉３０００） ▼�～�午前９時～午
後５時／民事介入暴力事案などに
経験と専門的知識のある弁護士・
警察官ＯＢが相談に応じます。　
安城警察署刑事課（�〈７６〉０１１０） ▼

�～�午前８時４５分～午後５時３０
分／警察官が相談に応じます。
　※いずれも�を除く。
■問 市民安全課（�〈７１〉２２１９）
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外国語の
情報ボックス

※申し込みや問い合わせは、日本語
でお願いします。
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