
■時 ■場 ■対 乳幼児諮４日昭・１８日昭獅安祥
公民館、５日晶・１９日晶獅高棚町公
民館、９日昇・２３日昇獅南部公民館、
１０日昌・２４日昌獅東部公民館いずれ
も午前１０時～１１時

■問 子ども課子育て支援係（緯〈７１〉２２２９）

２月の移動児童館

■時 ２月４日昭・１５日捷午後２時～４時
（全２回）

■場 衣浦東部保健所（刈谷市）
■内 ４日獅中川 美  保  子 氏（愛知教育大学）

み ほ こ

の講演「ひきこもりを考える～子ど
ものこころ親のこころ」　１５日獅家
族交流会

■対 ひきこもり状態にある人の家族
■定 ４０人（先着順）
■申 衣浦東部保健所健康支援課（緯〈２１〉
４７７８）へ

ひきこもり家族教室

■時 ２月２日昇～５日晶・９日昇～１１日
抄・１３日松・１６日昇～１９日晶・２３日
昇～２７日松いずれも午後１時～４時
（受け付けは午後２時まで）

■場 ■問 埋蔵文化財センター（緯〈７７〉４４９０）

■時 ２月２４日昌午前９時３０分～午後１時
■場 市保健センター
■内 親子で調理実習　献立獅三色おにぎ
り、きのこのみそ汁、ほうれん草の
ごま和え、かつおの香味焼き

■対 ３歳児健診済みで就学前の子とその
保護者

■定 １０組程度（先着順）
■￥ １人４００円
■申 １月２０日昌～２月１７日昌午前８時３０
分～午後５時１５分（松掌抄を除く）に
市保健センター（緯〈７６〉１１３３）へ

２月の土器づくり教室

■時 １月２３日松午前９時～正午（売り切
れ次第終了）

■場 クリエーションプラザ（御幸本町）
■内 一色漁港で水揚げされた新鮮な魚介
類や海産物の市

■問 商工課（緯〈７１〉２２３５）、クリエーショ
ンプラザ（緯〈７２〉５００２）

まちなか魚市場

親子栄養スクール

■時 ３月２日昇午後１時３０分～３時３０分
■場 文化センター
■内 これからの労務管理のあり方～ワー
ク・ライフ・バランスのすすめ～

■講 吉田 良  生 氏（椙山女学園大学教授）
よし お

■定 ５０人（先着順）
■申 １月２０日昌から商工課（緯〈７１〉２２３５）、
県西三河県民事務所産業労働課（緯

０５６４〈２７〉２７８２）へ

労働講座

■時 ２月２７日松午後２時～４時
■場 文化センター
■内 安城若者サポートステーションの相
談状況、グループ別フリートーク

■対 １８歳からおおむね３９歳までの人とそ
の家族

■定 ２０人（先着順）
■申 １月２０日昌から郵送か電話、ファク
スで商工課（〒４４６－８５０１住所記載不
要／緯〈７１〉２２３５／胃〈７４〉６７８９）へ

親と若者のワークショップ
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フォトマスターＥＸ写真講座「北風
と陽（ひ）だまり」
■時 ２月１２日晶・２６日晶午前１０時（全
２回）

■講 鶴田 郁  夫 氏
いく お

■定 ２０人（先着順）
■￥ ２０００円
■申 １月１８日捷午前９時３０分から同ク
ラブハウスへ

バレンタインチョコクッキー教室　
■時 ２月６日松・７日掌・１１日抄・１４
日掌午後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

■場 ■問 同クラブハウス（緯〈９２〉７１１２）
■他 入園料別途。都合により変更する場合があります。詳細はお問い合わせく
ださい。

フラワーアレンジメント講座「おひ
な様の夢～かわいらしい花をまある
く飾る～」
■時 ２月１５日捷午後１時３０分
■講 山口 秋  子 氏

あき こ

■定 ２０人（先着順）
■￥ ３０００円
■申 １月１８日捷午前９時３０分から同ク
ラブハウスへ

いちご大福教室　　　　　　　　　
■時 ２月６日松・７日掌・１１日抄・１３
日松・１４日掌午前１１時、午後１時・
２時３０分

■定 各１５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

ジェルキャンドル教室　　　　　　
■時 ２月６日松・
７日掌・１１日
抄午前１０時

■定 各１００人（当日
先着順）

■￥ １２００円から

ペットボトルを花器にした寄せ植え
作り
■時 ２月１３日松午後１時～３時３０分
■講 デンハート（デンパークボラン
ティア）

■定 ３０人（当日先着順）
■￥ ４００円

男の料理教室「鯵（アジ）をさばいて
料理しよう」
■時 ２月５日晶午前１０時
■定 ２０人（先着順）
■￥ １２００円
■申 １月１８日捷午前９時３０分から同ク
ラブハウスへ

木工ペイント教室　　　　　　　　
■時 ２月１３日松・
１４日掌午前１０
時

■講 水野 幸  春 氏
ゆき はる

■定 各１００人（当日
先着順）

■￥ ５００円から

バレンタインケーキ教室「チョコレ
ートケーキを作ろう」
■時 ２月１３日松午後１時３０分
■講 原 知  恵  子 氏

ち え こ

■定 ２０人（先着順）
■￥ ２５００円
■申 １月１８日捷午前９時３０分から同ク
ラブハウスへ

■時 ２月６日松午後１時３０分
■場 文化センター
■内 女と男～ともに築く「老若男女」共同
参画社会～

■講  袖  井  孝  子 氏
そで い たか こ

■定 １００人（先着順）
■他 託児あり（就学前６歳まで、１人３００
円）

■申 １月２０日昌から住所・氏名・電話番
号（託児が必要な場合は人数）を電話
かファクス、Ｅメールで市民活動課
（緯〈７１〉２２１８／胃〈７２〉３７４１／katsu
　do@city.anjo.aichi.jp）へ

■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。

■時 １月３０日松・３１日掌午前９時～午後
５時
　※３１日は午後４時まで。
■内 安城盆栽会会員による作品の展示
■￥ 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）

■場 ■問 歴史博物館（緯〈７７〉６６５５）
「せんとくん」がやって来る　　　　　
■時 １月３０日松・
３１日掌午前１０
時・１１時・午
後１時・２時・
３時・４時

■内 平城遷都１３００
年祭のマスコ
ットキャラク
ター「せんとくん」と握手・記念撮影
ミュージアム・コンサート　　　　　
■時 ２月７日掌午後２時
■内 胡弓・ピアノ・ギターの演奏「アジ
アから歌の翼に乗せて」

特別展記念講演会　　　　　　　　　
■時 ２月１４日掌午後２時
■内 平城宮第一次 大  極  殿 の復原

だい ごく でん

■講 島田 敏  男 氏（奈良文化財研究所建造
とし お

物研究室長）
体験講座「おこしものをつくろう」　　
■時 ２月２７日松午前９時３０分
■内 ひな祭りのお菓子「おこしもの」づく
りと試食

■講 石川 敏  子 氏
とし こ

■￥ １組５００円
■申 ２月５日晶午前９時から電話で同館
へ

丈山苑盆栽展歴史博物館の催し

■時 １月２９日晶～３１日掌午前９時３０分～
午後４時
　※３１日は午後３時３０分まで。
■場 ■問 文化センター（緯〈７６〉１５１５）

シルバーカレッジ
ＯＢ作品展

サテライトセミナー
さんかく２１カレッジ公開講座

■時 ２月２７日松午前９時～正午
■場 安祥閣
■定 ２５家族（先着順）
■￥ １家族５００円
■申 １月２０日昌午前９時から電話で安祥
閣（緯〈７４〉３３３３）へ

もちつき大会

■￥ 施設使用料
■他 託児あり（生後６か月～未就園児、
先着各１０人。アクア３０を除く）

■申 １月２０日昌午前１０時からマーメイド
パレス（緯〈９２〉７３５１）へ
初級水泳「クロールから始めましょう」
■時 ２月１７日昌午前１１時～正午
■対 １８歳以上
■定 ２０人（先着順）
アクアビクス　　　　　　　　　　　
■時 ２月２４日昌午前１１時～正午
■対 １８歳以上
■定 ４０人（先着順）
アクア３０　　　　　　　　　　　　　
■時 ２月２７日松午後１時～１時３０分
■対 １８歳以上の男性
■定 ２０人（先着順）

マーメイドパレスの講座

広報あんじょう　2010.1.15峨

　昨年６月に市内の旧家から寄贈された「文字書き人形」。調査の結果、国内
で現存するのは２例目という、大変貴重なものとわかりました。江戸時代後
期の作品で、木でつくられた歯車やカムなどの機構には、当時の最高技術が
使われています。この機会にぜひご覧ください。
■時 １月２０日昌～２４日掌午前９時～午後５時
■場 ■問 歴史博物館（緯〈７７〉６６５５）



■内 入校日獅４月７日昌　訓練期間獅１
年間

■￥ 一部自己負担あり
■他 １月２８日昭、２月１０日昌に説明見学
会を開催（事前申し込みが必要)

■申 平成２２年３月中学校卒業見込みの人
は２月５日晶までに、その他の人は
２月１９日晶までに入校願書を持って、
高浜高等技術専門校（高浜市／緯〈５３〉
００３１）かハローワーク刈谷（刈谷市／
緯〈２１〉５００１）へ

電気工事科　　　　　　　　　　　　
■時 適性検査・面接諮平成２２年３月中学
校卒業見込みの人獅２月１２日晶　そ
の他の人獅３月４日昭

■対 中学校卒業程度の学力を有する原則
３０歳以下の人（平成２２年３月卒業見
込みを含む）

■定 ２０人
住宅総合科　　　　　　　　　　　　
■時 適性検査・面接獅３月４日昭

■対 中学校卒業程度の学力を有する人
■定 ３０人

■内 選考獅作文・面接　任期獅１年間　
委員会予定日獅３月１５日捷

■対 ２０歳以上の市民（学生を除く）
■定 ２人
■申 １月２５日捷～２９日晶に所定の応募用
紙と作文（志望の動機８００字程度）を
商工課へ
　※応募用紙は同課・市公式ウェブサ
イトで配布。

■問 商工課（緯〈７１〉２２３５）

市民保養事業専門委員

■内 任期獅４月～来年３月末　謝礼獅年
額７０００円（予定）

■申 １月２５日捷～２月１９日晶（当日消印
有効）に応募用紙を県県民生活課（緯

０５２〈９５４〉６１６３）・西三河県民生活プラ
ザ（緯０５６４〈２７〉０８００）へ
　※応募用紙は県民生活プラザ・県公
式ウェブサイト・市商工課で配布。

■内 訓練職種・期
間諮木造建築
科、造園科獅

３年　建築板
金科、左官・
タイル施工科
獅２年　訓練
時間獅月３～４回松午前９時～午後
５時

■対 ３０歳以下で、訓練科に該当する職種
に、事業所で従事している人
　※事業所に職業訓練指導員が在籍し、
事業主が会員であること。

■他 経費は事業者が負担
■申 ３月３１日昌までに事業所経由で願書
を愛知建連技能専門校（碧南市／緯

〈４１〉４５２３）へ

県消費生活モニター

■定 ２８０人程度（普通科）
■対 中学校を卒業・３月卒業見込みの人
※転・編入学は、高等学校で一部単
位を修得した人。

■内 選抜日 ▼前期選抜獅３月７日掌　後
期選抜獅４月４日掌　転・編入学獅

３月２２日承

■申 前期選抜獅２月２６日晶～３月１日捷

後期選抜獅３月３０日昇～４月２日晶

転・編入学獅３月１１日昭～１５日捷

（掌を除く）、特科（聴講生）獅３月１７
日昌～２１日抄（松を除く。２１日は午
後のみ受け付け可）に刈谷東高校（緯

〈２１〉３３４９）へ

愛知建連技能専門校訓練生

平成２２年度県立刈谷東高等
学校通信制課程生徒

■読書講演会「えほんの中には人生
訓がいっぱいつまってるby２０１０」
■時 ３月３１日昌午前１０時～１１時３０分
■講 あきひろ氏（ブックドクター）
■定 １００人（先着順）
■他 託児あり（１人３００円、先着２０人）
■申 ２月２日昇午前９時から整理券を
同館で配布（電話申し込み不可）

■おはなしレストラン特別企画～東
京子ども図書館「おばあさんのいす」
がやってくる！～
■時 ２月６日松　子ども向け獅午後２
時３０分～３時　大人向け獅午後３
時～４時

１日捷・８日捷・１２日晶・１５日捷・
２２日捷・２６日晶

お知らせ

中央図書館の携帯用
ウェブサイトへ葛葛

図書館へ行こう
Let's go to library!

２月の休館日

中央図書館（緯〈７６〉６１１１）

県立高浜高等技術専門校
訓練生

■対 平成２４年度中にサービス提供が開始
できる設置運営者

■申 ３月１５日捷～４月１５日昭（松掌抄承

を除く）に介護保険課へ
　※募集要項・応募申請書は同課・市
公式ウェブサイトで配布。

■問 介護保険課（緯〈７１〉２２２６）

特別養護老人ホーム
設置運営者

■内 サービス種類・整備か所数諮地域密
着型介護老人福祉施設獅１か所、認
知症対応型共同生活介護獅１か所、
小規模多機能型居宅介護獅６か所　
日常生活圏域諮サービス種類ごとに
異なります

■対 平成２３年度中に、サービス提供が開
始できる介護保険地域密着型サービ
スの事業者

■申 ３月１５日捷～４月１５日昭（松掌抄承

を除く）に介護保険課へ
　※募集要項・応募申請書は同課・市
公式ウェブサイトで配布。

■問 介護保険課（緯〈７１〉２２２６）

介護保険地域密着型サービ
ス事業者
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おはなし会
１月２１日昭、
２月１８日昭
午前１０時３０分

いないいないばあ
（１～４歳）

１月２９日晶
午前１０時３０分

絵本好き集まれ！－お
すすめ絵本紹介－
（一般）

２月２日昇・
１６日昇
午前１０時３０分

えほんとわらべうたの
会（０～２歳）

２月４日昭
午前１０時３０分

おはなしゆりかご
（０～２歳）

２月１０日昌
午前１０時３０分

おはなしたまてばこ
（２～５歳）

２月１３日松
午前１１時

大人のための絵本朗読
会（一般）

２月１９日晶
午前１０時３０分

このゆびと～まれ
（０～２歳）

　この調査は、日本の農林業の実態を
明らかにするためのものです。調査員
が、順次記入のお願いに伺います。
　結果は、農林業施策や農山村地域の
整備など、町づくり・村づくりに欠か
せない資料となります。調査内容の秘
密は厳守します。
■時 調査基準日獅２月１日捷

■問 経営管理課（緯〈７１〉２２０５）

　事業を営む法人・個人は、１月１日
現在、市内に所有する償却資産（法人
税、所得税の損金または必要経費に算
入される減価償却する資産）を１月末
日までに申告する必要があります。
　該当する法人・個人には、申告書を
送付しています。また、事業を始めた
法人・個人で申告書の届いていない場
合はご連絡ください。
■問 資産税課（緯〈７１〉２２１５）

■内 利用日獅平成２３
年４月１日晶～
９月３０日晶

■申 ２月２日昇～１０
日昌午前９時～
午後５時（捷を除く）に直接市民ギャ
ラリーへ（電話申し込み不可）
※希望日が重なった場合は抽せん。
申し込み期間後は、随時受け付け。
平成２３年３月３１日昭までの利用予約
も受け付けています。

■問 市民ギャラリー（緯〈７７〉６８５３）

市民ギャラリー展示室
一般利用予約を受け付け

償却資産の申告を忘れずに

１１月分／受け付け順／敬称略
市社会福祉協議会　善意銀行／福祉基金
ＪＡ安城東支店農用地利用改善組合、
ほほえみダンス、日本モウルド工業叙、
東端の老人、（社福）ぶなの木福祉会、
叙オーワ、叙アルテック、トゥエン
ティファースト叙、叙デンソー中部、
ボールセンター安城店、のぞみ会、叙

ニッセイ、秋葉いこいの広場テニスカ
ップ、矢田真澄、昭林公民館利用者、
作野トータル、芳墨會、東洋歌謡教室、
総合福祉センター利用者、女マルヒロ、
野村君江、匿名
市役所関係　　　　　　　　　　　　
山口裕美、野村長俊、除モラロジー研
究所安城モラロジー事務所

福祉への善意・寄付
ありがとうございます

２０１０年世界農林業センサス
にご協力を

　４月１日昭か
ら、保育時間を
午後１０時までに
変更します。
■申 ４月からの入
園、転園の手
続きを子ども
課（緯〈７１〉２２
２８）で随時受け付け

　１月１日付けで社会保険庁が廃止と
なり、新たに「日本年金機構」が発足し
ました。これに伴い、刈谷社会保険事
務所の名称が「刈谷年金事務所」に変わ
りました。場所や取り扱い業務は今ま
でどおりです。
■問 国保年金課（緯〈７１〉２２３１）

刈谷社会保険事務所の
名称を変更

■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。

■内 サービス獅認知症対応型共同生活介
護　決定事業者獅叙ニチイ学館　事
業予定地獅里町地内　事業開始予定
時期獅９月

■問 介護保険課（緯〈７１〉２２２６）

介護保険地域密着型サービ
ス事業者を決定
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よさみ保育園
夜間帯の保育を開始

■時 ２月２日昇～１４日掌

■他 トレーニングジム・アリーナは通常
営業

■問 市スポーツセンター（緯〈７５〉３５４５）

スポーツセンタープールの
臨時休館

■内 ■定 ■時 ■場 下表のとおり
　※通勤割増賃金１日２００円あり。
■申 １月１５日晶～２９日晶午前８時３０分～午後５時１５分（松掌を除く）に写真をは
った履歴書を持って子ども課（緯〈７１〉２２２８）へ
　※保育士は保育士証、看護師は看護師資格が必要。

時給勤務場所勤務時間募集人数職種

９９０円
※１

保育園

捷～晶獅午前８時３０分～午後５時
（行事により松勤務あり）８人臨時保育士

１０２０円捷～晶獅午後１時～７時３人６時間保育士

９９０円
捷～晶獅午前８時３０分～午後４時、
松獅午前８時３０分～正午（週１５時間
程度）

５人週休パート
保育士

１０７０円

捷～晶獅午前７時３０分～８時３０分、
午後４時～６時、午後４時～７時、
松獅正午～午後６時、午後１時～
７時（園により異なる）

５人延長パート
保育士

１１１０円捷～晶獅午前８時３０分～午後５時
（行事により松勤務あり）１人臨時看護師

８２０円
捷～晶獅午前１０時３０分～午後４時２人５時間用務員

幼稚園捷～晶獅午前８時３０分～午後３時
３０分１人６時間用務員

※１　クラス担当は１１５０円。


