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■時 ２月７日掌午前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、ふれあい囲碁将棋
コーナー、小物づくり、地域の福祉
施設・養護学校・さくら保育園・自
主グループの皆さんの作品展示、市
地域活動支援センターの紹介、おし
るこサービスなど

■場 ■問 桜井福祉センター（緯〈９９〉７３６５）

■時 ２月１１日抄午後２時
■場 文化センター
■内 交通安全市民運動活動方針の発表、
お笑い劇団「笑劇派」の交通安全新喜
劇

■他 参加者へ記念品を贈呈
■問 市民安全課（緯〈７１〉２２１９）

■時 ２月１７日昌午後２時～３時
■内 我慢しない女性医療
■講 関谷 裕  子 氏

ゆう こ

■対 １８歳以上で市内在住・在勤の人
■定 ８０人程度（当日先着順）
■場 ■問 市保健センター（緯〈７６〉１１３３）

桜井福祉センターまつり 女性の健康づくり講演会
～更年期のこころとからだ～

交通安全市民大会

■時 ２月２７日松午前９時
■場 碧海信用金庫本店前
■内 地元産野菜の販売・調理法のアドバ
イス

■問 農務課（緯〈７１〉２２３３）

■時 ２月１４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）

今月のまちなか産直市

今月の再生家具等入札販売

フラワーアレンジメント講座「ママ
のコサージュ」
■時 ３月１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 ２月５日晶午前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。

いちご大福教室　　　　　　　　　
■時 ２月２０日松・２１
日掌・２７日松・
２８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

アートフラワー教室　　　　　　　
■時 ２月２０日松午前１０時から
■講 青木 元  子 氏

もと こ

■定 ５０人（当日先着順）
■￥ ８００円から

ジェルキャンドル教室　　　　　　
■時 ２月２１日掌午前
１０時から

■定 １００人（当日先着
順）

■￥ １２００円から

手作りパン教室　　　　　　　　　
■時 ２月２０日松・２１
日掌・２７日松・
２８日掌午後１時・
２時３０分
　※２０日は午後２
時３０分のみ。

■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

押し花教室　　　　　　　　　　　
■時 ２月２７日松・２８
日掌午前１０時か
ら

■講 長谷川はる子氏
■定 各１００人（当日先
着順）

■￥ ５００円から

アートフラワー講座「桜」　　　　　
■時 ３月３日昌・１７日昌午前１０時（全
２回）

■講 青木元子氏
■定 ２０人（先着順）
■￥ ４０００円
■申 ２月５日晶午前９時３０分から同ク
ラブハウスへ
春の寄せ植え講座「オーストラリア
原産の植物を使って」
■時 ３月１２日晶午前１０時
■講  野  正  美  保  子 氏

の まさ み ほ こ

■定 ２０人（先着順）
■￥ ３５００円
■申 ２月５日晶午前９時３０分から同ク
ラブハウスへ

■時 ３月１０日昌午前９時３０分～午後１時
■場 市保健センター
■内 栄養バランスのとれた食事、貧血予
防食を学ぶ講義と調理実習

■対 妊娠中（出産予定月５月～９月）の人
※家族の参加も可。

■定 ２４人（先着順）
■￥ ４００円
■申 ２月５日晶～３月３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

マタニティクッキング

　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（緯

〈６３〉０１３５）
小児・乳児応急手当講習会　　　　　
■時 ２月２０日松午前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、

そ せい

のどに異物が詰まった時の処置
■定 ２０人（先着順）
■申 ２月５日晶午前９時から同署（緯〈７５〉
２４９４）へ
普通救命講習会Ⅰ　　　　　　　　　
■時 ２月２１日掌午
前９時～正午

■場 高浜消防署
■内 心肺蘇生法
（気道確保、
人工呼吸、胸
骨圧迫）、ＡＥ
Ｄの使用法、
止血法など

■定 ２０人（先着順）
■申 ２月５日晶午
前９時から同署緯〈５２〉１１９０）へ
上級救命講習会　　　　　　　　　　
■時 ２月２７日松・２８日掌午前９時～午後
３時（２８日は正午まで）

■場 知立消防署
■内 心肺蘇生法、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日晶午前９時から同署（緯〈８１〉
４１４４）へ

救命講習会
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■時 ３月１日捷午前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
■持 エプロン・手ふきタオル・筆記用具・
子ども用の上履き

■申 ２月５日晶～２２日捷午前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

■場 ■問 歴史博物館（緯〈７７〉６６５５）
歴博講座「安城の歴史を歩く③」　　　
■時 ２月２０日松午後２時
■内 三河の戦争遺跡
連続講座「南吉を語る⑤」　　　　　　
■時 ２月２７日松午後２時
■内 教え子の思い出・下宿先での南吉
■講 加藤 千  津  子 氏、本城 良  子 氏、大見ま

ち づ こ よし こ

ゆみ氏
映画会「山田洋次監督時代劇三部作②」
■時 ２月２８日掌午前１０時、午後２時
■内 隠し剣鬼の爪　出演獅永瀬正敏ほか

■場 ■問 丈山苑（緯〈９２〉７７８０）
石川丈山勉強会　　　　　　　　　　
■時 ２月１４日掌午後１時３０分～３時
■内 石川丈山に親しむツボその４
■￥ 入苑料１００円（中学生以下は無料）、呈
茶料３００円

召しませハーブ　　　　　　　　　　
■時 ２月２１日掌午後１時３０分～３時
■内 ハーブティーのおいしいいれ方、美
白化粧水作り

■講 杉浦なお 壬 氏
み

■定 ２５人（先着順）
■￥ １０００円（入苑料・呈茶料を含む）
■持 ティーカップ・小皿・ティースプー
ン・ふきん

■申 ２月５日晶午前９時から同苑へ
菜の花コンサート　　　　　　　　　
■時 ３月２０日松午後６時～７時３０分
■内 オンド・マルトノとシンセサイザー
の演奏　出演獅市橋 若  菜 

わか な

■定 １３０人（先着順）
■￥ １０００円（中学生以下は９００円、入苑料・
呈茶料を含む）

■申 ２月１０日昌午前９時から同苑へ

歴史博物館の催し

丈山苑の催し

親子栄養スクール

■場 ■問 マーメイドパレス（緯〈９２〉７３５１）
男性施設無料開放　　　　　　　　　
■時 ２月１４日掌午前１０時～午後９時（プ
ール利用は午後８時まで）

■他 トレーニングジム利用者は講習修了
証が必要

マーメイドちゃん・マーメイド王子を探せ
■時 ２月２１日掌午前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
日本舞踊フィットネスＮＯＳＳ体験会
■時 ２月２６日晶午前１０時３０分～１１時３０分
■対 １８歳以上の人
■￥ ５００円
■定 ２０人（先着順）
■持 運動のできる服装・靴下または足袋・
タオル

■他 託児あり（生後６か月～未就園児、
先着１０人）

■申 ２月５日晶午前１０時からマーメイド
パレスへ

■場 ■問 堀内公園（緯〈９９〉５９４７）
じゃんけん大会　　　　　　　　　　
■時 ２月６日松・７日掌午前１１時、午後
１時

■内 じゃんけんで勝った人に景品をプレ
ゼント

■対 小学生以下
■定 各５０人程度（景品が無くなり次第終了）
男性観覧車無料開放　　　　　　　　
■時 ２月１４日掌午前９時～午後４時３０分
わたがしの配布　　　　　　　　　　
■時 ２月１４日掌午前１１時～午後３時（雨
天中止）

■対 小学生以下
■定 １００人程度（材料が無くなり次第終了）
利用者還元くじ引き　　　　　　　　
■時 ２月２０日松・２１日掌

■内 抽せんで、当たりが出たら有料遊具
招待券をプレゼント

■対 有料遊具を２つ以上利用した人
■定 各２００人（先着順）

■時 ２月１７日昌～３月１日捷（昇を除く）
■内 四季を通じたデンパーク園内の写真
作品展

■￥ 入園料
■場 ■問 デンパーク（緯〈９２〉７１１１）

■内 ■時 よだかのほし獅７日掌・１４日掌午
後１時３０分・３時　涙がぽろり、こ
いぬ座獅２１日掌午後１時３０分・３時、
２８日掌午後１時３０分　あんぷらスペ
シャル（全編生解説）獅２８日掌午後３
時
　※毎松・抄午後１時３０分・３時から
の投映でも生解説あり。

■場 ■問 文化センター（緯〈７６〉１５１５）

プラネタリウム
２月の生解説

デンパークフォトコンテス
ト優秀作品展

マーメイドパレスの催し

堀内公園の催し

■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。

　「市政と暮らしのしおり」２７ペー
ジの北部調理場と南部調理場の電
話番号・ファクス番号に誤りがあ
りました。お詫びして訂正します。
■内 正獅北部調理場（緯〈７６〉４７００／
胃〈７７〉１８５０）、南部調理場（緯〈７１〉
１０５１／胃〈７４〉６７８４）
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■時 入学検査（基礎学力・作文・面接） ▼

前期獅３月１０日昌　後期獅３月２９日
捷

■対 中学校を卒業した人（３月卒業見込
みを含む）または中学校卒業程度の
学力があると認められる人

■定 ４０人（普通科）
■申 前期獅３月３日昌・４日昭、後期獅

３月２４日昌・２５日昭いずれも午前９
時～午後４時（最終日は午後３時ま
で）に安城高校（赤松町大北１０３／緯

〈７６〉６２１８）へ

　子育ての手助けをしてほしい「依頼
会員」と子育ての協力をしてくれる「提
供会員」が、お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
とのできる人、子どもが好きでボラ
ンティア精神のある人　

■申 事前にファミリー・サポート・セン
ター（緯〈７２〉２３１５）へ
依頼会員希望者の入会説明会　　　　
　毎月２回説明会を開催しています。
提供会員希望者の講習会　　　　　　
■時 ２月１５日捷午前９時～午後３時３０分
　※保育サポーター養成講座、子育て
ネットワーカー養成講座を修了した
人は講習会を免除。

　２月１６日昇から３月３１日昌まで、新
システムへの切り替え作業のため、電
子申請の受け付けを停止します。この
間は窓口での申請のみとなります。
■問 情報システム課（緯〈７１〉２２０７）

　聴覚障害など、電話対応が難しい人
でも通報できます。
■内 ファクス獅「緊急通報ファクス用紙」
を胃〈６３〉１１１９へ送信　Ｅメール獅

「１１９番メール届出書」を消防署に提
出し、取得したアドレスへ送信
　※ファクス用紙・届出書は消防署、
市障害福祉課、衣浦東部広域連合ウ
ェブサイトで配布。

■問 衣浦東部広域連合消防局通信司令課
（緯〈６３〉０１３８／胃〈６３〉５７３１）

■内 新アドレス獅my-sports-anjo@cit
y.anjo.lg.jp

■他 現行のアドレスは４月１日昭以降使
用できません。

■問 市体育館（緯〈７５〉３５３５）

　国税庁ウェブサイト内には、確定申
告する外国人向けに、英語・ポルトガ
ル語・スペイン語の確定申告用ページ
を掲載しています。また、申告書の作
成には、いつでも作成可能な「確定申
告書等作成コーナー」のページを利用
してください。
ＵＲＬ獅http://www.nta.go.jp/
nagoya/
■問 刈谷税務署（緯〈２１〉６２１１）

■時 ■場 ■内 暴力追放愛知県民会議（緯０５２〈９５３〉３０００）
獅捷～晶午前９時～午後５時（抄承を除く）／
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（緯〈７６〉０１１０）獅捷～晶午前
８時４５分～午後５時３０分（抄承を除く）

■問 市民安全課（緯〈７１〉２２１９）

■時 手帳交付獅４月１日昭から
■持 指定医が書いた診断書・意見書、認
め印、本人写真１枚（縦４㎝×横３
㎝、無背景のもの）
　※診断書・意見書は障害福祉課で配
布。

■申 ２月１日捷から障害福祉課（緯〈７１〉
２２２５）へ

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

身体障害手帳の障害分野に
肝臓機能障害を追加

電子申請・届出システムの
申請受け付けを停止

市体育館のＥメールアドレ
スを変更

１１９番通報はファクス・Ｅ
メールでも受け付けます

　２月は「家庭の日」県民運動の強調月
間です。青少年の家では、毎月第３掌

の「家庭の日」に、家族で卓球などがで
きる体育室を無料開放します。また、
ニュースポーツの指導もしています。
■時 毎月第３掌午前９時～午後４時３０分
　※ニュースポーツは午前１０時～正午。
■問 青少年の家（緯〈７６〉３４３２）

体育室の無料開放

国税庁外国語ページを利用
してください

■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。
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INFORMAÇÕES ÚTEIS
SEF INFORMATION

Português

Englis
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。

※ Inscrições e informações somente 
em japonês

※ Applications and inquiries will be 
in Japanese. 


