
■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。詳細は問い合わせて
ください
男の料理教室「手作りソーセージとポ
トフ」
■時 ２月４日晶午前１０時
■定 ２０人（先着順）
■￥ １４００円
■申 １月２１日晶午前９時３０分から同クラ
ブハウスへ
押し花教室　　　　　　　　　　　　
■時 ２月５日松・６日掌午前１０時から
■定 各１００人（当日先着順）
■￥ ５００円から
チョコデコ教室　　　　　　　　　　

■時 ２月５日松・６日掌・１１日抄～１３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
バレンタインクッキー教室　　　　　
■時 ２月５日松・６日掌・１１日抄～１３日
掌午後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１１日抄～１３日掌午前１０時から
■定 各５０人（当日先着順）
■￥ １２００円から
ハートのリース教室　　　　　　　　
■時 ２月１１日抄～１３日掌午前１０時から
■定 各３０人（当日先着順）
■￥ １８００円から
フォトマスターＥＸ写真講座「鉛色の
空」
■時 ２月１８日晶・２５日晶午前１０時（全２
回）

■講 鶴田 郁  夫 氏
いく お

■定 ２０人（先着順）
■￥ ２３００円
■申 １月２１日晶午前９時３０分から同クラ
ブハウスへ

■￥ 施設使用料
■場 ■問 マーメイドパレス（緯〈９２〉７３５１）
マーメイドちゃん・マーメイド王子を
探せ
■時 １月２３日掌午前１０時から
■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」を探
し出した人に、
無料招待券を
進呈

■対 小学生以下
■定 １００人（先着順）
■他 オムツ・トレーニングパンツが必要
な人は入場不可。小学３年生以下の
人は、１８歳以上の保護者の付き添い
が必要（保護者１人につき２人まで）
託児あり！トレーニングジム講習会＆
利用
■時 １月２８日晶午前１０時３０分～正午
■対 生後６か月～未就園児の子がいる人
■定 １０人（先着順）
■持 運動ができる服装、室内用の運動シ
ューズ、タオル、飲み物

■他 託児あり（生後６か月～未就園児、
先着１０人）

■申 １月２０日昭午前１０時からマーメイド
パレスへ

平日限定「マーメイドパレス利用料還
元フェア」
■時 ２月１日昇～４日晶・８日昇～１０日
昭

■内 くじ引きで、当たりが出たらマーメ
イドパレス無料券を進呈

■対 プール・トレーニングルーム利用者

■場 ■問 歴史博物館（緯〈７７〉６６５５）
特別展記念講演会　　　　　　　　　
■時 ２月５日松午後２時
■内 絵画史から見た四季耕作図
■講  並  木  誠  士 氏（京都工芸繊維大学教授）

なみ き せい し

ミュージアム・コンサート　　　　　
■時 ２月６日掌午後２時
■内 タンゴの魅力に酔いしれて　出演獅

高橋誠アコースティックバンド
連続講座「親鸞と三河の真宗④」　　　
■時 ２月１２日松午後２時
■内 親鸞ゆかりの法宝物
■講 安藤 弥 氏（同朋大学准教授）

わたる

体験講座「おこしものをつくろう」　　
■時 ２月２６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

■￥ １組５００円
■申 ２月４日晶午
前９時から電
話で同館へ

デンパーククラブハウスの
教室・講座

マーメイドパレスの催し歴史博物館の催し

■時 ３月１３日掌午後２時～３時３０分
■場 荒曽根公園（住吉町）
■内 同園の一部開園に合わせた記念植樹
（１組１本。名前入りの記念プレー
ト付き）。参加者全員に記念品を進呈

■対 市内在住の人（小学生以下は保護者
同伴）

■定 ５０組（先着順、１組４人まで）
■￥ １組３０００円
■他 車での来場はご遠慮ください。植樹
した樹木は、市に寄付していただき
ます

■申 １月２０日昭～２月４日晶（必着）午前
８時３０分～午後５時１５分（松掌を除
く）に、応募用紙に必要事項を記入
し、持参か郵送、電話、ファクス、
Ｅメールで公園緑地課（〒４４６栗８５０１
住所記載不要／緯〈７１〉２２４４／胃〈７６〉
００６６／koen@city.anjo.aichi.jp）へ
　※応募用紙は、同課、市公式ウェブ
サイトで配布。

荒曽根公園記念植樹
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■時 ２月１９日松午前１０時～１１時３０分
■講 榊原ちえ子氏（日本折紙協会講師）
■対 市内在住の６０歳以上の人
■定 ２５人（午前９時の時点で定員を超え
た場合は抽せん）

■￥ ３００円
■申 １月２０日昭午前９時から、直接西部
福祉センターへ（電話申し込み不可）

■場 ■問 西部福祉センター（緯〈７２〉６６１６）

シニア世代のための
折り紙講座

マーメイド王子

■時 ■場 ■対 乳幼児諮９日昌・２３日昌獅東部
公民館、１０日昭・２４日昭獅安祥公民
館、１５日昇・２２日昇獅南部公民館、
１８日晶・２５日晶獅高棚町公民館いず
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 １日昇～４日晶・８日昇～１２日松・
１５日昇～１８日晶・２２日昇～２６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 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。

２月の土器づくり教室

■￥ １００円（中学生以下は無料）
■場 ■問 丈山苑（緯〈９２〉７７８０）
盆栽展　　　　　　　　　　　　　　
■時 １月２８日晶～３０日掌午前９時～午後
５時（２８日は午後１時から、３０日は
午後４時まで）

■内 安城盆栽会会員の作品展示
石川丈山勉強会　　　　　　　　　　
■時 ２月６日掌午後１時３０分～３時
■内 石川丈山に親しむツボ

■場 安城商工会議所
■問 市商工課（緯〈７１〉２２３５）
倒産から学ぶ、生き残る会社の条件　
■時 ２月４日晶午後６時３０分～８時２０分
■講 野口 誠  一 氏（八起会会長）

せい いち

■定 ７０人（先着順）
■申 １月２０日昭～２月２日昌に、安城青
年会議所（緯〈７７〉２２２４）へ

最近の金融経済情勢　　　　　　　　
■時 ２月９日昌午後２時～３時３０分
■講 前田 純 

じゅん

 一 氏（日本銀行名古屋支店長）
いち

■定 １２０人（定員を超えた場合は抽せん）
■申 １月３１日捷までに、安城商工会議所
（緯〈７６〉５１７５）へ

経済講演会

■時 ２月２０日掌・２７日掌午後２時～４時
■場 愛知産業労働センター（ウインクあ
いち／名古屋市）

■対 大学（院）・短大・専門学校を卒業ま
たは３月までに卒業見込みの人
　※募集種目ごとに対象年齢が異なり
ます。

■問 自衛隊愛知地方協力本部安城案内所
（緯〈７４〉６８９４）、市行政課（緯〈７１〉２２０８）

自衛隊制度説明会

■時 ２月２２日昇午後１時３０分～３時３０分
■場 文化センター
■内 「労働時間・休日・割増賃金」の実務
と法律知識

■講 山内 里  佳 氏（山内社会保険労務士事
り か

務所）
■定 ５０人（先着順）
■申 ２月１４日捷までに、市商工課（緯〈７１〉
２２３５）または西三河県民事務所産業
労働課（緯０５６４〈２７〉２７８２）へ

丈山苑の催し

労働講座

■内 ■時 狩人と猟犬獅６日掌・１３日掌午後
１時３０分・３時　ずっと一緒に…ふ
たご座獅２０日掌午後１時３０分・３時、
２７日掌午後１時３０分　あんぷらスペ
シャル（全編生解説）獅２７日掌午後３
時
　※毎松・抄の午後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）

■時 ２月１５日昇午前１０時～午後４時
■場 市体育館
■内 西三河地区優良企業７０社（予定）の企
業説明会

■対 大学（院）・短大・専門学校生（平成２４
年春卒業予定）、卒業後３年以内の既
卒者、３５歳未満の求職者

■他 ＪＲ安城駅南口・名鉄新安城駅南口
から無料送迎バスあり

■問 商工課（緯〈７１〉２２３５）

安城プラネの仲間たち
２月の生解説

■時 １月３０日掌午前９時～午後１時
■場 文化センター
■内 献立獅変わり恵方巻、大根うどん、
白菜メンチカツ、りんごドーナツ

■講 杉浦ひろ子氏
■定 ３０人（定員を超えた場合は抽せん）
■￥ １０００円
■申 １月２５日昇までに、住所・氏名・電
話番号を電話かファクス、Ｅメール
で環境首都推進課（緯〈７１〉２２０６／胃

〈７６〉１１１２／kankyo@city.anjo.aic
　hi.jp）へ

ゴツムリくんの
春を呼ぶエコクッキング

西三河でシューカツ錘

合同企業説明会

広報あんじょう　2011.1.15蛾

■時 ３月２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
■持 エプロン、手ふきタオル、筆記用具、
子ども用の上履き

■申 １月２６日昌～２月２３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

親子栄養スクール

■時 ２月２３日昌、３月２３日昌、４月２７日
昌午前１０時～１１時３０分（全３回）

■場 安祥閣
■対 箏を始め
たい人

■定 ２０人（先
着順）

■￥ １回１０００
円

■他 箏の貸し出しあり（要予約）
■申 １月２３日掌午前９時から、電話で安
祥閣（緯〈７４〉３３３３）へ

箏曲「さくら」を弾く会



　本紙昨年１０月１５日号や市ウェブサイトなどで意見を募集した「安城市雨水
マスタープラン（案）」に寄せられた主な意見と、それに対する市の考え方を
まとめましたので公表します。
※掲載した意見は、趣旨を損なわない範囲で要約。詳細は、土木課、市政情
報コーナー、中央・各地区公民館、市公式ウェブサイトで閲覧できます。

■内 提出数獅３人（８件）
主な意見獅５年確率降雨は、最近のゲリラ
豪雨や集中豪雨も含まれるのか
市の考え方獅５年確率降雨とは、５年に１
回程度降る雨（安城市の場合、１時間最大
５２．４㎜を採用）のことであり、最近のゲリ
ラ豪雨や集中豪雨は、その降雨を超えてい
るため、含まれていません
対応獅計画（案）は変更ありません

■問 土木課（緯〈７１〉２２３９）
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■時 掲載期間獅４月１日晶～来年３月３１
日松

■内 寸法／掲載料／募集数諮Ｂ区分獅縦
１．０５ｍ×横１．６６５～１．６６６ｍ／１０万
７１２０円／９事業者　Ｄ区分獅縦１．０５
ｍ×横１．８３５ｍ／１１万７４２０円／１事
業者　Ｅ区分獅縦１．５５ｍ×横３.５
ｍ／４８万４１００円／１事業者
　※募集数を超えた場合は抽せん。掲
載位置は後日調整。

■対 住所を有する市町村の市町村税など
を滞納していない法人または個人事
業主

■持 ①申込書　②法人登記に係る現在事
項全部証明書（個人事業主は住民票
の写し）　③会社概要（パンフレット）
④住所を有する市町村の市町村税
（法人または個人）納税証明書（市内
に住所がある場合は不要）　
　※申込書は商工課、市公式ウェブサ
イトで配布。証明書は発行日から３
か月以内のもの。提出書類は返却し
ません。

■申 １月１７日捷～２月１４日捷（必着）午前
８時３０分～午後５時（松掌抄を除く）
に、上記の①～④を持参か郵送で商
工課（〒４４６栗８５０１住所記載不要／緯

〈７１〉２２３５）へ

三河安城駅連絡通路広告物
掲示板の広告主

■内 任期獅４月～来年３月末　謝礼獅年
額５０００円以内（予定）

■申 ２月１８日晶（当日消印有効）までに、
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。

■問 商工課（緯〈７１〉２２３５）

県消費生活モニター

■定 ２８０人程度（普通科）
■対 中学校を卒業または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６日掌　後
期選抜獅４月３日掌　転・編入学獅

３月２１日抄

■申 前期選抜獅２月２５日晶～２８日捷　後
期選抜獅３月２９日昇～４月１日晶

（松掌を除く）　転・編入学獅３月１０
日昭～１４日捷（掌を除く）、特科（聴
講生）獅３月１６日昌～２０日掌（松を除
く。２０日は午後のみ受け付け可）に
刈谷東高校（緯〈２１〉３３４９）へ

平成２３年度県立刈谷東高等
学校通信制課程生徒

■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日昭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

愛知建連技能専門校訓練生

■時 ３月１９日松～５月８日掌の松掌抄

■場 フローラルプレイス・イベント広場
■内 内容獅音楽やダンスなどデンパーク
のイメージに合う春らしいもの。大
音量での激しい演奏などは不可。演
奏時間獅１回３０分のステージを１～
２回

■他 ①応募者多数の場合は調整し、出演
をお断りする場合があります　②出
演者一人につき、デンパーク招待券
を２枚進呈します　③音響操作はス
タッフがしますが、高度な操作が必
要な場合は、出演者でオペレーター
を手配してください　④出演をお願
いする場合は２月２８日捷までに連絡
します

■申 ２月１４日捷（必着）までに、代表者の
住所、氏名、電話（ファクス）番号、
メールアドレス、簡単なプロフィー
ル、参加希望日（必ず記入、参加可
能日が複数あればそれも記入）を記
入し、演奏内容のわかるＣＤ・ＭＤ・
ＤＶＤなどを添えて、デンパークイ
ベント参加者募集係（〒４４６栗００４６赤
松町梶１／緯〈９２〉７１１１）へ
　※提出されたＣＤなどは返却しませ
ん。過去１年間に出演実績のある人
は、ＣＤなどを同封する必要はあり
ません。

デンパーク「フラワーフェス
ティバル」イベント参加者

１１１日日１００１００００人が通行していま人が通行していますす

雨水貯留タン雨水貯留タンクク（（補助制度あり補助制度あり））

１１月分／受け付け順／敬称略
市社会福祉協議会　善意銀行　　　　
さわやかダンス、東端の老人、アイシ
ン・エィ・ダブリュファミリーフェス
ティバル実行委員会、アンデン㈱、市
民ギャラリー、ほほえみダンス、谷田
のお地蔵様、竹内孝税理士事務所、桜
井福祉センター利用者、安城市消費生
活学校、ふれあいダンス、久松和美、
おふくろの味かずちゃん、東洋歌謡教
室、野村君江、匿名
市役所関係　　　　　　　　　　　　
青山武雄、仏教会（菩提寺神谷真雄）、
匿名

　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
合は連絡してください。
■問 資産税課（緯〈７１〉２２１５）

　１月から、住民基本台帳カード（住
基カード）交付申請時の本人確認に運
転免許証を提示する場合、免許証以外
にもう一点、本人確認書類（保険証な
ど）が必要となります。また、即日に
お渡しできない場合もありますので、
ご了承ください。（運転免許証の自主返
納での手続きも同様）
■問 市民課（緯〈７１〉２２２１）

償却資産の申告を忘れずに

　昨年、カメムシが大量発生し、農産
物に甚大な被害を与えました。また、
洗たく物にくっつき、家の中に侵入す
るという生活被害も増加しています。
カメムシは、枯れ草などの下に潜って
越冬するので、駆除の手段としては、
あぜ草焼きが有効です。
　事前に回覧板などで周知したうえで、
カメムシ駆除を目的としたあぜ草焼き
を実施する場合がありますので、ご理
解とご協力をお願いします。
■問 農務課（緯〈７１〉２２３３）

福祉への善意・寄付
ありがとうございます

住民基本台帳カードの本人
確認方法を変更

■内 利用日獅平成２４年４月１日掌～９月
３０日掌

■申 ２月１日昇～１０日昭午前９時～午後
５時（７日捷を除く）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２４年３月３１日松までの利用予約も
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

あぜ草焼きにご理解を

　市内に事業所を有する中小企業事業
者で、国の中小企業緊急雇用安定助成
金を受給した場合、市がその一部を補
助していましたが、補助は３月３１日昭

で終了します。申請はお早めにお願い
します。
■問 商工課（緯〈７１〉２２３５）

　１月２４日捷から、提出窓口を市役所
西庁舎へ変更します。
　なお、エコカー補助金の申請は３月
３１日昭までです。エコカーの購入を検
討している人は、販売店で相談してく
ださい。
■問 商工課（エコカー専用ダイヤル／緯

〈７１〉２２９９）

市中小企業緊急雇用安定補
助は３月３１日昭まで

エコカー補助金受付場所を
変更

■時 指定日の午前中（要予約）
■対 安城市に住民票を有する２０歳以上で、
今年度健康診査を受けていない人

■定 １日２２人（先着順）
■￥ ６０００円～２万５０００円（年齢や加入の
健康保険によって異なります）

■場 ■申 事前に市保健センター（緯〈７６〉
１１３３）へ

年に１度は人間ドック

■学校読み聞かせボランティア研修会
■時 昇～晶午前中（抄を除く、要予約）
■内 読み聞かせの仕方、実技
■対 学校・幼稚園・保育園で読み聞か
せボランティアをしている人（学
校・幼稚園・保育園単位で、５人
以上のグループ）

■申 事前に電話で同館へ

お知らせ

中央図書館の携帯電話
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）

おはなし会
２月１日昇・
１５日昇
午前１０時３０分

えほんとわらべうたの
会（０～２歳）

２月３日昭
午前１０時３０分

おはなしゆりかご
（０～２歳）

２月５日松
午後３時

おはなしレストラン
（小学生以上）

２月９日昌
午前１０時３０分

おはなしたまてばこ
（１～５歳）

２月１７日昭
午前１０時３０分

いないいないばあ
（１～５歳）

２月１８日晶
午前１０時３０分

このゆびと～まれ
（０～２歳）

２月１９日松
午前１１時

大人のための絵本朗読
会（一般）

２月１９日松
午後２時

おはなしえがお（１歳
～小学校低学年）

２月２０日掌
午後２時

かみしばいの会（幼児
～小学校低学年）

２月２２日昇
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２３日昌
午前１０時３０分

おはなしまあだ
（１～５歳）

■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。

※対象年齢は、目安です。

７日捷・１４日捷・２１日捷・２５日晶・
２８日捷

広報あんじょう　2011.1.15雅


