
■場 ■問 マーメイドパレス（緯〈９２〉７３５１）
託児あり！トレーニングジム講習会＆
利用
■時 ２月２５日晶午前１０時３０分～正午
■対 生後６か月～未就園の子がいる人
■定 １０人（先着順）
■￥ 施設使用料
■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 ２月２０日掌午前１０時からマーメイド
パレスへ

造波プールでジャンケン大会！　　　
■時 ２月２７日掌午後２時
■内 ジャンケンで勝った人へ無料招待券
を進呈

■対 当日のプール利用者
■￥ 施設使用料
春の短期水泳教室　　　　　　　　　
■時 ①３月１９日松～２１日抄午後２時～２
時５０分（全３回）　②３月２９日昇～３１
日昭午後４時～４時５０分（全３回）

■対 ■定 ４歳以上の幼児各２５人、小学１～
３年生各３０人（定員を超えた場合は
抽せん）

■￥ 各１７００円
■他 ①・②の重複申し込みは不可
■申 ２月２２日昇～２７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）

マーメイドパレスの催し
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■時 １日昇～４日晶、８日昇～１２日松、
１５日昇～１８日晶、２１日抄、２３日昌～
２６日松、２９日昇～３１日昭午後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）

３月の土器づくり教室

■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。
大高緑地公園写真展　　　　　　　　
■時 ３月５日松・６日掌午前１０時から
■内 大高緑地公園の写真パネル約２０点を
展示
押し花教室　　　　　　　　　　　　
■時 ３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
竹笛づくり教室　　　　　　　　　　
■時 ３月５日松・
６日掌午前１０
時から

■定 各４０人（当日
先着順）

いちご大福教室　　　　　　　　　　
■時 ３月５日松・６日掌・１２日松・１３日
掌午前１１時、
午後１時・２
時３０分

■定 各１５人（先着
順）

■￥ ５００円から
■申 当日午前９時
３０分から同クラブハウスへ
手作りパン教室　　　　　　　　　　
■時 ３月５日松・６日掌・１２日松・１３日
掌午後１時・
２時３０分

■定 各３６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
木工教室　　　　　　　　　　　　　
■時 ３月１２日松・１３日掌午前１０時から
■定 各１００人（当日先着順）
■￥ ５００円から

デンパーククラブハウスの
催し・教室

■図書館友の会「みんなのひろば」
■内 ■時 ２月２７日掌

　お楽しみコーナー（ぬりえ、折り
紙）獅午前１０時～１１時３０分　マジ
ックショー獅午前１１時３０分～正午、
午後１時３０分～２時　アニメ映画
会（まんが世界昔ばなし「いばら姫
／金色のがちょう」、まんが偉人物
語「グリム兄弟／ロダン」）獅午後
２時～３時

■除籍本リサイクルフェア
■時 ３月１２日松・１３日掌午前９時～午
後３時（なくなり次第終了）

■内 同館で不要となった本を配布　配
　布冊数獅１人１０冊まで
■持 本を入れる袋
■申 当日午前９時から先着順で入室時
間を指定した整理券を配布

おはなし会

３月の休館日

図書館へ行こう
Let's go to library!

中央図書館の携帯電話
用ウェブサイトへ葛葛

お知らせ

中央図書館（緯〈７６〉６１１１）

３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）

３月３日昭

午前１０時３０分
おはなしゆりかご
（０～２歳）

３月４日晶

午前１０時３０分
おはなしポッケ
（０～２歳）

３月５日松

午後３時
おはなしレストラン
（小学生以上）

３月９日昌

午前１０時３０分
おはなしたまてばこ
（１～５歳）

３月１７日昭

午前１０時３０分
いないいないばあ
（１～５歳）

３月１８日晶

午前１０時３０分
えほんのとびら
（０～２歳）

３月１９日松

午後２時
おはなしどんどん
（１歳～小学校低学年）

３月２０日掌

午後２時
かみしばいの会
（幼児～小学校低学年

３月２３日昌

午前１０時３０分
おはなしまあだ
（１～５歳）年）

３月２４日昭

午前１０時３０分
絵本好き集まれ！
－おすすめ絵本紹

３月２６日松

午前１１時
大人のための絵本朗読
会（一般）

３月３１日昭

午前１０時３０分
おはなしの森
（１～５歳））

７日捷・１４日捷・２２日昇・２５日晶・
２８日捷

■時 ３月１２日松午後２時
■内 「三河の木綿」
■場 ■問 歴史博物館（緯〈７７〉６６５５）

■時 ３月９日昌午前１０時４５分～１１時４５分
■場 昭林公民館
■内 曲目獅五十鈴川（宮城道雄）、祭りの
太鼓（宮城道雄）、象のババール（プー
ランク）ほか　出演獅川角 美  都 理   

み ど り

（箏）、二宮のぶ子（ピアノ）、森藤さち
よ（語り）

■定 １５９人
■他 託児あり
（１人３００円・
先着１０人）、
未就学児の
入場はご遠
慮ください

■申 ２月２３日昌午前９時から整理券を昭
林公民館（緯〈７７〉６６８８）で配布

■時 ２月２７日掌午
前１０時～１１時
３０分

■場 安祥閣
■￥ １組５００円（４
人まで）

■申 前日までに電
話で安祥閣
（緯〈７４〉３３３３）へ

朝のひとときコンサート

安祥閣もちつき大会

■場 ■問 安祥公民館（緯〈７７〉５０７０）
作品展示　　　　　　　　　　　　　
■時 ３月５日松・６日掌午前９時～午後
５時（６日は午後３時３０分まで）
土器づくり体験　　　　　　　　　　
■時 ３月５日松・６日掌午前９時～正午
（受け付けは当日午前１１時まで）
陶芸作品チャリティーバザー　　　　
■時 ３月５日松・６日掌午前１０時～午後
３時

１日陶芸教室　　　　　　　　　　　
■時 ３月５日松・６日掌午後１時３０分～
３時３０分

■定 各２４人（先着順）
　※小学３年生以下は保護者同伴。
■申 ２月２６日松午前９時から直接同館へ
※受け付け開始時に定員を超えた場
合は抽せん。

市民陶芸まつり

■時 ３月４日晶～６日掌午前９時～午後
５時（６日は午後４時まで）

■￥ 入苑料１００円（中学生以下は無料）
■場 ■問 丈山苑（緯〈９２〉７７８０）

■時 ４月～来年３月の毎月第２・４晶午
前９時３０分～１１時（８月１２日、９月
２３日、１２月２３日を除く。全２１回）

■講 広瀬 佳  代  子 氏
か よ こ

■対 ６０歳以上の人、障がいのある人
■定 ２５人（先着順。初めて受講する人を
優先）

■申 ３月８日昇午前９時から直接北部福
祉センターへ
※受け付け開始時に定員を超えた場
合は抽せん。

■場 ■問 北部福祉センター（緯〈９７〉５０００）

■対 ■時 ■場 乳幼児 ▼１日昇・１５日昇獅南部
公民館、９日昌・１６日昌獅東部公民
館、１０日昭・１７日昭獅安祥公民館、
１１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〈７２〉２３１７）

３月の移動児童館
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歴博講座

■内 ■時 見上げれば、ほら、春の予感獅６
日掌・１３日掌午後１時３０分・３時　
北斗七星のお話獅２０日掌・２７日掌午
後１時３０分・３時（２７日は午後１時
３０分のみ）
　※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）

安城プラネの仲間たち
３月の生解説

丈山苑つばき盆栽展

■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 ２月２４日昭午前１１時～２５日晶午前０時
■場 ＪＲ安城駅周辺の３０店舗程度
■内 ５枚つづりのチケットを購入し、参加店の中から５店舗を選び「はしご」を
すると、各店舗独自のサービスが受けられます
　※未使用のチケットは、２月２６日松までは、参加店舗と２６日松開催のまち
なか産直市で１枚６００円の金券として利用できます。

■￥ 前売り券獅３０００円（７００円券５枚）　当日券獅３５００円（７００円券５枚）
■申 販売場所諮２月２２日昇まで獅参加店舗（各営業時間）、クリエーションプラ
ザ（松掌を除く午前１０時～午後４時）　２３日昌獅クリエーションプラザ（午
前１０時～午後４時）　２４日昭（当日券）獅大垣共立銀行前特設販売所（午前１１
時～午後９時）
　※まちづくりＡｎｊｏのウェブサ
イト（「安城まちなか」で検索）で予
約できます。

■他 参加店、サービス内容など詳しい
内容は、クリエーションプラザ
（緯〈７２〉５００２）へ
　※まちづくりＡｎｊｏのウェブサ
イトでも詳細を見ることができます。

■問 商工課（緯〈７１〉２２３５）

楊名時（ようめいじ）太極拳
講座

（（（例例））ドリンク１杯とおつまみ２ドリンク１杯とおつまみ２品品



■内 計画名獅第２次安城市子ども読書活動推進計画（案）
　内容獅子どもの発達段階に応じた読書活動の推進と読書環境の整備を、市
民と関係機関が一体となって進めるための計画です。第１次計画の目標指
標の達成状況やその後の社会情勢の変化などを踏まえ、見直しをします。

計画（案）を閲覧するには　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
■時 ２月１５日昇～３月１５日昇各施設の開館時間（休館日・閉庁を除く）
■場 中央図書館、市役所市政情報コーナー、中央・各地区公民館、子育て支援
総合拠点施設「あんぱ～く」
　※市公式ウェブサイトにも掲載。
意見を提出するには　　　　　　
　２月１５日昇～３月１５日昇開館時間
（捷、２月２５日晶を除く）に、住所・
氏名（法人の場合は、名称・代表者
氏名）を記入し、持参か郵送、ファ
クス、Ｅメールで中央図書館（〒４４６
－００４３城南町２－１０－３／胃〈７７〉６０
６６／tosyo@city.anjo.aichi.jp）へ
※市公式ウェブサイト内パブリック
コメント（http://www.city.
　anjo.aichi.jp/toiawase/
iken/index.html）からも提出で
きます。
※電話での意見提出は不可。
■問 中央図書館（緯〈７６〉６１１１）

■時 選考日獅３月１７日昭（面接・口頭試
問）

■内 勤務内容獅介護保険の要介護認定を
するための訪問調査など　勤務日時
獅捷～松の週２～５日。原則午前９
時～午後５時のうちで指定する時間
賃金獅時給１３００円、通勤割増１日
２００円　募集人数獅２人　採用予定
日獅３月２５日晶

■対 保健師、看護師、准看護師、歯科衛
生士、理学療法士、作業療法士、介
護福祉士、社会福祉士、言語聴覚士
のいずれかの資格を有し、実務経験
年数が３年以上の人、介護保険法に
規定する介護支援専門員

■申 ３月１０日昭までの午前８時３０分～午
後５時１５分（松掌を除く）に、採用申
込書、各資格免許証の写し、実務研
修受講試験の合格を証明する書類の
写し（介護支援専門員のみ）を持って
介護保険課（緯〈７１〉２２５７）へ
　※募集要項、採用申込書は同課、市
公式ウェブサイトで配布。

介護認定調査員臨時職員

■内 スカウトとしての技能（ロープワー
ク・救急法・レクリエーションなど）
の習得、キャンプ・サイクリング・
ハイキング・スキーなどの野外活動、
安城七夕まつりでの奉仕活動、緑の
羽根共同募金・ユニセフ募金など

■対 幼稚園・保育園の年長児以上
■申 青少年の家（緯〈７６〉３４３２）へ

ボーイスカウト・ガールス
カウト新入団員

■内 月額９０００円以内を６か月分ずつ、年
２回支給

■対 市内在住で、経済的な理由から公私
立高等学校への進学や修学が困難な、
ほかの奨学金を受けていない学力優
秀な人

■持 奨学金申請書、奨学生推せん書、家
庭状況調査書、戸籍謄本、住民票の
写し、成績証明書、合格通知書の写
し（平成２３年度入学の人のみ）、振込
口座申出書

■申 ３月３１日昭までに、必要書類を持っ
て、今年進学する人獅在学している
中学校、高校在学中の人獅市教育委
員会総務課（緯〈７１〉２２５３）へ
　※奨学金申請書は、同課、市内各中
学校で配布。

　１月１日付け
で、人権擁護委
員に杉浦 智  之 氏

とも ゆき

（城ヶ入町）が委
嘱されました。
任期は３年です。
■問 市民課（緯〈７１〉
２２２２）

人権擁護委員が決定

■定 各２人程度
■他 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
講座スタッフ（体験教室の準備・運営）
■内 勤務日時獅松掌抄の午前９時～午後
５時のうち指定する時間　時給獅

７８０円から（松掌抄の時給は１００円増）、
通勤割増１日２００円　休日獅要相談

■対 １８～５０歳くらいの人
　※高校生不可。
売店スタッフ（販売員）　　　　　　　
■内 勤務日時獅午前９時３０分～午後５時
のうち４時間以上（松掌抄も勤務あ
り）　時給獅７８０円から（松掌抄の時
給は１００円増）、通勤割増１日２００円　
休日獅要相談

■対 １８～４５歳くらいの人
　※高校生不可。

デンパークの
パート・アルバイト

■時 選考日獅３月１０日昭（面接）
■内 勤務内容獅教育センターでの適応指
導教室に通う子どもたちの活動補助
や、適応指導教室にも通えない不登
校の子どもたちへの家庭訪問支援　
勤務日時諮適応指導教室指導補助獅

捷～晶午前９時～午後４時　家庭訪
問支援獅週１・２回午後４時～６時
賃金獅時給９９０円、通勤割増１日２００
円　募集人数獅１人　採用予定日獅

４月１１日捷

■対 昭和５５年４月２日以降に生まれた人
■申 ２月２８日捷までの午前９時～午後５
時（松掌を除く）に、写真をはった自
筆の履歴書を持って市教育センター
（緯〈７５〉１０１０）へ

適応指導教室の指導補助員

高校進学・修学の
奨学金制度
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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
■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。

１２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
稲垣妙子、桃源楼、北部乳幼児学級、
東端の老人、中村安子、ダボ、北部公
民館高齢者教室、ＪＡあいち中央古井
支店運営委員会、ふれあいダンス、安
城市歯科医師会安城デンタル会、柴田
辰雄、のぞみ会、南部公民館利用者、
総合福祉センター利用者、安城市健民
少年団、神谷次男、廻鮮江戸前すし魚
魚丸、二本木公民館利用者、カトリッ
ク安城教会、作野福祉センター利用者、
市民会館利用者、東部公民館高齢者教
室、社会福祉会館利用者、キャタピラ
ー中日本労働組合、安城快足ＡＣ、浜
島防災システム㈱、産直センター安城
南部店、小坂昌三、匿名
市役所関係　　　　　　　　　　　　
篠目町内会、除モラロジー研究所安城
モラロジー事務所、叙デンソーハート
フルクラブ安城自主企画、叙イトーヨ
ーカ堂安城店労働組合、叙ヤマコ、匿名

福祉への善意・寄付
ありがとうございます

■対 夫または妻が市内在住で、健康保険
に加入し、医師に不妊治療の必要が
あると認められた法律上の夫婦

■内 不妊検査、治療の効果を確認するた
めの検査､一般不妊治療、人工授精

　助成額獅１夫婦１年度につき自己負
担額の２分の１で、上限額５万円　
診療期間獅昨年３月～今年２月
　※継続する２年間を対象。
■他 第２子以降も助成が受けられます
■申 ３月２５日晶までの捷～晶午前８時３０
分～午後５時１５分（２１日抄を除く）、
３月２０日掌午前９時～正午に申請書
類・健康保険証（夫婦分）・印鑑を持
って市保健センター（緯〈７６〉１１３３）へ

　※申請書類は同センター、市内関係
医療機関、市公式ウェブサイトで配布。

不妊治療等助成制度

　本紙昨年１２月１日号や市ウェブサイ
トなどで意見を募集した「安城市市民
参加条例（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、市民活動課、
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２６件（１９人）
主な意見獅市民の定義に国籍条項が
欠けている。外国人が市政に参加で
きる規定を設けるのはおかしい
市の考え方獅地域が抱えるさまざま
な課題の解決には、行政だけでなく
市民の力が不可欠です。市の施策の
企画立案などにも、幅広い意見が必
要であると考え、「市民」とは、安城
市自治基本条例と同様に、「住民」（市
内に住所を有する人で、外国人市民
や法人も含む）のほか、市内の事業
所に勤務している人や市内の学校に
通学している人、市内で市民活動や
事業活動などをしている個人や団体
としています
対応獅条例（案）は原案どおりとします

■問 市民活動課（緯〈７１〉２２１８）

パブリックコメント制度に
よる意見募集の結果を公表

■時 ３月６日掌午前９時３０分～午後３時
■場 北部公民館
■問 市保健センター（緯〈７６〉１１３３）

献血にご協力を

　４月２４日掌は、安城市議会議員一般
選挙の投票日です。尊い一票を無駄に
しないよう、投票に出かけましょう。
■問 行政課（緯〈７１〉２２０８）
市議会議員一般選挙立候補予定者説明会
■時 ３月１０日昭午後１時３０分
■場 市民会館

安城市議会議員一般選挙

■時 ３月６日掌午後２時～４時
■場 刈谷市総合文化センター
■対 大学（院）・短大・専門学校を卒業、
または来年３月までに卒業見込みの
人

■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）

自衛隊採用制度説明会

　安城保育園の一時保育を３月３１日昭

で終了し、４月１日晶からは、新田保
育園で開始します。
■内 保育時間諮捷～晶獅午前８時３０分～
午後４時　松獅午前８時３０分～正午

■￥ ０～２歳児獅１日２０００円、３歳児獅

１日１０００円、４・５歳児獅１日９００円
■申 印鑑・母子手帳を持って、子どもと
一緒に子ども課（緯〈７１〉２２２８）へ
　※利用する理由・日時によって申し
込み開始日が異なります。詳しくは
同課へ。

安城保育園の一時保育を
新田保育園へ変更

　７月２４日掌で、アナログテレビ放送
が、地上デジタル放送（地デジ）へ完全
移行します。
■問 地デジコールセンター（緯０５７０〈０７〉
０１０１）、デジサポ愛知（緯０５２〈３０８）３９
　３０）、市企画政策課（緯〈７１〉２２０４）
地デジを見るためには　　　　　　　
■内 地デジ対応テレビに替える獅地デジ
チューナー搭載の地上デジタル放送
対応テレビを購入するなどし、ＵＨ
Ｆアンテナを設置

　デジタルチューナーなどを買い足す
獅アナログテレビを使用する場合は、
デジタルチューナーやデジタルチュ
ーナー内蔵の録画機器と接続し、Ｕ
ＨＦアンテナを設置

　ケーブルテレビを利用する獅ケーブ
ルテレビを利用するには、加入契約
料や月額利用料などが必要

■他 いずれの場合もブースター（電波を
強める増幅器）や分配器などが必要
になることがあります

地上デジタル放送の準備は
お早めに
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■内 地デジ放送対応の簡易チューナー
（１台）の無償給付など
■対 次の①②いずれかの世帯
　①生活保護世帯などでＮＨＫ放送受
信料が全額免除の世帯　②市民税が
非課税の世帯

■申 対象世帯により異なるため、詳しく
は地デジチューナー支援センターへ
　対象世帯①獅（緯０５７０〈０３〉３８４０）　対
象世帯②獅（緯０５７０〈０２〉３７２４）

■問 市企画政策課（緯〈７１〉２２０４）

地上デジタル放送視聴のた
めの低所得世帯への支援


