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賀広報あんじょう 2014.3.1

■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。

～デンパーククラブハウスの体験教室～

木工ペイント教室
■時３月８日松・９日掌午前１０時から
■内スイングバードなどを作成
■定各５０人（当日先着順）
■￥５００円から
愛知県産米粉をつかった「クッキー
ファクトリー」
■時３月８日松～１０日捷・１５日松～１７
日捷午前１０時～午後３時３０分

■￥７００円
■申時間内に同クラブハウスへ
手作りパン教室「デニッシュパン＆
動物あんパン」
■時３月８日松・１５日松午後１時・２
時３０分
■定各１８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

二胡体験レッスン
■時３月１２日昌午後１時３０分・３時、
２０日昭午前１０時
■内中国の伝統的な楽器「二胡」を演奏
■講藤井千奈美氏

ち な み

■定各５人（先着順）
■￥３００円
■申３月５日昌午前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３月１５日松・１６日掌午前１０時～午
後３時

■定各５０人（当日先着順）
■￥１２００円から
地元の野菜を使ってつくるヘルシー
料理教室
■時３月１９日昌午前１０時～午後０時３０分
■内献立施菜の花の黄身酢和え、牛肉
と豆

とう

苗のオイスター炒めなど
みよう

■定１０人（先着順）
■￥１５００円
■持エプロン、手拭きタオル
■申３月５日昌午前９時３０分から同ク
ラブハウスへ

フォトスポット撮影ツアー「花の色
はうつりにけりな」
■時３月２２日松午後１時３０分
■講鶴田郁夫氏（フォトマスターＥＸ）

いく お

■定２０人（当日先着順）
■￥１３００円
■申当日午前９時３０分から同クラブハ
ウスへ
春季写真講座「マイ写真集を作っ
ちゃおう」
■時４月２日昌・１６日昌、５月１４日昌・
２８日昌、６月４日昌・１８日昌午後
１時３０分（全６回）
■内園内での撮影実習、写真集の編集
■講鶴田郁夫氏（フォトマスターＥＸ）

いく お

■定２０人（先着順）
■￥６０００円（期
間中の入園
パスポート
付き、写真
集代は別途）
■申３月５日昌

午前９時３０
分から同クラブハウスへ
テーブルフォトふわふわ写真講座
「屋外でふわふわフォト！」
■時４月９日昌・２３日昌午前１０時（全
２回）
■内テーブルの上の小物を撮影
■講岡本由樹子氏

ゆ き こ

■定１５人（先着順）
■￥２３００円
■申３月５日昌午前９時３０分から同ク
ラブハウスへ
寄せ植え講座「ハンギングバスケッ
ト～春の花を使いブーケ風に～」
■時４月１１日晶午前１０時
■講野正美保子氏（ＲＨＳＪコンテナ

の まさ み ほ こ

ガーデニングマスター）
■定２０人（先着順）
■￥４０００円
■申３月５日昌～２８日晶午前９時３０分
～午後５時に同クラブハウスへ

■場■問同クラブハウス（緯〈９２〉７１１２）
■他入園料別途。都合により変更の場合あり。詳細は問い合わせてください

■時３月１２日昌午前１０時～正午
■場市内公立保育園
■内保育行政と実務について
■対保育士資格を有し、保育経験が無い
または保育に携わっていない期間が
あり、保育園勤務に興味のある人
■定１５人（先着順）
■申３月５日昌～１０日捷午前８時３０分～
午後５時（松掌を除く）に、子ども課
（緯〈７１〉２２２８）へ

在保育士のための職場復
帰研修会

潜
■時３月９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〈９８９
２〉２９３３）

月の再生家具入札販売今

■時３月１３日昭午後１時～２時３０分
■場文化センター
■内安城学園吹奏楽部のコンサート
■定３５０人（当日先着順）
■問文化センター（緯〈７６〉１５１５）

婦人会協議会「つどいの
コンサート」

市

写写真集を作りま写真集を作りますす

■￥入園料
■場■問デンパーク（緯〈９２〉７１１１）
フラワーフェスティバル
■時３月１５日松～５月６日承（昇を除く。
ただし、４月１日・２９日、５月６日
は開園）

■内３月１５日松施わんわん動物園 ３月
１６日掌施キャラクターショードラえ
もん ３月１５日松・１６日掌・２１日抄

～４月６日掌施アクアボール＆バン
ジートランポリン ３月２１日抄～２３
日掌施大道芸・天下分け麺まつり
３月２９日松施ジャッキーわくわくコ
ンサート ３月３０日掌施「地球」お笑
いライブ

サンリオスペシャルコレクション展
キャラクターＭＥＭＯＲＩＥＳ
■時３月１５日松～６月１日掌

■内ハローキティ、キキララ、マイメロ
ディ、シナモロールなどサンリオの
キャラクターたちの軌跡をたどる特
別展
視覚トリック３Ｄアート展
■時３月１５日松から
■内大人気の３Ｄア
ートが再び登場
！迫力の作品と
一緒に写真を撮
ろう
■￥大人５００円、小・
中学生４００円、
３歳～小学生未
満３００円（入園料
別途）

ンパーク春のイベントデ

３３Ｄアー３Ｄアートト

デンパーデンパークク
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■場市スポーツセンター
■申３月６日昭～２７日昭午前９時～午後
８時（捷を除く）に受講料を持って市
スポーツセンター（緯〈７５〉３５４５）へ
※電話でも申し込みできますが、３
月２７日までに受講料をお支払いくだ
さい。
子供水泳体験会
■時４月９日昌・１６日昌・２３日昌陰午後
４時～５時 隠午後５時～６時（い
ずれも全３回）

■内水慣れ、顔付けからクロールを指導
■対陰施小学１・２年生 隠施小学３・
４年生

■定各１５人（先着順）
■￥施設利用料
■持水着・水泳帽子・ゴーグル（必要な
人）
アクアビクス教室
■時４月１０日昭～７月１７日昭の毎週昭午
後１時～２時（全１５回）

■対１８歳以上
■定３０人（先着順）
■￥６７００円
■持水着・水泳帽子
大人水泳教室
■時４月１８日晶～６月２０日晶の毎週晶午
後１時～２時（全１０回）
■内基礎から始める水泳教室
■対１８歳以上の水泳初心者
■定２０人（先着順）
■￥５０００円
■持水着・水泳帽子・ゴーグル

■時■内■対■定下表のとおり
※定員を超えた場合は、マーメイドパレスの教室を受講したことがない人を優
先し、３月２５日昇に公開代理抽選。定員に満たない場合は追加募集あり。
■￥親子水泳施２４５０円 児童スイミング掌獅４６００円 その他獅６９００円
■申３月１８日昇～２３日掌午前１０時～午後７時３０分に直接マーメイドパレス（緯〈９２〉
７３５１）へ
※電話申し込み不可。

定員対象とき講座名

２０組幼児とその
親（２人１組）

４月６日掌・１３日掌・２０日掌・２７日掌午後１時
～１時５０分（全４回）親子水泳

２０人４歳以上の
未就学児

４月１６日昌～７月９日昌の毎週昌午後４時～４
時５０分（６月１８日を除く。全１２回）

幼児
スイミング

各３０人小学１～３
年生

４月６日掌～６月１日掌の毎週掌午後２時～２
時５０分（５月４日を除く。全８回）掌児童

スイミング ４月１１日晶～７月１１日晶の毎週晶午後４時～４
時５０分（５月２日、６月２０日を除く。全１２回）晶

各３０人

１８歳以上の
女性

４月８日昇～７月１５日昇の毎週昇午後１時～１
時５０分（４月２９日、５月６日、６月１７日を除く。
全１２回）

昇ゆったり
スイム ４月１０日昭～７月１０日昭の毎週昭午後１時～１

時５０分（５月１日、６月１９日を除く。全１２回）昭

各４０人

４月１日昇～７月１５日昇の毎週昇午前１１時～１１
時５０分（４月８日・２９日、５月６日、６月１７日
を除く。全１２回）

昇アクアビ
クス ４月１１日晶～７月１１日晶の毎週晶午後１時～１

時５０分（５月２日、６月２０日を除く。全１２回）晶

市スポーツセンタ市スポーツセンターー

■時■内ふたご座のお話施３月１日松・２
日掌・８日松・９日掌・１５日松午後
１時３０分・３時 星空で輝く動物た
ち施３月１６日掌・２１日抄～２３日掌・
２９日松・３０日掌午後１時３０分・３時
（２３日は午後１時３０分のみ）
■場■問文化センター（緯〈７６〉１５１５）

毎月開催しているプールのワンポイ
ントレッスンの開催日を、４月から変
更します。
■時第１～４昇午後３時～３時５０分のう
ち１人１０分
■場市スポーツ
センター

■内水中ウオー
キングまた
は基礎水泳
指導から選択

■対小学生以上の水泳初心者
※小学校１～３年生は、１８歳以上の
保護者同伴。

■定各５人（先着順）
■￥施設利用料
■持水着・水泳帽子・ゴーグル（必要な
人）
■申当日、市スポーツセンター（緯〈７５〉
３５４５）へ

ラネタリウム生解説プ

スポーツセンターの教室・
講座

市
スポーツセンターのワン
ポイントレッスン

市

ーメイドパレスの水泳教室マ

■問衣浦東部広域連合消防局消防課（緯

〈６３〉０１３５）
普通救命講習Ⅲ
■時３月１５日松午前９時～正午
■場安城消防署
■内小児・乳児・新生児の心肺蘇生法、

そ せい

ひきつけ、のどに異物が詰まった時
の処置など
■定２０人（先着順）
■申３月５日昌午前９時から安城消防署
（緯〈７５〉２４９４）へ
普通救命講習Ⅰ
■時３月１６日掌午前９時～正午
■場碧南消防署
■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
■定２０人（先着順）
■申３月５日昌午前９時から碧南消防署
（緯〈４１〉２６２５）へ

命講習会救

いいざという時のために救急法を学ぼいざという時のために救急法を学ぼうう

水泳の基礎を学ぼ水泳の基礎を学ぼうう
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■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。

（ ）内は前月比

〈平成26年2月1日現在〉
総 人 口
男 性
女 性

世 帯 数

18万3682人（－83）
9万4061人（－64）
8万9621人（－19）
7万169世帯（－51）

火 災
救 急

（年間累計／前年対比）

刑 法 犯
交通事故
負 傷 者
死 者

175件（175件／－50）
536件（536件／－39）
98人（ 98人／－14）
1人（ 1人／＋ 1）

人口・世帯

1月の火災・救急

1月の犯罪・事故

9件（うち建物 4件）
648件（うち急病415件）

放置自転車の再利用販売

「平成２６年度版（４月～来年３月）ご
みカレンダー」を３月中旬に配布しま
す。
■問清掃事業所（緯〈７６〉３０５３）

みカレンダーを配布ご

１月３１日までに市社会福祉協議会に
寄せられた義援金は９８９４万４９４４円です。
■問市社会福祉協議会総務課（緯〈７７〉２９４
１）
１月１日～３１日受付分／敬称略
大滝克己、福釜町農用地利用改善組合、
チャリティーよさこいin安城、募金箱
への多数の寄付者

日本大震災義援金
ありがとうございます

東
ごごみの分別にご協力をお願いしまごみの分別にご協力をお願いしますす

経済的な理由で市立小・中学校の就
学に困っている人は、援助制度があり
ますので、問い合わせてください。
■申子どもが４月に小学校へ入学する児
童のみの世帯獅３月２８日晶 その他
の世帯獅３月１４日晶まで（松掌抄を
除く）に４月に入学を予定または現
在通学している学校へ
※年度途中でも、援助が必要となった
場合は申請することができます。
■問学校教育課（緯〈７１〉２２５４）

学援助制度就

■内販売スタッフ 勤務日時獅陰昌～捷

午前９時～午後５時のうち指定日時
隠松掌抄午前９時～５時のうち指定
時間 時給獅７８０円から（松掌抄は
１００円増）、通勤割増１日２００円 休日
獅要相談

■定陰施１人 隠施２人
■他高校生不可。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

ンパークのパート・アル
バイトを募集

デ

「交通事故、詐欺などの犯罪被害に
遭い、警察や検察庁に訴えたが、検察
官が起訴しないので納得できない」と
いう人は、ぜひ相談してください。
■問岡崎検察審査会事務局（緯０５６４〈５１〉
５７９３）、市行政課（緯〈７１〉２２０８）

存じですか！検察審査会ご

就就学援助の申請は各学校就学援助の申請は各学校へへ

保管期限が過ぎた放置自転車の中
から、再利用できる自転車を整備点
検し、右表の「安城市放置自転車リ
サイクル事業取り扱い店」で販売し
ます。
■時３月２０日昭から
※各店２・３台の販売です。
■問維持管理課（緯〈７１〉２２３７）

所在地電話取り扱い店

別郷町〈７６〉８７０３山本自転車店

明治本町〈７６〉３３８７ソウリンサイクル商会

御幸本町〈７６〉２０２４サイクルショップ二藤

安城町〈７２〉１７７６サイクルアシストオオバ

■場■問堀内公園（緯〈９９〉５９４７）
利用料還元くじ引き
■時３月１４日晶～１６日掌・２１日抄～２３日
掌午前９時から（定員になり次第終
了）
■内対象遊具の利用者がくじを引き、当
たりが出たら、有料遊具利用券を進
呈
対象遊具諮１４日・１５日施サイクルモ
ノレール １６日施メリーゴーランド
２１日・２２日施汽車 ２３日施観覧車
■対４歳以上
※未就学児は１８歳以上の保護者同伴。
■定各１００人（当日先着順）
■￥各遊具利用料
堀内公園まつり
■時３月２１日抄～２３日掌午前１０時～午後
３時（景品が無くなり次第終了）

■内輪投げなどの模擬店
■対小学生以下
■￥各１００円

堀堀内公堀内公園園

内公園の催し堀
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INFORMAÇÕESÚTEIS
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。

※Inscriçõeseinformaçõessomente
emjaponês

※Applicationsandinquirieswillbein
Japanese.


