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「河川で生きる様々な生き物に優し
い環境を作ろう」をテーマに、使い終
わった食用油で石鹸を手作りします。
■時２月３日松午前９時～正午
■場環境学習センターエコきち
■対１８歳以上の市内在住・在勤・在学者
■定１０人（先着順）
■持長袖着用、ビニール手袋
■申１月１８日昭～２４日昌に、住所・氏名・
生年月日・電話番号・ファクス番号
をファクスかEメールでNPO法人
エコネットあんじょう（胃〈５５〉１３１５
／info@econetanjo.org）へ

■問エコネットあんじょう（緯〈５５〉１３１５）、
市環境都市推進課（緯〈７１〉２２０６）

廃食油でつくる手づくり石
鹸講座 碧海信用金庫本店前会場（御幸本町）

■時１月２７日松午前９時から（商品がな
くなり次第終了）
■内愛知県農村生活
アドバイザーに
よる地元産野菜
の販売・調理法
のアドバイスに
加え、午前１０時３０分から食育紙芝居
を上演

■問農務課（緯〈７１〉２２３３）
JR安城駅南側ホコ天会場（御幸本町）
■時１月２７日松午前１０時～午後３時
■内子どもの遊び場（昔懐かしい手作り
おもちゃが登場）、地元産野菜・特産
物・ハンドクラフトグッズ等の販売、
きーぼーショップミニ、商店街アイ
ドル「看板娘。」ステージ、ダンスチ
ームによるダンス披露、きーぼーの
お楽しみ抽選会

■問叙安城スタイル（緯〈７３〉９５１１）、商工
課（緯〈７１〉２２３５）

あんくるバス乗車券をプレゼント
■内各会場で買い物をした人に、当日か
ら次回のホコ天きーぼー市開催日ま
で利用できる乗車券を２枚進呈
■問都市計画課（緯〈７１〉２２４３）

今月のホコ天きーぼー市

アンフォーレ課（緯〈７６〉６１１１）

※対象年齢は目安です。

１日昭
午前１０時３０分

おはなしゆりかご
（０～２歳）

３日松
午後３時

おはなしレストラン
（小学生以上）

４日掌・１１日抄・
１８日掌・２５日掌
午後４時

にちようびのおはな
しかい（小学生）

５日捷
午前１０時３０分

絵本好き集まれ！お
すすめ絵本紹介

１０日松
午後２時

おはなしえがお
（３歳～小学３年生）

１２日承・２６日捷
午前１０時３０分

えほんとわらべうた
の会（０～２歳）

１４日昌
午前１０時３０分

おはなしたまてばこ
（１～５歳）

１５日昭
午前１０時３０分

いないいないばあ
（１～５歳）

１６日晶
午前１０時３０分

このゆびと～まれ
（０～２歳）

１７日松・２４日松
午後２時

南吉朗読ででむし会
（小学生以上）

１８日掌
午前１１時

大人のための絵本朗
読会（一般）

１８日掌
午後２時

かみしばいの会
（小学生以上）

１９日捷
午前１０時３０分

えほんのとびら
（０～２歳）

２８日昌
午前１０時３０分

おはなしまあだ
（１～５歳）

２月の休館日
６日昇・１３日昇・２０日昇・２３日晶・
２７日昇

■市内小中学生の皆さん、利用者
カードの登録はお済みですか
昨年５月、アンフォーレオープン
にあわせて図書情報館の利用者カー
ドを配布しています。一緒に配布し
た登録用紙とともに持参すると、利
用者カードとして登録できます。未
登録の人はぜひ登録してください。
■場登録できる施設獅図書情報館、地
区公民館図書室（昭林公民館を除
く）
■¥登録は無料（ただしアンフォーレ
オープン後に登録した人で再発行
を希望する場合、手数料１００円が
必要）

■日めくり展示を更新しています
毎朝の新聞記事に関連した本を展
示する「日めくり展示」を毎日更新し
ています。公式ツイッターでも配信
していますのでぜひご覧ください。

２月のおはなし会

■場衣浦東部保健所（刈谷市大手町）
こころの健康医師相談（予約制）
■時２月１４日昌午後２時～４時
■内精神科医師による相談
■申衣浦東部保健所健康支援課（緯〈２１〉
９３３７）へ
エイズ・肝炎検査（無料）、梅毒検査（有
料）、骨髄バンクドナー登録（予約制）
■時毎週昇午前９時～１１時
※エイズ検査は２月５日捷・１９日捷

午後６時～７時も実施。
■申■問骨髄バンクドナー登録は事前に衣
浦東部保健所生活環境安全課（緯〈２１〉
４７９７）へ
検便・井戸水検査等（有料）
■問衣浦東部保健所試験検査課（緯〈２１〉
９３５３）

衣浦東部保健所の相談・検査

毎回テーマに基づいたまち歩きをし
ながら、外国人と日本人が一緒に体験・
交流をし、だれもが住みやすいまちに
ついて考える多文化共生ワークショッ
プ。
２回目は「あんくるバスに乗って、
総合福祉センターに行ってみよう！」。
■時２月２４日松午後１時３０分～３時３０分
■場集合場所獅市民会館
■対市内在住・在勤・在学の日本人と外
国人
■定日本人１５人、外国人１５人（先着順）
■他やさしい日本語で行い、通訳はいま
せん。平成３０年度末までに全６回開
催予定。参加者は毎回募集

■申２月９日晶までの午前８時３０分～午
後５時１５分（松掌を除く）に、直接か
電話で市民協働課（緯〈７１〉２２１８）へ

第２回多文化共生×安城ま
ちあるき探検隊

桃の節句に供
えられる、三河
に昔から伝わる
和菓子「おこし
もの」を作りま
せんか。
花や竹の子、
亀、鯛等の形を
した木型に米粉の生地を詰め蒸しあげ
ます。
■時２月１８日掌午前１０時～正午
■場歴史博物館
■講古居敬子氏（環境アドバイザー）
■定３０人（先着順）
■¥５００円
■申１月２０日松午前９時から電話で歴史
博物館（緯〈７７〉６６５５）へ

木型で成形！もちもちお菓
子おこしものづくり

■申申込方法等 ■問問合せ先 ※なお、指定及び制限を設けない項目は記載していません。

社交ダンスパーティー
社交ダンスを皆で楽しみませんか。
初心者には指導します。申込不要。
■時２月４日掌午後１時３０分～３時３０分
■他ヒールカバーを着用してください
■場■問東部公民館（緯〈７７〉７８８１）
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２月の土器づくり教室
■時１日昭・２日晶・６日昇～１０日松・
１２日承～１６日晶・２０日昇～２４日松・
２７日昇・２８日昌午後１時から（受付
は午後２時まで）

■内弥生時代と同じ方法で土器作り
■対小学生以上（小学１～３年生は保護
者同伴）
■場■問埋蔵文化財センター（緯〈７７〉４４９０）

文化財防火訓練

１月２６日の「文化財防火デー」にあわ
せて実施します。
■時１月２７日松午前９時～１０時（小雨決
行）
■場神光寺（上条町）
■内初期消火（消火器）訓練、文化財退避
訓練、救助訓練、放水消火訓練
■他訓練会場に駐車場はありません。徒
歩等でお越しください
■問文化振興課（緯〈７７〉４４７７）

レゴマインドストームEV３を使用。
応用力、創造力や問題解決力、論理的
思考力を養うことができます。
■時２月１１日抄、３月３日松 いずれも
午後１時３０分～４時３０分
■場図書情報館
■対市内在住・在学の小学５年生～中学
３年生
■定各５人（先着順）
■申２月１日昭～７日昌午前９時～午後
５時（休館日を除く）に、受講者氏名・
保護者氏名・住所・電話番号・受講
希望日を電話でアンフォーレ課（緯

〈７６〉６１１１）へ

レゴロボットプログラミン
グ体験会
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■時２月２８日昌午後１時３０分～３時３０分
■場市民会館
■内■講第一部「家電を安全に使うために」
三浦佳子氏（消費生活コンサルタン
ト）、第二部「安城市における消費者
トラブル」（市消費生活相談員）
■定１００人（先着順）
■申１月２２日捷からの午前８時３０分～午
後５時１５分（松掌抄を除く）に、直接
か電話、又は申込用紙をファクスで
商工課（緯〈７１〉２２３５／胃〈７６〉１１８４）へ
※申込用紙は商工課、各地区公民館・
福祉センター等で配布。

消費生活講演会気づいていま
すか？身のまわりに潜む危険！

ひな祭りを手作
りのいがまんじゅ
うでお祝いしまし
ょう。
■時２月１７日松午前
９時３０分～正午

■場でんまぁと安城
西部（福釜町）
■講米太郎（女性農業委員４名で構成す

こめ た ろう

るグループ）
■対４歳以上の子と保護者
■定１０組（定員を超えた場合は抽選）
■￥１組５００円
■他２月５日捷頃参加の可否を通知
■申１月３１日昌までの午前８時３０分～午
後５時１５分（松掌を除く）に直接か電
話、又は件名に「いがまんじゅうづ
くり」と明記し、代表者の住所・氏
名・電話番号、参加人数（大人・子
どもそれぞれ）を、郵送（必着）か
ファクス・Ｅメールで農務課（緯〈７１〉
２２３３／〒４４６－８５０１住所不要／胃〈７６〉
１１１２／nomu@city.
anjo.lg.jp）へ。右Ｑ
Ｒコードからも申込
み可

■問米太郎・榊原さん
（緯０９０〈１５６４〉２２４８）

親子で体験「いがまんじゅ
う」づくり

軽妙な演出と大河内伝次郎の魅力が
すばらしい日本映画史上屈指の傑作。
■時１月２１日掌午前１０時
■定８０人（当日先着順）
■場■問歴史博物館（緯〈７７〉６６５５）

昭和の名作シネマ上映会
「丹下左膳余話百萬両の壺」

平成２９年度からスタートしたケンサチグランプリ事業の成果報告
会と、ジュエリーブランドHASUNAの代表取締役・白木夏子氏に
よる「幸せが生まれる仕事の創り方」と題した基調講演を行います。
■時２月１７日松午前９時３０分～正午（受付は午前９時１５分から）
■場市民交流センター
■定８０人（先着順）
■申２月１５日昭までの午前８時３０分～午後５時１５分に、住所・氏名・
電話番号を電話かファクス・Eメールで企画情報課（緯〈７１〉２２０４
／胃〈７６〉１１１２／kikaku@city.anjo.lg.jp）へ

白木夏子さん
起業家。英ロンドン大学卒業後、国際機関、
投資ファンド勤務を経て２００９年に株式会社
HASUNAを設立。世界約１０カ国の宝石鉱
山労働者や職人と共にジュエリーを制作し、
人と社会、自然環境に配慮したものづくり
を実践している。現在は各種企業でブラン
ディングアドバイス、起業家の経営サポー
ト等も務める。２０１４年、Forbes誌「未来
を創る日本の女性１０人」に選出。

■時期間・日時 ■場場所 ■内内容 ■講講師 ■対対象・資格 ■定定員 ■￥費用 ■持持ち物 ■他その他

２月の移動児童館
■対■時■場乳幼児親子

▲

７日昌・２１日昌獅

東部公民館 ２日晶・２３日晶獅高棚
町公民館 いずれも午前１０時～１１時
■問子育て支援センター（緯〈７２〉２３１７）
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■問衣浦東部保健所試験検査課（緯〈２１〉
９３５３）

衣浦東部保健所の相談・検査

毎回テーマに基づいたまち歩きをし
ながら、外国人と日本人が一緒に体験・
交流をし、だれもが住みやすいまちに
ついて考える多文化共生ワークショッ
プ。
２回目は「あんくるバスに乗って、
総合福祉センターに行ってみよう！」。
■時２月２４日松午後１時３０分～３時３０分
■場集合場所獅市民会館
■対市内在住・在勤・在学の日本人と外
国人
■定日本人１５人、外国人１５人（先着順）
■他やさしい日本語で行い、通訳はいま
せん。平成３０年度末までに全６回開
催予定。参加者は毎回募集

■申２月９日晶までの午前８時３０分～午
後５時１５分（松掌を除く）に、直接か
電話で市民協働課（緯〈７１〉２２１８）へ

第２回多文化共生×安城ま
ちあるき探検隊

桃の節句に供
えられる、三河
に昔から伝わる
和菓子「おこし
もの」を作りま
せんか。
花や竹の子、
亀、鯛等の形を
した木型に米粉の生地を詰め蒸しあげ
ます。
■時２月１８日掌午前１０時～正午
■場歴史博物館
■講古居敬子氏（環境アドバイザー）
■定３０人（先着順）
■¥５００円
■申１月２０日松午前９時から電話で歴史
博物館（緯〈７７〉６６５５）へ

木型で成形！もちもちお菓
子おこしものづくり

■申申込方法等 ■問問合せ先 ※なお、指定及び制限を設けない項目は記載していません。

社交ダンスパーティー
社交ダンスを皆で楽しみませんか。
初心者には指導します。申込不要。
■時２月４日掌午後１時３０分～３時３０分
■他ヒールカバーを着用してください
■場■問東部公民館（緯〈７７〉７８８１）
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２月の土器づくり教室
■時１日昭・２日晶・６日昇～１０日松・
１２日承～１６日晶・２０日昇～２４日松・
２７日昇・２８日昌午後１時から（受付
は午後２時まで）

■内弥生時代と同じ方法で土器作り
■対小学生以上（小学１～３年生は保護
者同伴）
■場■問埋蔵文化財センター（緯〈７７〉４４９０）

文化財防火訓練

１月２６日の「文化財防火デー」にあわ
せて実施します。
■時１月２７日松午前９時～１０時（小雨決
行）
■場神光寺（上条町）
■内初期消火（消火器）訓練、文化財退避
訓練、救助訓練、放水消火訓練

■他訓練会場に駐車場はありません。徒
歩等でお越しください

■問文化振興課（緯〈７７〉４４７７）

レゴマインドストームEV３を使用。
応用力、創造力や問題解決力、論理的
思考力を養うことができます。
■時２月１１日抄、３月３日松 いずれも
午後１時３０分～４時３０分
■場図書情報館
■対市内在住・在学の小学５年生～中学
３年生
■定各５人（先着順）
■申２月１日昭～７日昌午前９時～午後
５時（休館日を除く）に、受講者氏名・
保護者氏名・住所・電話番号・受講
希望日を電話でアンフォーレ課（緯

〈７６〉６１１１）へ

レゴロボットプログラミン
グ体験会

臥 広報あんじょう 2018.1.15

■時２月２８日昌午後１時３０分～３時３０分
■場市民会館
■内■講第一部「家電を安全に使うために」
三浦佳子氏（消費生活コンサルタン
ト）、第二部「安城市における消費者
トラブル」（市消費生活相談員）
■定１００人（先着順）
■申１月２２日捷からの午前８時３０分～午
後５時１５分（松掌抄を除く）に、直接
か電話、又は申込用紙をファクスで
商工課（緯〈７１〉２２３５／胃〈７６〉１１８４）へ
※申込用紙は商工課、各地区公民館・
福祉センター等で配布。

消費生活講演会気づいていま
すか？身のまわりに潜む危険！

ひな祭りを手作
りのいがまんじゅ
うでお祝いしまし
ょう。
■時２月１７日松午前
９時３０分～正午

■場でんまぁと安城
西部（福釜町）
■講米太郎（女性農業委員４名で構成す

こめ た ろう

るグループ）
■対４歳以上の子と保護者
■定１０組（定員を超えた場合は抽選）
■￥１組５００円
■他２月５日捷頃参加の可否を通知
■申１月３１日昌までの午前８時３０分～午
後５時１５分（松掌を除く）に直接か電
話、又は件名に「いがまんじゅうづ
くり」と明記し、代表者の住所・氏
名・電話番号、参加人数（大人・子
どもそれぞれ）を、郵送（必着）か
ファクス・Ｅメールで農務課（緯〈７１〉
２２３３／〒４４６－８５０１住所不要／胃〈７６〉
１１１２／nomu@city.
anjo.lg.jp）へ。右Ｑ
Ｒコードからも申込
み可

■問米太郎・榊原さん
（緯０９０〈１５６４〉２２４８）

親子で体験「いがまんじゅ
う」づくり

軽妙な演出と大河内伝次郎の魅力が
すばらしい日本映画史上屈指の傑作。
■時１月２１日掌午前１０時
■定８０人（当日先着順）
■場■問歴史博物館（緯〈７７〉６６５５）

昭和の名作シネマ上映会
「丹下左膳余話百萬両の壺」

平成２９年度からスタートしたケンサチグランプリ事業の成果報告
会と、ジュエリーブランドHASUNAの代表取締役・白木夏子氏に
よる「幸せが生まれる仕事の創り方」と題した基調講演を行います。
■時２月１７日松午前９時３０分～正午（受付は午前９時１５分から）
■場市民交流センター
■定８０人（先着順）
■申２月１５日昭までの午前８時３０分～午後５時１５分に、住所・氏名・
電話番号を電話かファクス・Eメールで企画情報課（緯〈７１〉２２０４
／胃〈７６〉１１１２／kikaku@city.anjo.lg.jp）へ

白木夏子さん
起業家。英ロンドン大学卒業後、国際機関、
投資ファンド勤務を経て２００９年に株式会社
HASUNAを設立。世界約１０カ国の宝石鉱
山労働者や職人と共にジュエリーを制作し、
人と社会、自然環境に配慮したものづくり
を実践している。現在は各種企業でブラン
ディングアドバイス、起業家の経営サポー
ト等も務める。２０１４年、Forbes誌「未来
を創る日本の女性１０人」に選出。

■時期間・日時 ■場場所 ■内内容 ■講講師 ■対対象・資格 ■定定員 ■￥費用 ■持持ち物 ■他その他

２月の移動児童館
■対■時■場乳幼児親子

▲

７日昌・２１日昌獅

東部公民館 ２日晶・２３日晶獅高棚
町公民館 いずれも午前１０時～１１時
■問子育て支援センター（緯〈７２〉２３１７）



陰～吋共通事項
■場■問デンパーククラブハウス（緯〈９２〉
７１１２）
■¥入園料別途
■申１月２４日昌から各申込期限までの午
前９時３０分～午後５時に、直接か電
話でデンパーククラブハウスへ

陰もったいナイスな料理教室
■時２月１６日晶午前１０時～午後０時３０分
■内テーマ獅ほっこりあったかお家カフェ
ごはん メニュー獅ポットパイ、ケ
ークサレ、アップルストゥルーデル
（イタリアのアップルパイ）
■講永井恵氏
■定２０人（先着順）
■¥３０００円
■持エプロン、手拭
きタオル、箸
■申申込期限獅２月９日晶

隠陶芸講座
食卓を彩る角鉢を作りましょう。
■時２月１６日晶午後１時３０分～３時３０分
■講毛利記代子氏
■定２０人（先着順）
■¥４０００円
■持エプロン
■申申込期限獅２月９日晶

韻日曜写真講座はじめの一歩
今さら聞けないアレコレを学びます。
■時２月１８日掌午後１時３０分～３時３０分
■講鶴田郁夫氏
■定２０人（先着順）
■¥１５００円
■持カメラ
■申申込期限獅２月１１日抄

吋ペーパークイリング講座
■時２月２１日昌・２３日晶午前１０時～午後
０時３０分

■講磯貝裕子氏
■定各１５人（先着順）
■¥１０００円（材料費別途）
■申申込期限獅各回１週間前

デンパークの体験教室
桜井凧をはじめとした様々な凧が大
空を舞います。
■時１月２８日掌参加受付獅午前９時 開
会式獅午前９時３０分 大会獅午前９
時４５分～１１時３０分 表彰式獅正午
※悪天候中止。
※開会式前に安城南高等学校による
和太鼓の披露、大会後にAnjo北斗、
桜井棒の手保存会によるアトラクシ
ョンの披露有。
■場小川天神川原緑地（小川町）
■問桜井公民館（緯〈９９〉３３１３）、桜井凧保
存会事務局・都築さん（緯０９０〈２３４０〉
４６１２）

視点を変えれば意外とカンタン！販
路拡大の一つとして自社製品を海外で
売るための方法を学ぶ事業者向けセミ
ナーです。
■時２月２１日昌午後２時～４時
■場アンフォーレ
■講後藤あかね氏（株
式会社ジェーピー
マネジメント代表
取締役／安城ビジ
ネスコンシェルジ
ュ所属専門家）
■対自社製品を海外で
売ることに興味がある・販路拡大と
して海外に目を向けてみたい事業者
■定４０者（先着順）
■申２月１９日捷までに申込書をファクス
で安城ビジネスコンシェルジュ（胃

〈９３〉３３４２）へ
※同HPからも申込可。
※申込書は安城ビジネスコンシェル
ジュ・同HP、商工課で配布。

■問安城ビジネスコンシェルジュ（緯〈９３〉
３３４１）

海外へ自社製品を羽ばたか
せよう！

陰～吋共通事項
■申１月１９日晶から各講座開催日３日前
（昌の場合はその前日）までの午前９
時～午後９時（昌を除く）に、講座名・
住所・氏名・年齢・電話番号・参加
人数を、直接か電話・ファクスで環
境学習センターエコきち（☎・胃〈７６〉
７１４８）へ

陰スノードームづくり
バレンタインデーをテーマとしたス
ノードームを作ります。
■時２月３日松午前１０時～１１時３０分
■講本間嘉彰氏
■対４歳以上の子と保護者
■定１０組（先着順）
■¥４００円
■持空き瓶（佃煮、ジャム等）
隠こどもぐるぐるゼミナール
ウーさまの紙
芝居で環境を楽
しく学び、牛乳
パックで箱寿司
を作ります。
■時２月４日掌午前１０時～１１時３０分
■講安城市環境アドバイザークロメダカ
チーム
■対４歳以上の子と保護者
■定１０組（先着順）
■¥１人２００円
■持エプロン、三角巾、マスク、牛乳パ
ック（１狩・箱の形のままのもの・
１人につき1個）

韻いちご大福作り
自然農法で作った小豆を使っていち
ご大福を作ります。
■時２月１０日松午前１０時～１１時３０分
■講神谷直子氏
■対４歳以上の子と保護者（未受講者に
限る）
■定１０人（先着順）
■¥１人３００円
■持エプロン、三角巾、マスク、ふきん、
持ち帰り用容器

吋おこしもんづくり
伝統のひな祭りお菓子を作ります。
■時２月１１日抄午前
１０時～１１時３０分
■講古居敬子氏
■対４歳以上の子と
保護者
■定２０人（先着順）
■¥２００円
■持エプロン、三角巾、ふきん、箸、持
ち帰り用容器

環境学習センターエコきち
の講座

知ってると得する会社登記の
はなし～商業登記セミナー～
■時２月１４日昌午後２時～３時４０分
■場愛知県司法書士会館（名古屋市熱田区）
■内商業登記制度とは（名古屋法務局）／
ちゃんと知ってる？自分の会社（愛
知県司法書士会）
※個別の相談にも対応します。
■定１００人（先着順）
■申電話で愛知県司法書士会（緯０５２〈６８３〉
６６８３）へ
※詳細は問い合わせてください。
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安城市凧あげ大会

■申申込方法等 ■問問合せ先 ※なお、指定及び制限を設けない項目は記載していません。
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陰～宇共通事項
■¥施設使用料を含む
■申各申込開始日の午前１０時から電話でマーメイドパレス（緯〈９２〉７３５１）へ
陰女性のためのお手軽エクササイズ
椅子に座ったままできるエクササイ
ズを健康運動指導士が指導します。
■時２月２日晶午前１０時３０分～１１時３０分
■対運動を始めようと思っている中高年
の女性

■定８人（先着順）
■¥５００円
■持タオル、飲み物（ペットボトル）
■申申込開始日獅１月２３日昇

隠女性のためのマットエクササイズ
マットの上で行うストレッチや全身
運動等を、健康運動指導士が指導。
■時２月９日晶午前１０時３０分～１１時３０分
■対運動を始めようと思っている中高年
の女性

■定８人（先着順）
■¥５００円
■持タオル、飲み物（ペットボトル）、ヨ
ガマット又は厚手のバスタオル

■申申込開始日獅１月２３日昇

韻目指せ美ボディ！骨盤エクササイズ
左右の骨盤の歪みを整えてスタイル

ゆが

や姿勢を改善する骨盤体操を行います。
■時中級編獅２月１５日昭 初級編獅２月
２３日晶 いずれも午前１０時３０分～正
午
■講岩瀬裕子氏
■対中級編獅初級編に参加したことのあ
る人 初級編獅１８歳以上の女性

■定各８人（先着順）
■¥５００円
■持タオル、飲み物（ペットボトル）、ヨ
ガマット又は厚手のバスタオル

■申申込開始日諮中級編獅１月２６日晶

初級編獅１月３０日昇

④プールサイドYOGA
室温３０度程度の開放感ある造波プー
ル波打ち際で行う、ヨガの体験講座で
す。
■時２月２０日昇午前１０時～１１時
■講近藤恭子氏（日本総合ヨガ普及協会
ヨガインストラクター）
■対１８歳以上の女性
■定２０人（先着順）
■¥５００円
■持運動のできる服装（水着可）、ヨガマ
ット又は厚手のバスタオル、飲料
■申申込開始日獅１月２４日昌

⑤ベビーマッサージ
赤ちゃんとママの肌と肌のふれあい
によって、いろいろな悩みを解消する
ベビーマッサージの体験講座です。
■時２月２１日昌午前１０時３０分～正午
■講竹本まどか氏（ロイヤルセラピスト
協会認定講師）
■対２カ月～１歳の子と保護者
■定８組（先着順）
■¥１５００円（保護者２人の場合は２０００円）
■持大きめのバスタオル、子どもの水分
補給用飲料
■申申込開始日獅１月２５日昭

宇日々の疲労をためないための健康お灸
お灸の安全な使い方や冷えを取り去
りカラダを温めるツボ等を学びます。
■時２月２２日昭午前１０時３０分～正午
■講高橋裕子氏（鍼灸マッサージ師）
■対１８歳以上の女性
■定５人（先着順）
■¥１５００円
■持肘、膝を出せる服装（スカート不可）
■申申込開始日獅１月２５日昭

マーメイドパレスの催し

■場■問堀内公園（緯〈９９〉５９４７）
シャボン玉で遊ぼう！
■時２月３日松

※雨天の場合は４日掌に順延。
■定材料がなくなり次第終了
シャボン玉の中に入ろう！
■時２月３日松午前
１０時、午後２時
３０分
※雨天の場合は
４日掌に順延。
■対小学生以下
■定各５０人（当日先
着順）

メルヘン号に乗って綿菓子GET！
期間中にメルヘン号に乗った人に綿
菓子をプレゼント！
■時２月１０日松～１２日承

■対小学生以下
■定各３００人（当日先着順）

堀内公園の催し

大きなかま
くらや滑り台
のある雪遊び
広場が登場す
る他、「1000人
鍋」のふるまい
（両日とも当
日先着１０００人）
も。家族で食
べて遊んで笑
顔になれるイベントです。
■時１月２７日松・２８日掌

■場■問デンパーク（緯〈９２〉７１１１）

デンパーク
「雪ん子（ゆきんこ）マルシェ」

絵の具を画用紙に垂らしたり流した
りして偶然できるアートから、オリジ
ナルの写真額やしおりを作ります。
■時２月３日松午前９時３０分～正午
■場市民交流センター
■講鬼頭茂雄氏
■対幼児～小学生の子と保護者
■定１０組（先着順）
■持写真（L版サイズ１～２枚）
※画用紙・絵の具・筆等は用意有。
■申１月２０日松午前９時から直接か電話
で市民交流センター（緯〈７１〉０６０１）へ

親子deフォトフレーム＆
しおりを作ろう！

蛾 広報あんじょう 2018.1.15

■時期間・日時 ■場場所 ■内内容 ■講講師 ■対対象・資格 ■定定員 ■￥費用 ■持持ち物 ■他その他

古より霊峰と
いにしえ

してあがめられ
てきた富士山。
平安時代から歌
や絵画に登場し、
様々な美術作品
のモチーフになってきました。「富士山
の日」といわれる２月２３日に、日本画
で描く富士山に挑戦しませんか。
■時２月２３日晶午前１０時～正午
■場市民ギャラリー
■講香村愛子氏（日本画家）
■対１５歳以上（中学生を除く）
■定１０人（定員を超えた場合は抽選）
■申２月１０日松までに講座名、代表者の
住所・電話番号、参加人数、参加者
全員の氏名と年齢をはがき（必着）か
ファクスで市民ギャラリー（〒４４６－
００２６安城町城堀３０／胃〈７７〉４４９１）へ
※２人分まで応募可。
※同HPからも申込可。
■問市民ギャラリー（緯〈７７〉６８５３）

日本画で富士山を描く



陰～吋共通事項
■場■問デンパーククラブハウス（緯〈９２〉
７１１２）
■¥入園料別途
■申１月２４日昌から各申込期限までの午
前９時３０分～午後５時に、直接か電
話でデンパーククラブハウスへ

陰もったいナイスな料理教室
■時２月１６日晶午前１０時～午後０時３０分
■内テーマ獅ほっこりあったかお家カフェ
ごはん メニュー獅ポットパイ、ケ
ークサレ、アップルストゥルーデル
（イタリアのアップルパイ）
■講永井恵氏
■定２０人（先着順）
■¥３０００円
■持エプロン、手拭
きタオル、箸
■申申込期限獅２月９日晶

隠陶芸講座
食卓を彩る角鉢を作りましょう。
■時２月１６日晶午後１時３０分～３時３０分
■講毛利記代子氏
■定２０人（先着順）
■¥４０００円
■持エプロン
■申申込期限獅２月９日晶

韻日曜写真講座はじめの一歩
今さら聞けないアレコレを学びます。
■時２月１８日掌午後１時３０分～３時３０分
■講鶴田郁夫氏
■定２０人（先着順）
■¥１５００円
■持カメラ
■申申込期限獅２月１１日抄

吋ペーパークイリング講座
■時２月２１日昌・２３日晶午前１０時～午後
０時３０分

■講磯貝裕子氏
■定各１５人（先着順）
■¥１０００円（材料費別途）
■申申込期限獅各回１週間前

デンパークの体験教室
桜井凧をはじめとした様々な凧が大
空を舞います。
■時１月２８日掌参加受付獅午前９時 開
会式獅午前９時３０分 大会獅午前９
時４５分～１１時３０分 表彰式獅正午
※悪天候中止。
※開会式前に安城南高等学校による
和太鼓の披露、大会後にAnjo北斗、
桜井棒の手保存会によるアトラクシ
ョンの披露有。
■場小川天神川原緑地（小川町）
■問桜井公民館（緯〈９９〉３３１３）、桜井凧保
存会事務局・都築さん（緯０９０〈２３４０〉
４６１２）

視点を変えれば意外とカンタン！販
路拡大の一つとして自社製品を海外で
売るための方法を学ぶ事業者向けセミ
ナーです。
■時２月２１日昌午後２時～４時
■場アンフォーレ
■講後藤あかね氏（株
式会社ジェーピー
マネジメント代表
取締役／安城ビジ
ネスコンシェルジ
ュ所属専門家）
■対自社製品を海外で
売ることに興味がある・販路拡大と
して海外に目を向けてみたい事業者
■定４０者（先着順）
■申２月１９日捷までに申込書をファクス
で安城ビジネスコンシェルジュ（胃

〈９３〉３３４２）へ
※同HPからも申込可。
※申込書は安城ビジネスコンシェル
ジュ・同HP、商工課で配布。

■問安城ビジネスコンシェルジュ（緯〈９３〉
３３４１）

海外へ自社製品を羽ばたか
せよう！

陰～吋共通事項
■申１月１９日晶から各講座開催日３日前
（昌の場合はその前日）までの午前９
時～午後９時（昌を除く）に、講座名・
住所・氏名・年齢・電話番号・参加
人数を、直接か電話・ファクスで環
境学習センターエコきち（☎・胃〈７６〉
７１４８）へ

陰スノードームづくり
バレンタインデーをテーマとしたス
ノードームを作ります。
■時２月３日松午前１０時～１１時３０分
■講本間嘉彰氏
■対４歳以上の子と保護者
■定１０組（先着順）
■¥４００円
■持空き瓶（佃煮、ジャム等）
隠こどもぐるぐるゼミナール
ウーさまの紙
芝居で環境を楽
しく学び、牛乳
パックで箱寿司
を作ります。
■時２月４日掌午前１０時～１１時３０分
■講安城市環境アドバイザークロメダカ
チーム
■対４歳以上の子と保護者
■定１０組（先着順）
■¥１人２００円
■持エプロン、三角巾、マスク、牛乳パ
ック（１狩・箱の形のままのもの・
１人につき1個）

韻いちご大福作り
自然農法で作った小豆を使っていち
ご大福を作ります。
■時２月１０日松午前１０時～１１時３０分
■講神谷直子氏
■対４歳以上の子と保護者（未受講者に
限る）
■定１０人（先着順）
■¥１人３００円
■持エプロン、三角巾、マスク、ふきん、
持ち帰り用容器

吋おこしもんづくり
伝統のひな祭りお菓子を作ります。
■時２月１１日抄午前
１０時～１１時３０分
■講古居敬子氏
■対４歳以上の子と
保護者
■定２０人（先着順）
■¥２００円
■持エプロン、三角巾、ふきん、箸、持
ち帰り用容器

環境学習センターエコきち
の講座

知ってると得する会社登記の
はなし～商業登記セミナー～
■時２月１４日昌午後２時～３時４０分
■場愛知県司法書士会館（名古屋市熱田区）
■内商業登記制度とは（名古屋法務局）／
ちゃんと知ってる？自分の会社（愛
知県司法書士会）
※個別の相談にも対応します。
■定１００人（先着順）
■申電話で愛知県司法書士会（緯０５２〈６８３〉
６６８３）へ
※詳細は問い合わせてください。

芽広報あんじょう 2018.1.15

安城市凧あげ大会

■申申込方法等 ■問問合せ先 ※なお、指定及び制限を設けない項目は記載していません。
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陰～宇共通事項
■¥施設使用料を含む
■申各申込開始日の午前１０時から電話でマーメイドパレス（緯〈９２〉７３５１）へ
陰女性のためのお手軽エクササイズ
椅子に座ったままできるエクササイ
ズを健康運動指導士が指導します。
■時２月２日晶午前１０時３０分～１１時３０分
■対運動を始めようと思っている中高年
の女性

■定８人（先着順）
■¥５００円
■持タオル、飲み物（ペットボトル）
■申申込開始日獅１月２３日昇

隠女性のためのマットエクササイズ
マットの上で行うストレッチや全身
運動等を、健康運動指導士が指導。
■時２月９日晶午前１０時３０分～１１時３０分
■対運動を始めようと思っている中高年
の女性

■定８人（先着順）
■¥５００円
■持タオル、飲み物（ペットボトル）、ヨ
ガマット又は厚手のバスタオル

■申申込開始日獅１月２３日昇

韻目指せ美ボディ！骨盤エクササイズ
左右の骨盤の歪みを整えてスタイル

ゆが

や姿勢を改善する骨盤体操を行います。
■時中級編獅２月１５日昭 初級編獅２月
２３日晶 いずれも午前１０時３０分～正
午
■講岩瀬裕子氏
■対中級編獅初級編に参加したことのあ
る人 初級編獅１８歳以上の女性

■定各８人（先着順）
■¥５００円
■持タオル、飲み物（ペットボトル）、ヨ
ガマット又は厚手のバスタオル

■申申込開始日諮中級編獅１月２６日晶

初級編獅１月３０日昇

④プールサイドYOGA
室温３０度程度の開放感ある造波プー
ル波打ち際で行う、ヨガの体験講座で
す。
■時２月２０日昇午前１０時～１１時
■講近藤恭子氏（日本総合ヨガ普及協会
ヨガインストラクター）
■対１８歳以上の女性
■定２０人（先着順）
■¥５００円
■持運動のできる服装（水着可）、ヨガマ
ット又は厚手のバスタオル、飲料
■申申込開始日獅１月２４日昌

⑤ベビーマッサージ
赤ちゃんとママの肌と肌のふれあい
によって、いろいろな悩みを解消する
ベビーマッサージの体験講座です。
■時２月２１日昌午前１０時３０分～正午
■講竹本まどか氏（ロイヤルセラピスト
協会認定講師）
■対２カ月～１歳の子と保護者
■定８組（先着順）
■¥１５００円（保護者２人の場合は２０００円）
■持大きめのバスタオル、子どもの水分
補給用飲料
■申申込開始日獅１月２５日昭

宇日々の疲労をためないための健康お灸
お灸の安全な使い方や冷えを取り去
りカラダを温めるツボ等を学びます。
■時２月２２日昭午前１０時３０分～正午
■講高橋裕子氏（鍼灸マッサージ師）
■対１８歳以上の女性
■定５人（先着順）
■¥１５００円
■持肘、膝を出せる服装（スカート不可）
■申申込開始日獅１月２５日昭

マーメイドパレスの催し

■場■問堀内公園（緯〈９９〉５９４７）
シャボン玉で遊ぼう！
■時２月３日松

※雨天の場合は４日掌に順延。
■定材料がなくなり次第終了
シャボン玉の中に入ろう！
■時２月３日松午前
１０時、午後２時
３０分
※雨天の場合は
４日掌に順延。

■対小学生以下
■定各５０人（当日先
着順）

メルヘン号に乗って綿菓子GET！
期間中にメルヘン号に乗った人に綿
菓子をプレゼント！
■時２月１０日松～１２日承

■対小学生以下
■定各３００人（当日先着順）

堀内公園の催し

大きなかま
くらや滑り台
のある雪遊び
広場が登場す
る他、「1000人
鍋」のふるまい
（両日とも当
日先着１０００人）
も。家族で食
べて遊んで笑
顔になれるイベントです。
■時１月２７日松・２８日掌

■場■問デンパーク（緯〈９２〉７１１１）

デンパーク
「雪ん子（ゆきんこ）マルシェ」

絵の具を画用紙に垂らしたり流した
りして偶然できるアートから、オリジ
ナルの写真額やしおりを作ります。
■時２月３日松午前９時３０分～正午
■場市民交流センター
■講鬼頭茂雄氏
■対幼児～小学生の子と保護者
■定１０組（先着順）
■持写真（L版サイズ１～２枚）
※画用紙・絵の具・筆等は用意有。
■申１月２０日松午前９時から直接か電話
で市民交流センター（緯〈７１〉０６０１）へ

親子deフォトフレーム＆
しおりを作ろう！

蛾 広報あんじょう 2018.1.15

■時期間・日時 ■場場所 ■内内容 ■講講師 ■対対象・資格 ■定定員 ■￥費用 ■持持ち物 ■他その他

古より霊峰と
いにしえ

してあがめられ
てきた富士山。
平安時代から歌
や絵画に登場し、
様々な美術作品
のモチーフになってきました。「富士山
の日」といわれる２月２３日に、日本画
で描く富士山に挑戦しませんか。
■時２月２３日晶午前１０時～正午
■場市民ギャラリー
■講香村愛子氏（日本画家）
■対１５歳以上（中学生を除く）
■定１０人（定員を超えた場合は抽選）
■申２月１０日松までに講座名、代表者の
住所・電話番号、参加人数、参加者
全員の氏名と年齢をはがき（必着）か
ファクスで市民ギャラリー（〒４４６－
００２６安城町城堀３０／胃〈７７〉４４９１）へ
※２人分まで応募可。
※同HPからも申込可。
■問市民ギャラリー（緯〈７７〉６８５３）

日本画で富士山を描く



１１月分／受付順／敬称略
市社会福祉協議会善意銀行
沓名勝博・信子、桜井福祉センター利
用者、二本木連合町内会、愛知県経済
農業協同組合連合会西三河地域担当部、
ほほえみダンス、二本木公民館利用者、
竹内孝税理士事務所、増田秋夫、作野
トータル、中村富士子、ふれあいダン
ス、亀らく会、桜井公民館利用者、総
合福祉センター利用者、匿名
市役所関係
株式会社大和屋、サンエイ株式会社、
寺澤正美、市民交流センター来館者ほ
か（募金箱）

福祉への善意・寄付

西三河都市計画変更案の縦覧を次の
とおり行います。
この案に意見のある人は縦覧期間満
了日までに市へ意見書を提出すること
ができます。
西三河都市計画公園の変更
■時１月２６日晶～２月９日晶午前８時３０
分～午後５時１５分（松掌を除く）

■内安城南明治土地区画整理事業による
都市計画公園の変更
■場■問公園緑地課（緯〈７１〉２２４４）
西三河都市計画地区計画の変更
■時１月２２日捷～２月５日捷午前８時３０
分～午後５時１５分（松掌を除く）

■内暫三河安城駅周辺地区計画の変更
暫安城明祥地区工業団地地区計画の
変更

暫安城北部地区工業団地地区計画の
変更

暫榎前工業団地東地区計画の変更
■場■問都市計画課（緯〈７１〉２２４３）
西三河都市計画用途地域、準防火地域
の変更
■時１月２２日捷～２月５日捷午前８時３０
分～午後５時１５分（松掌を除く）

■内大東町地区における用途地域、準防
火地域の変更
■場■問都市計画課（緯〈７１〉２２４３）

西三河都市計画変更案の縦覧

アンフォーレの駐輪場で工事を行います
■問アンフォーレ課（緯〈７６〉６１１１）

駐輪場およびバイク置き場に屋根を設置する工事を行います。工事期間中は東
西の通り抜けができなくなり、広場の一部が工事範囲となります。
工事期間：２月～５月（予定）

Ｗ
Ｃ

工
事
期
間
中
の
駐
輪
場

アンフォーレ本館
（図書情報館等）

大屋根

願
い
ご
と
広
場

アンフォーレ駐車場
（ナビパーク）

アンフォーレ南館
（ドミー・暮らしの学校）

黒く塗りつぶした部分：工事範囲

各事業所で防火管理者、または防火・
防災管理者に選任されている人は、防
火・防災管理に関する一層の知識を高
め、適切な防火管理業務の徹底を図る
ため、５年ごとの受講が義務付けられ
ています。
■時３月６日昇 甲種防火管理再講習獅

午前９時３０分～１１時３０分 防火・防
災管理再講習獅午後１時３０分～４時
３０分
■場刈谷市産業振興センター（刈谷市相
生町）

■定各４２人（先着順）
■¥２０００円（テキスト・資料代）
■申２月５日捷～９日晶午前８時３０分～
午後５時に申込書・修了している講
習会の修了証の写し・証明写真（縦
４尺×横３尺で３カ月以内に撮影
したもの）を持参して、衣浦東部広
域連合消防局（刈谷市小垣江町／緯

〈６３〉０１３６）か安城消防署（緯〈７５〉２４
５８）へ

起業する際の個人事業と法人設立の
メリットや違いを司法書士が教えます。
独立や起業を準備している人、今す
ぐではなくともこれからのために知っ
ておきたい・学んでおきたい人もぜひ
参加してください。
■時２月１９日捷午後２時～３時
■場コワーキングスペースKEYPORT
(JR安城駅１階)
■講猪子大介氏（司法書士法人名南経営）

いの こ

■対起業を目指している人、起業家、新
規事業立ち上げを考えている人等
■定１０人（先着順）
■申２月１８日掌までの午前９時～午後１０
時に直接か電話・Eメールで KEY
PORT（緯〈７７〉６３１３／info@keyport.
jp）へ

起業セミナー「起業するなら個
人事業？それとも法人？」

甲種防火管理再講習、防火・
防災管理再講習

賀広報あんじょう 2018.1.15

■申申込方法等 ■問問合せ先 ※なお、指定及び制限を設けない項目は記載していません。

滞納市税解消を目的とし、滞納者か
ら差し押さえた不動産を県の「共同公
売」で売却します。
■時２月７日昌午後１時３０分～２時
■場愛知県名古屋南部県税事務所（名古
屋市熱田区）

■内公売物品獅土地付き建物（２件）
※滞納市税の完納等により、不動産
公売を取り下げることがあります。
詳細は問い合わせるか、市HPで確
認してください。

■問納税課（緯〈７１〉２２１７）

市税滞納者の不動産公売を
実施します

情
報
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納付期限：1月31日㈬／口座振替日：１月31日㈬
▶市民税・県民税（普通徴収） 第４期
▶国民健康保険税 第７期
▶後期高齢者医療保険料 第７期
▶介護保険料 第７期
▶水道料金・下水道使用料（ＪＲ東海道本線以南）

▶保育園保育料
▶幼稚園授業料
▶市営住宅家賃
▶児童クラブ育成料

第１期納期限は、３年ごとの評価替
年度においては、これまで５月３１日と
していました。平成３０年度からは、評
価替年度であっても評価替以外の年度
と同じ４月３０日（４月３０日が松掌承の
場合は翌日以降の一番近い平日）とし
ます。なお、第２～４期の納期限の変
更はありません。
平成３０年度は評価替年度となります。
納期限は下表のとおりです。

固定資産税・都市計画税課税明細書の
発送の変更について
平成３０年度から４月中旬に納税通知
書と課税明細書を同封して送付するよ
う変更します。
■問資産税課（緯〈７１〉２２１５）

固定資産税・都市計画税の
納期限変更

納期限期
平成３０年５月１日第１期
平成３０年７月３１日第２期
平成３０年１２月２６日第３期
平成３１年２月２８日第４期

市税の納付は便利な口座振替またはクレジットカードで！
■問納税課（緯〈７１〉２２１６）

市民ギャラリー展示室の利
用予約を受け付け
３室以上又は３階全室を４日間以上
利用する場合、優先予約を受け付けま
す。その他の利用は通常予約として受
け付けます。
■内利用日獅２０１９年４月２日～９月２９日
※２０１９年３月３１日までの予約は随時
受け付けています。
■申優先予約施１月２５日昭～３１日昌午前
９時～午後５時（２９日捷を除く） 通
常予約施２月１日昭～１０日松午前９
時～午後５時（５日捷を除く）に、直
接市民ギャラリー（緯〈７７〉６８５３）へ
※電話申込は不可。
※希望日が重なった場合は抽選。
※上記申込み期間以降は、随時受付。
※２０１９年４月より利用料を改定しま
す。

雅 広報あんじょう 2018.1.15

クレジットカード納税
市HP内「クレジットカード納税」か

ら「YAHOO!公金支払い」サイトに接
続して、クレジットカード情報等を入
力することにより、納期限内であれば
２４時間いつでも納付できます。
詳しい利用方法については、各税の
納税通知書に同封するクレジット納付
利用案内を確認してください。
■内クレジットカード納付できる税目獅

軽自動車税、市民税・県民税（普通
徴収）、国民健康保険税、固定資産税・
都市計画税（平成３０年４月から） 利
用に必要なもの獅パソコン・スマー
トフォン等のインターネット環境、
各税の納税通知書に同封の納付書、
クレジットカード
■¥納付金額に応じた決済手数料（納税
者負担）がかかります（下表参照）

■他暫口座振替で納付する人はクレジッ
トカードで納付できません。口座振
替廃止届を左表の口座振替申込期日
までに提出すると、クレジットカー
ドで納付できるようになります
暫全期前納納付書ではクレジットカ
ードで納付できません。期別納付書
により各期ごとに納付してください
暫金融機関やコンビニエンスストア
の店頭でのクレジットカードによる
納付はできません
暫クレジットカードで納付した場合、
領収証書は発行されません。カード
会社が発行する利用明細書等により
確認してください
暫車検用の軽自動車税納税証明書は
６月中に市から送付します

決済手数料納付金額
５４円（税込）１円～１０,０００円
１６２円（税込）１０,００１円～２０,０００円
２７０円（税込）２０,００１円～３０,０００円
１０８円（税込）
ずつ加算

以降１０,０００円増えるご
とに

口座振替
納付のたびに金融機関に出向く必要
がなく、手続きも簡単です。振替日は
各期の納期限の日です。
口座振替を始めるには
陰希望する税金・金融機関が口座振替
可能か確認してください
口座振替可能な税目獅市民税・県民税
（普通徴収）、固定資産税・都市計画税、
軽自動車税、国民健康保険税（普通徴
収） 取扱金融機関獅市内に本・支店
のある金融機関、郵便局、中京銀行、
西三河農協、あいち三河農協、あいち
豊田農協
隠提出日（郵送の場合は消印の日付）の
２カ月後の月末以降の納期分から振替
開始になります。平成３０年度の税金を
第１期から口座振替にしたい場合は下
表の期日までに手続きをしてください

韻振替結果は通帳への記帳で確認して
ください
■申口座番号の分かるもの（通帳又はキャ
ッシュカード）と通帳印を持って、
市内の金融機関か市納税課又は明祥・
桜井・北部支所へ。安城市税口座振
替依頼書を提出して頂きます
※納税通知書があると手続きがスム
ーズです。
※申込期日にかかわらず早めの手続
きをお願いします。
振替口座・振替方法を変更したい時は
口座振替を始めるときと同様の手続
きが再度必要となりますので、口座振
替依頼書を改めて提出してください。

申込期日税 目

４月末市民税・県民税（普通徴収）

２月末固定資産税・都市計画税

３月末軽自動車税

５月末国民健康保険税（普通徴収）

■時期間・日時 ■場場所 ■内内容 ■講講師 ■対対象・資格 ■定定員 ■￥費用 ■持持ち物 ■他その他



１１月分／受付順／敬称略
市社会福祉協議会善意銀行
沓名勝博・信子、桜井福祉センター利
用者、二本木連合町内会、愛知県経済
農業協同組合連合会西三河地域担当部、
ほほえみダンス、二本木公民館利用者、
竹内孝税理士事務所、増田秋夫、作野
トータル、中村富士子、ふれあいダン
ス、亀らく会、桜井公民館利用者、総
合福祉センター利用者、匿名
市役所関係
株式会社大和屋、サンエイ株式会社、
寺澤正美、市民交流センター来館者ほ
か（募金箱）

福祉への善意・寄付

西三河都市計画変更案の縦覧を次の
とおり行います。
この案に意見のある人は縦覧期間満
了日までに市へ意見書を提出すること
ができます。
西三河都市計画公園の変更
■時１月２６日晶～２月９日晶午前８時３０
分～午後５時１５分（松掌を除く）

■内安城南明治土地区画整理事業による
都市計画公園の変更
■場■問公園緑地課（緯〈７１〉２２４４）
西三河都市計画地区計画の変更
■時１月２２日捷～２月５日捷午前８時３０
分～午後５時１５分（松掌を除く）

■内暫三河安城駅周辺地区計画の変更
暫安城明祥地区工業団地地区計画の
変更

暫安城北部地区工業団地地区計画の
変更

暫榎前工業団地東地区計画の変更
■場■問都市計画課（緯〈７１〉２２４３）
西三河都市計画用途地域、準防火地域
の変更
■時１月２２日捷～２月５日捷午前８時３０
分～午後５時１５分（松掌を除く）

■内大東町地区における用途地域、準防
火地域の変更
■場■問都市計画課（緯〈７１〉２２４３）

西三河都市計画変更案の縦覧

アンフォーレの駐輪場で工事を行います
■問アンフォーレ課（緯〈７６〉６１１１）

駐輪場およびバイク置き場に屋根を設置する工事を行います。工事期間中は東
西の通り抜けができなくなり、広場の一部が工事範囲となります。
工事期間：２月～５月（予定）

Ｗ
Ｃ

工
事
期
間
中
の
駐
輪
場

アンフォーレ本館
（図書情報館等）

大屋根

願
い
ご
と
広
場

アンフォーレ駐車場
（ナビパーク）

アンフォーレ南館
（ドミー・暮らしの学校）

黒く塗りつぶした部分：工事範囲

各事業所で防火管理者、または防火・
防災管理者に選任されている人は、防
火・防災管理に関する一層の知識を高
め、適切な防火管理業務の徹底を図る
ため、５年ごとの受講が義務付けられ
ています。
■時３月６日昇 甲種防火管理再講習獅

午前９時３０分～１１時３０分 防火・防
災管理再講習獅午後１時３０分～４時
３０分
■場刈谷市産業振興センター（刈谷市相
生町）

■定各４２人（先着順）
■¥２０００円（テキスト・資料代）
■申２月５日捷～９日晶午前８時３０分～
午後５時に申込書・修了している講
習会の修了証の写し・証明写真（縦
４尺×横３尺で３カ月以内に撮影
したもの）を持参して、衣浦東部広
域連合消防局（刈谷市小垣江町／緯

〈６３〉０１３６）か安城消防署（緯〈７５〉２４
５８）へ

起業する際の個人事業と法人設立の
メリットや違いを司法書士が教えます。
独立や起業を準備している人、今す
ぐではなくともこれからのために知っ
ておきたい・学んでおきたい人もぜひ
参加してください。
■時２月１９日捷午後２時～３時
■場コワーキングスペースKEYPORT
(JR安城駅１階)
■講猪子大介氏（司法書士法人名南経営）

いの こ

■対起業を目指している人、起業家、新
規事業立ち上げを考えている人等
■定１０人（先着順）
■申２月１８日掌までの午前９時～午後１０
時に直接か電話・Eメールで KEY
PORT（緯〈７７〉６３１３／info@keyport.
jp）へ

起業セミナー「起業するなら個
人事業？それとも法人？」

甲種防火管理再講習、防火・
防災管理再講習
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■申申込方法等 ■問問合せ先 ※なお、指定及び制限を設けない項目は記載していません。

滞納市税解消を目的とし、滞納者か
ら差し押さえた不動産を県の「共同公
売」で売却します。
■時２月７日昌午後１時３０分～２時
■場愛知県名古屋南部県税事務所（名古
屋市熱田区）

■内公売物品獅土地付き建物（２件）
※滞納市税の完納等により、不動産
公売を取り下げることがあります。
詳細は問い合わせるか、市HPで確
認してください。

■問納税課（緯〈７１〉２２１７）

市税滞納者の不動産公売を
実施します
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納付期限：1月31日㈬／口座振替日：１月31日㈬
▶市民税・県民税（普通徴収） 第４期
▶国民健康保険税 第７期
▶後期高齢者医療保険料 第７期
▶介護保険料 第７期
▶水道料金・下水道使用料（ＪＲ東海道本線以南）

▶保育園保育料
▶幼稚園授業料
▶市営住宅家賃
▶児童クラブ育成料

第１期納期限は、３年ごとの評価替
年度においては、これまで５月３１日と
していました。平成３０年度からは、評
価替年度であっても評価替以外の年度
と同じ４月３０日（４月３０日が松掌承の
場合は翌日以降の一番近い平日）とし
ます。なお、第２～４期の納期限の変
更はありません。
平成３０年度は評価替年度となります。

納期限は下表のとおりです。

固定資産税・都市計画税課税明細書の
発送の変更について
平成３０年度から４月中旬に納税通知
書と課税明細書を同封して送付するよ
う変更します。
■問資産税課（緯〈７１〉２２１５）

固定資産税・都市計画税の
納期限変更

納期限期
平成３０年５月１日第１期
平成３０年７月３１日第２期
平成３０年１２月２６日第３期
平成３１年２月２８日第４期

市税の納付は便利な口座振替またはクレジットカードで！
■問納税課（緯〈７１〉２２１６）

市民ギャラリー展示室の利
用予約を受け付け
３室以上又は３階全室を４日間以上
利用する場合、優先予約を受け付けま
す。その他の利用は通常予約として受
け付けます。
■内利用日獅２０１９年４月２日～９月２９日
※２０１９年３月３１日までの予約は随時
受け付けています。
■申優先予約施１月２５日昭～３１日昌午前
９時～午後５時（２９日捷を除く） 通
常予約施２月１日昭～１０日松午前９
時～午後５時（５日捷を除く）に、直
接市民ギャラリー（緯〈７７〉６８５３）へ
※電話申込は不可。
※希望日が重なった場合は抽選。
※上記申込み期間以降は、随時受付。
※２０１９年４月より利用料を改定しま
す。

雅 広報あんじょう 2018.1.15

クレジットカード納税
市HP内「クレジットカード納税」か

ら「YAHOO!公金支払い」サイトに接
続して、クレジットカード情報等を入
力することにより、納期限内であれば
２４時間いつでも納付できます。
詳しい利用方法については、各税の
納税通知書に同封するクレジット納付
利用案内を確認してください。
■内クレジットカード納付できる税目獅

軽自動車税、市民税・県民税（普通
徴収）、国民健康保険税、固定資産税・
都市計画税（平成３０年４月から） 利
用に必要なもの獅パソコン・スマー
トフォン等のインターネット環境、
各税の納税通知書に同封の納付書、
クレジットカード
■¥納付金額に応じた決済手数料（納税
者負担）がかかります（下表参照）

■他暫口座振替で納付する人はクレジッ
トカードで納付できません。口座振
替廃止届を左表の口座振替申込期日
までに提出すると、クレジットカー
ドで納付できるようになります
暫全期前納納付書ではクレジットカ
ードで納付できません。期別納付書
により各期ごとに納付してください
暫金融機関やコンビニエンスストア
の店頭でのクレジットカードによる
納付はできません
暫クレジットカードで納付した場合、
領収証書は発行されません。カード
会社が発行する利用明細書等により
確認してください
暫車検用の軽自動車税納税証明書は
６月中に市から送付します

決済手数料納付金額
５４円（税込）１円～１０,０００円
１６２円（税込）１０,００１円～２０,０００円
２７０円（税込）２０,００１円～３０,０００円
１０８円（税込）
ずつ加算

以降１０,０００円増えるご
とに

口座振替
納付のたびに金融機関に出向く必要
がなく、手続きも簡単です。振替日は
各期の納期限の日です。
口座振替を始めるには
陰希望する税金・金融機関が口座振替
可能か確認してください
口座振替可能な税目獅市民税・県民税
（普通徴収）、固定資産税・都市計画税、
軽自動車税、国民健康保険税（普通徴
収） 取扱金融機関獅市内に本・支店
のある金融機関、郵便局、中京銀行、
西三河農協、あいち三河農協、あいち
豊田農協
隠提出日（郵送の場合は消印の日付）の
２カ月後の月末以降の納期分から振替
開始になります。平成３０年度の税金を
第１期から口座振替にしたい場合は下
表の期日までに手続きをしてください

韻振替結果は通帳への記帳で確認して
ください
■申口座番号の分かるもの（通帳又はキャ
ッシュカード）と通帳印を持って、
市内の金融機関か市納税課又は明祥・
桜井・北部支所へ。安城市税口座振
替依頼書を提出して頂きます
※納税通知書があると手続きがスム
ーズです。
※申込期日にかかわらず早めの手続
きをお願いします。
振替口座・振替方法を変更したい時は
口座振替を始めるときと同様の手続
きが再度必要となりますので、口座振
替依頼書を改めて提出してください。

申込期日税 目

４月末市民税・県民税（普通徴収）

２月末固定資産税・都市計画税

３月末軽自動車税

５月末国民健康保険税（普通徴収）

■時期間・日時 ■場場所 ■内内容 ■講講師 ■対対象・資格 ■定定員 ■￥費用 ■持持ち物 ■他その他
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■内勤務開始日獅４
月１日 勤務日
時獅週１・２日
程度の午後４時
３０分～９時３０分
賃金獅時給８８０
円、通勤割増１
日２００円 選考
獅面接（２月１４日昌）
■対昭和２６年４月２日以降生まれで、簡
単なパソコン操作ができる人
■定５人
■申１月１６日昇～３０日昇午前９時～午後
５時（捷を除く）に、写真付の履歴書
を持って生涯学習課（市役所西庁舎
／緯〈７６〉１５１５）へ

公民館夜間管理臨時職員
男女共同参画プランの進捗管理及び
評価をする委員を募集します。
■内任期施４月から２年間 報酬施年１
回程度開催する会議１回につき７５００
円 選考獅書類審査合格者に対し面
接（３月１５日昭午後を予定）を実施

■対市内在住・在勤・在学・市内で活動
する満２０歳以上（４月１日現在）で、
平日昼間開催の会議に出席できる人
※応募時点で本市の審議会等の委員
を３つ以上兼務していないこと。た
だし、４月１日に解任されているも
のは除く。

■定４人程度
■申２月１６日晶までの午前８時３０分～午
後５時１５分（松掌抄承を除く）に、所
定の応募用紙を持参か郵送（必着）・
ファクス・Ｅメールで市民協働課
（〒４４６－８５０１住所不要／胃〈７２〉３７４１
／kyodo@city.anjo.lg.jp）へ
※応募用紙は、同課・市HPで配布。

■問市民協働課（緯〈７１〉２２１８）

市男女共同参画審議会委員

愛知障害者職業能力開発校（豊川市
一宮町）の平成３０年度訓練生を募集し
ます。
■内入校日施４月６日晶 訓練期間施１
年間 募集科施陰ITスキル科 ②O
Aビジネス科 ③CAD設計科 ④デ
ザイン科 ⑤総合実務科 選考施筆
記試験及び面接
■対陰～⑤共通要件施

・就職意欲があり、技能を身に付け
職業的自立を望んでいる
・集団生活、訓練の妨げとなる問題
行動がない

陰～④施

・障害の症状が安定している
⑤施

・療育手帳等を所持している、又は
判定機関で判定を受けている
・自宅からの通校が可能
・訓練の受講に際し、保護者等の理
解と協力が得られる

■定陰施２０人②～④施各３０人⑤施１５人
■¥受験料、入校料及び授業料は無料。
ただし、教科書代・食費は実費
■他身体障害があって通校困難な場合、
一定の要件を満たすことにより、使
用料無料の寄宿舎の利用可。利用希
望者は見学会への参加が必要です
■申２月１６日晶までに入校願書と健康診
断書を持ちハローワーク刈谷（刈谷
市若松町）へ
※入校願書・健康診断書はハローワ
ーク刈谷にて配布。
■問ハローワーク刈谷（緯〈２１〉５００１）、愛
知障害者職業能力開発校（緯０５３３〈９３〉
２１０２）、市障害福祉課（緯〈７１〉２２２５）

愛知障害者職業能力開発校
訓練生

デンパーク「フラワーフェスティバル」
で、音楽やダンスを披露しませんか。
■内出演日施陰３月１７日松～４月２２日掌

の松掌抄 隠３月３１日松 演奏内容
施陰音楽やダンス等デンパークのイ
メージに合うもの 隠イースターの
要素を取り入れたダンス 演奏時間
施陰３０分間 隠午前１０時３０分～午後
４時のうちの３０分間

■他暫デンパーク所有の音響機材を利用
できますが、高度な音響操作を要す
る場合は出演者がオペレーターを手
配してください
暫出演の謝礼として、出演者一人に
つき２枚のデンパーク招待券を進呈
暫デモテープは返却しません
■申２月９日晶（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、参加希望日（複数
日あれば全て）と、演奏内容のわか
るデモテープ（CD、DVD等）をデ
ンパークイベント参加者募集係（〒
４４６－００４６赤松町梶１）へ
※過去１年間に出演実績のある人は、
デモテープの提出は不要。
※応募者多数の場合は出演をお断り
する場合があります。
※２月２６日捷までに選考結果を連絡
します。

■問デンパーク（緯〈９２〉７１１１）

デンパークフラワーフェス
ティバルイベント出演者

県消費生活モニター
■内任期獅４月～平成３１年３月 役割獅

商品の不当な表示・悪質商法・価格
動向等の情報提供、消費者行政に関
する意見・要望の提出等 謝礼獅年
額１５００円以内（予定）

■対県内在住の２０歳以上の人
■申２月２３日晶までに、応募用紙を持参
か郵送（消印有効）・ファクスで県県
民生活課（名古屋市中区／〒４６０－
８５０１住所不要／胃０５２〈９７２〉６００１／緯

０５２〈９５４〉６１６３）へ。又は応募用紙を
持参して西三河県民相談室（岡崎市
明大寺本町／緯０５６４〈２７〉０８００）へ
※県HPからも申込み可。応募用紙
は同相談室・市商工課で配布。

■問市商工課（緯〈７１〉２２３５）

陰隠韻共通事項
■内募集人数施若干名 通勤割増施１日
２００円 選考獅面接（２月１日昭）
■申１月３１日昌までの午前８時３０分～午
後５時１５分（松掌を除く）に、顔写真
付きの履歴書と保健師又は歯科衛生
士免許証（原本）を持って市保健セン
ター（緯〈７６〉１１３３）へ

陰保健師
■内職務内容獅健康測定会等の健康づく
り啓発事業、健診、相談業務等 採
用日施２月７日昌（応相談） 勤務日
時獅捷～晶午前９時～午後５時 賃
金施時給１４４０円 福利厚生施健康保
険、厚生年金、雇用保険対象

隠保健師（母子保健業務）
■内職務内容獅乳幼児健康診査等の保健
業務 採用日施２月７日昌（応相談）
勤務日時獅昌～晶のうち週１～３日
程度で午前８時３０分～午後５時のう
ち１日２～４時間 賃金施時給１８９０円

韻歯科衛生士
■内職務内容獅幼児健診の診察介助及び
フッ化物塗布、教室等における歯科
保健指導・相談業務 採用日施２月
８日昭（応相談） 勤務日時獅平日週
１～３日程度、松掌年間２～３日程
度で午前８時３０分～午後５時のうち
1日２～４時間 賃金施時給１８９０円

市保健センターの臨時職員

■申申込方法等 ■問問合せ先 ※なお、指定及び制限を設けない項目は記載していません。
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■内任期獅４月から２年間 職務内容獅

公開行政レビューにおける対象事業
選定及び事務事業の評価等 会議予
定回数獅年５回程度（休日を含む）
報酬獅委員会・公開行政レビューへ
の出席一回につき７５００円 選考獅書
類審査合格者に対し面接を実施
※公開行政レビューとは、本市の事
務事業について、事業の必要性・効
率性等を市民とともに考え、改善内
容を検討するもの。
■対４月１日現在、１８歳以上で市内在住・
在勤・在学の人又は、主に市内で活
動する市民活動団体・ボランティア
団体・地域団体等に所属する人
※応募時点で本市の審議会等の委員
を３つ以上兼務していないこと。た
だし、４月１日に解任されているも
のは除く。
■定１人
■申１月３１日昌までの午前８時３０分～午
後５時１５分に、応募用紙と下記テー
マによる８００字以内の作文（様式自由）
を持参か郵送（必着）・ファクス・Eメ
ールで経営管理課（〒４４６－８５０１住所
不要／胃〈７６〉１１１２／keiei@city.anjo.
lg.jp）へ
作文テーマ獅応募の動機及び公開行
政レビューに期待すること
※応募用紙は同課・市HPで配布。

■問経営管理課（緯〈７１〉２２０５）

行政評価委員会委員

野外活動やボランティア活動等を通
し、国際的に活躍できる子どもを育成。
■内活動内容獅キャンプ・サイクリング・
スキー訓練等の野外活動、安城七夕
まつりでの奉仕活動、募金活動等
■対幼稚園・保育園の年長児及び小学生
■申昇～掌午前８時３０分～午後５時１５分
に、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

■対応募資格諮予備自衛官補（一般公募）
獅１８歳以上３４歳未満の自衛官未経験
者 予備自衛官補（技能公募）獅指定
する技能を有した１８歳以上５３歳未満
（保有する技能に応じ５５歳未満まで
対象）の自衛官未経験者
※いずれも平成３０年７月１日時点。
自衛官であった期間が１年未満の者
も含む。
■申４月６日晶までに自衛隊愛知地方協
力本部安城地域事務所（緯〈７４〉６８９４）
へ
※詳細は問い合わせてください。

■問自衛隊愛知地方協力本部安城地域事
務所、市危機管理課（緯〈７１〉２２２０）

予備自衛官補

ファミリー・サポート・セ
ンターの会員
子育ての手助けをしてほしい人（依

頼会員）と子育ての協力をする人（提供
会員）が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・在学者
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がで
き、子どもが好きでボランティア精
神のある人
※いずれも会員登録が必要です。
■¥報酬基準額（子ども１人１時間）諮捷～
晶午前７時～午後７時獅６００円 そ
の他の曜日・時間帯獅７００円
■申捷～晶午前９時～午後５時（抄を除
く）に、直接か電話でファミリー・
サポート・センター（あんぱ～く内
／緯〈７２〉２３１５）へ。登録方法等につ
いて案内します
依頼会員登録希望者の入会説明会
■時■申毎月２回開催しています。事前に
直接か電話で同センターへ
提供会員登録希望者の講習会
■時２月６日昇午前９時～午後３時３０分
■他保育サポーター養成講座又は子育て
ネットワーカー養成講座の修了者は
講習会を免除
■申事前に直接か電話で同センターへ

平成３０年度短期課程入校生を募集。
■内訓練期間施４月６日～平成３１年３月
１３日（松掌抄及び夏期・冬期休暇を
除く） 募集科施陰電気工事科 ②
住宅総合科 選考施適性検査、面接
（３月２日晶）
■対職業を転換しようとする人で、中学
校卒業（３月卒業見込を含む）又は同
等以上の学力のある人
■定陰施２０人 ②施３０人
■¥教科書、作業服代等
■申２月１６日晶までに入校願書をハロー
ワーク刈谷（刈谷市若松町）に提出
■問県立高浜高等技術専門校（緯〈５３〉００
３１）

「こども古本市」出店者
家に眠っている絵本や図鑑、児童書
等はありませんか？アンフォーレ・周
辺商店街を会場とした、こども向け古
本販売の出店者を募集します。
こども店主も大歓迎！家族でご参加
ください。出店料無料です。
■時３月１７日松午前１０時～午後３時
■場アンフォーレ（エントランス）、JR安
城駅周辺商店街（日新堂書店・岡菊
苑等）
■内出店スペース獅幅１．５ｍ×奥行２ｍ。
テーブル1台、椅子1脚を貸出
■定１０店程度（先着順）
■申２月１０日松までに申込用紙を持参か
ファクスで安城プロモーションズ
（アンフォーレ総合案内／胃〈４５〉５０９７）
へ。
※アンフォーレHP内専用応募フォ
ームからも申込可。
※申込用紙は同HPで配布。

■問安城プロモーションズ（アンフォー
レ総合案内／緯〈７６〉１４００）

広報あんじょう広告掲載者
■内発行部数獅約７３３００部（平成３０年１月
１日号） 広告掲載位置・仕様獅本
紙毎月１日号の裏表紙下半分、フル
カラー（約縦１３１勺×横１８９勺）

■対市税・料金の滞納がない広告代理店
等

■定募集契約数獅１契約（平成３０年４月
～平成３１年３月の計１２回）
■¥最低提示額獅２４０万円（消費税等含む）
※申込者複数の場合は、最高額を提
示した者に決定。

■申１月１６日昇～３１日昌午前８時３０分～
午後５時１５分（松掌を除く）に、申込
書と会社概要（パンフレット等）を持
参か郵送（必着）で秘書課広報広聴係
（〒４４６－８５０１住所不要／緯〈７１〉２２０２）
へ
※募集要項・申込書は同課・市HP
で配布。

■時期間・日時 ■場場所 ■内内容 ■講講師 ■対対象・資格 ■定定員 ■￥費用 ■持持ち物 ■他その他

県立高浜高等技術専門校訓練生
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■内勤務開始日獅４
月１日 勤務日
時獅週１・２日
程度の午後４時
３０分～９時３０分
賃金獅時給８８０
円、通勤割増１
日２００円 選考
獅面接（２月１４日昌）
■対昭和２６年４月２日以降生まれで、簡
単なパソコン操作ができる人
■定５人
■申１月１６日昇～３０日昇午前９時～午後
５時（捷を除く）に、写真付の履歴書
を持って生涯学習課（市役所西庁舎
／緯〈７６〉１５１５）へ

公民館夜間管理臨時職員
男女共同参画プランの進捗管理及び
評価をする委員を募集します。
■内任期施４月から２年間 報酬施年１
回程度開催する会議１回につき７５００
円 選考獅書類審査合格者に対し面
接（３月１５日昭午後を予定）を実施

■対市内在住・在勤・在学・市内で活動
する満２０歳以上（４月１日現在）で、
平日昼間開催の会議に出席できる人
※応募時点で本市の審議会等の委員
を３つ以上兼務していないこと。た
だし、４月１日に解任されているも
のは除く。

■定４人程度
■申２月１６日晶までの午前８時３０分～午
後５時１５分（松掌抄承を除く）に、所
定の応募用紙を持参か郵送（必着）・
ファクス・Ｅメールで市民協働課
（〒４４６－８５０１住所不要／胃〈７２〉３７４１
／kyodo@city.anjo.lg.jp）へ
※応募用紙は、同課・市HPで配布。

■問市民協働課（緯〈７１〉２２１８）

市男女共同参画審議会委員

愛知障害者職業能力開発校（豊川市
一宮町）の平成３０年度訓練生を募集し
ます。
■内入校日施４月６日晶 訓練期間施１
年間 募集科施陰ITスキル科 ②O
Aビジネス科 ③CAD設計科 ④デ
ザイン科 ⑤総合実務科 選考施筆
記試験及び面接
■対陰～⑤共通要件施

・就職意欲があり、技能を身に付け
職業的自立を望んでいる
・集団生活、訓練の妨げとなる問題
行動がない

陰～④施

・障害の症状が安定している
⑤施

・療育手帳等を所持している、又は
判定機関で判定を受けている
・自宅からの通校が可能
・訓練の受講に際し、保護者等の理
解と協力が得られる

■定陰施２０人②～④施各３０人⑤施１５人
■¥受験料、入校料及び授業料は無料。
ただし、教科書代・食費は実費
■他身体障害があって通校困難な場合、
一定の要件を満たすことにより、使
用料無料の寄宿舎の利用可。利用希
望者は見学会への参加が必要です
■申２月１６日晶までに入校願書と健康診
断書を持ちハローワーク刈谷（刈谷
市若松町）へ
※入校願書・健康診断書はハローワ
ーク刈谷にて配布。
■問ハローワーク刈谷（緯〈２１〉５００１）、愛
知障害者職業能力開発校（緯０５３３〈９３〉
２１０２）、市障害福祉課（緯〈７１〉２２２５）

愛知障害者職業能力開発校
訓練生

デンパーク「フラワーフェスティバル」
で、音楽やダンスを披露しませんか。
■内出演日施陰３月１７日松～４月２２日掌

の松掌抄 隠３月３１日松 演奏内容
施陰音楽やダンス等デンパークのイ
メージに合うもの 隠イースターの
要素を取り入れたダンス 演奏時間
施陰３０分間 隠午前１０時３０分～午後
４時のうちの３０分間

■他暫デンパーク所有の音響機材を利用
できますが、高度な音響操作を要す
る場合は出演者がオペレーターを手
配してください
暫出演の謝礼として、出演者一人に
つき２枚のデンパーク招待券を進呈
暫デモテープは返却しません
■申２月９日晶（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、参加希望日（複数
日あれば全て）と、演奏内容のわか
るデモテープ（CD、DVD等）をデ
ンパークイベント参加者募集係（〒
４４６－００４６赤松町梶１）へ
※過去１年間に出演実績のある人は、
デモテープの提出は不要。
※応募者多数の場合は出演をお断り
する場合があります。
※２月２６日捷までに選考結果を連絡
します。

■問デンパーク（緯〈９２〉７１１１）

デンパークフラワーフェス
ティバルイベント出演者

県消費生活モニター
■内任期獅４月～平成３１年３月 役割獅

商品の不当な表示・悪質商法・価格
動向等の情報提供、消費者行政に関
する意見・要望の提出等 謝礼獅年
額１５００円以内（予定）

■対県内在住の２０歳以上の人
■申２月２３日晶までに、応募用紙を持参
か郵送（消印有効）・ファクスで県県
民生活課（名古屋市中区／〒４６０－
８５０１住所不要／胃０５２〈９７２〉６００１／緯

０５２〈９５４〉６１６３）へ。又は応募用紙を
持参して西三河県民相談室（岡崎市
明大寺本町／緯０５６４〈２７〉０８００）へ
※県HPからも申込み可。応募用紙
は同相談室・市商工課で配布。

■問市商工課（緯〈７１〉２２３５）

陰隠韻共通事項
■内募集人数施若干名 通勤割増施１日
２００円 選考獅面接（２月１日昭）
■申１月３１日昌までの午前８時３０分～午
後５時１５分（松掌を除く）に、顔写真
付きの履歴書と保健師又は歯科衛生
士免許証（原本）を持って市保健セン
ター（緯〈７６〉１１３３）へ

陰保健師
■内職務内容獅健康測定会等の健康づく
り啓発事業、健診、相談業務等 採
用日施２月７日昌（応相談） 勤務日
時獅捷～晶午前９時～午後５時 賃
金施時給１４４０円 福利厚生施健康保
険、厚生年金、雇用保険対象

隠保健師（母子保健業務）
■内職務内容獅乳幼児健康診査等の保健
業務 採用日施２月７日昌（応相談）
勤務日時獅昌～晶のうち週１～３日
程度で午前８時３０分～午後５時のう
ち１日２～４時間 賃金施時給１８９０円

韻歯科衛生士
■内職務内容獅幼児健診の診察介助及び
フッ化物塗布、教室等における歯科
保健指導・相談業務 採用日施２月
８日昭（応相談） 勤務日時獅平日週
１～３日程度、松掌年間２～３日程
度で午前８時３０分～午後５時のうち
1日２～４時間 賃金施時給１８９０円

市保健センターの臨時職員

■申申込方法等 ■問問合せ先 ※なお、指定及び制限を設けない項目は記載していません。
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■内任期獅４月から２年間 職務内容獅

公開行政レビューにおける対象事業
選定及び事務事業の評価等 会議予
定回数獅年５回程度（休日を含む）
報酬獅委員会・公開行政レビューへ
の出席一回につき７５００円 選考獅書
類審査合格者に対し面接を実施
※公開行政レビューとは、本市の事
務事業について、事業の必要性・効
率性等を市民とともに考え、改善内
容を検討するもの。
■対４月１日現在、１８歳以上で市内在住・
在勤・在学の人又は、主に市内で活
動する市民活動団体・ボランティア
団体・地域団体等に所属する人
※応募時点で本市の審議会等の委員
を３つ以上兼務していないこと。た
だし、４月１日に解任されているも
のは除く。
■定１人
■申１月３１日昌までの午前８時３０分～午
後５時１５分に、応募用紙と下記テー
マによる８００字以内の作文（様式自由）
を持参か郵送（必着）・ファクス・Eメ
ールで経営管理課（〒４４６－８５０１住所
不要／胃〈７６〉１１１２／keiei@city.anjo.
lg.jp）へ
作文テーマ獅応募の動機及び公開行
政レビューに期待すること
※応募用紙は同課・市HPで配布。

■問経営管理課（緯〈７１〉２２０５）

行政評価委員会委員

野外活動やボランティア活動等を通
し、国際的に活躍できる子どもを育成。
■内活動内容獅キャンプ・サイクリング・
スキー訓練等の野外活動、安城七夕
まつりでの奉仕活動、募金活動等
■対幼稚園・保育園の年長児及び小学生
■申昇～掌午前８時３０分～午後５時１５分
に、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

■対応募資格諮予備自衛官補（一般公募）
獅１８歳以上３４歳未満の自衛官未経験
者 予備自衛官補（技能公募）獅指定
する技能を有した１８歳以上５３歳未満
（保有する技能に応じ５５歳未満まで
対象）の自衛官未経験者
※いずれも平成３０年７月１日時点。
自衛官であった期間が１年未満の者
も含む。
■申４月６日晶までに自衛隊愛知地方協
力本部安城地域事務所（緯〈７４〉６８９４）
へ
※詳細は問い合わせてください。

■問自衛隊愛知地方協力本部安城地域事
務所、市危機管理課（緯〈７１〉２２２０）

予備自衛官補

ファミリー・サポート・セ
ンターの会員
子育ての手助けをしてほしい人（依

頼会員）と子育ての協力をする人（提供
会員）が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・在学者
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がで
き、子どもが好きでボランティア精
神のある人
※いずれも会員登録が必要です。

■¥報酬基準額（子ども１人１時間）諮捷～
晶午前７時～午後７時獅６００円 そ
の他の曜日・時間帯獅７００円

■申捷～晶午前９時～午後５時（抄を除
く）に、直接か電話でファミリー・
サポート・センター（あんぱ～く内
／緯〈７２〉２３１５）へ。登録方法等につ
いて案内します
依頼会員登録希望者の入会説明会
■時■申毎月２回開催しています。事前に
直接か電話で同センターへ

提供会員登録希望者の講習会
■時２月６日昇午前９時～午後３時３０分
■他保育サポーター養成講座又は子育て
ネットワーカー養成講座の修了者は
講習会を免除

■申事前に直接か電話で同センターへ

平成３０年度短期課程入校生を募集。
■内訓練期間施４月６日～平成３１年３月
１３日（松掌抄及び夏期・冬期休暇を
除く） 募集科施陰電気工事科 ②
住宅総合科 選考施適性検査、面接
（３月２日晶）
■対職業を転換しようとする人で、中学
校卒業（３月卒業見込を含む）又は同
等以上の学力のある人

■定陰施２０人 ②施３０人
■¥教科書、作業服代等
■申２月１６日晶までに入校願書をハロー
ワーク刈谷（刈谷市若松町）に提出

■問県立高浜高等技術専門校（緯〈５３〉００
３１）

「こども古本市」出店者
家に眠っている絵本や図鑑、児童書
等はありませんか？アンフォーレ・周
辺商店街を会場とした、こども向け古
本販売の出店者を募集します。
こども店主も大歓迎！家族でご参加
ください。出店料無料です。
■時３月１７日松午前１０時～午後３時
■場アンフォーレ（エントランス）、JR安
城駅周辺商店街（日新堂書店・岡菊
苑等）
■内出店スペース獅幅１．５ｍ×奥行２ｍ。
テーブル1台、椅子1脚を貸出
■定１０店程度（先着順）
■申２月１０日松までに申込用紙を持参か
ファクスで安城プロモーションズ
（アンフォーレ総合案内／胃〈４５〉５０９７）
へ。
※アンフォーレHP内専用応募フォ
ームからも申込可。
※申込用紙は同HPで配布。

■問安城プロモーションズ（アンフォー
レ総合案内／緯〈７６〉１４００）

広報あんじょう広告掲載者
■内発行部数獅約７３３００部（平成３０年１月
１日号） 広告掲載位置・仕様獅本
紙毎月１日号の裏表紙下半分、フル
カラー（約縦１３１勺×横１８９勺）

■対市税・料金の滞納がない広告代理店
等

■定募集契約数獅１契約（平成３０年４月
～平成３１年３月の計１２回）
■¥最低提示額獅２４０万円（消費税等含む）
※申込者複数の場合は、最高額を提
示した者に決定。

■申１月１６日昇～３１日昌午前８時３０分～
午後５時１５分（松掌を除く）に、申込
書と会社概要（パンフレット等）を持
参か郵送（必着）で秘書課広報広聴係
（〒４４６－８５０１住所不要／緯〈７１〉２２０２）
へ
※募集要項・申込書は同課・市HP
で配布。

■時期間・日時 ■場場所 ■内内容 ■講講師 ■対対象・資格 ■定定員 ■￥費用 ■持持ち物 ■他その他

県立高浜高等技術専門校訓練生
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