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救命講習会
■対安城・碧南・刈谷・知立・高浜市在
住・在勤・在学者
※団体受講を希望する場合は、最寄
りの消防署へ問い合わせてください。
■定各２０人（先着順）
■申３月５日捷午前９時から、電話で各
申込先へ

■問衣浦東部広域連合消防課（緯〈６３〉０１３５）
普通救命講習Ⅲ
■時３月１７日松午前９時～正午
■内小児・乳児・新生児の心肺蘇生法、
ひきつけ、のどに異物が詰まった時
の処置等
■場■申安城消防署救急係（緯〈７５〉２４９４）
普通救命講習Ⅰ
■時３月１８日掌午前９時～正午
■内心肺蘇生法（気道確保・人工呼吸・胸
骨圧迫）、ＡＥＤの使用法、止血法等
■場■申碧南消防署救急係（緯〈４１〉２６２５）

■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。

マーメイドパレスの水泳教室

アンフォーレ「こども古本市」

国際理解講座「ニュージー
ランドってどんなところ？」

■場■問歴史博物館（緯〈７７〉６６５５）
ボランティアによる常設展示ガイド
■時３月１０日松・２４日松午前１０時～正午、
午後１時～３時

安城歴博・中京大学連携講座 第５回
「愛知県の自由民権運動」
■時３月１０日松午後２時～３時３０分
■講中元崇智氏（歴史文化学科准教授）

なか もと たか とし

■定８０人（当日先着順）
昭和の名作シネマ上映会
マイトガイ小林旭とエースのジョー
こと宍戸錠の名コンビによる「渡り鳥」
シリーズ最高傑作『大草原の渡り鳥』を
上映。出演は小林旭、浅丘ルリ子、宍
戸錠 他。
■時３月１８日掌午前１０時
■定８０人（当日先着順）

歴史博物館の催し

「本」をテーマにした親子で楽しめる
古本市です。家に眠っている絵本や児
童書等を一般の人が販売する「こども
古本販売」や、絵本専門店による古本
販売の他、「絵本ライブ」や「水玉えほん
づくり」等も開催。
本をテーマにした手作りワークショ
ップや、コーヒーやベーグル等の出店
もあり一日楽しめます。
まちなかの商店街を巡るスタンプラ
リー「まちなかのきーぼーを探せ！」も
開催。ぜひ親子でまちなかを巡って、
素敵な本との出会いを楽しんでくださ
い。先着３００人にプレゼントを進呈。
■時３月１７日松午前１０時～午後３時
■場アンフォーレ、日新堂書店（御幸本
町）、岡菊苑（朝日町）等
■問安城プロモーションズ（アンフォー
レ総合案内／緯〈７６〉１４００）

■時３月２４日松①ノルディックウォーキ
ング獅午前１０時～１１時 ②棒びくす
獅午前１１時１５分～午後０時１５分

■場デンパーク
※午前９時５０分にデンパーク館集合。
■内①獅専用ポールの使い方、歩き方
②獅歩行・転倒防止等のための筋力
強化、ストレッチ、筋膜リリース
■講①獅佐藤賢一郎氏・佐藤恵美子氏

②獅佐藤恵美子氏（NPO法人健康
支援エクササイズ協会理事・スペシ
ャリスト）
■対小学生以上（小学生は保護者同伴）
■定各４０人（先着順）
■￥入園料
■持水分補給用飲料、タオル、リュック
サック等の両手が使えるカバン、合
羽（少雨時）
※ノルディックウォーキング専用ポ
ール、棒びくす専用棒を持っている
人は持参してください。持っていな
い人には無料貸出（数量限定）します
ので、申込時に申し出てください。
■申３月７日昌から、電話でデンパーク
（緯〈９２〉７１１１）へ

ノルディックウォーキング
＆棒びくす講習会

■内■時■対■定■￥下表のとおり
※受講料には施設使用料・傷害保険料を含みます。

■申３月６日昇～１８日掌午前１０時～午後７時３０分（休館日を除く）に、直接マーメイ
ドパレス（緯〈９２〉７３５１）へ
※①～③は、定員を超えた場合は、３月２０日昇午後１時に公開代理抽選（未受
講者、市内在住・在勤者優先）。キャンセル待ちは抽選順で各５人まで。定員に
満たない場合は追加募集します。
※①～③は、３月２１日抄～３１日松に、直接マーメイドパレスで受講料を納めて
ください。期間中に入金がない場合は参加できません。
※④～⑦は先着順です。３月６日より受講料を添えて申し込んでください。

受講料定員対象日時講座名

２，４５０円２０組幼児と保
護者

４月８日掌～２９日抄の毎週掌午後１時～１時５０
分（全４回）①親子水泳

各
６，９００円

２０人４歳以上４月１１日昌～７月１１日昌の毎週昌（５月２日、
６月２０日を除く）午後４時～４時５０分（全１２回）

②幼児スイミ
ング

各
３０人

小学１～
３年生

４月１３日晶～７月１３日晶の毎週晶（５月４日、
６月２２日を除く）午後４時～４時５０分（全１２回）晶

③児童スイ
ミング

４，６００円４月８日掌～６月３日掌の毎週掌（５月６日を
除く）午後２時～２時５０分（全８回）掌

各
６，９００円

各
３０人

１８歳以上
の女性

４月１０日昇～７月１０日昇の毎週昇（６月１９日、７
月３日を除く）午後１時～１時５０分（全１２回）昇

④ゆったり
スイム ４月１２日昭～７月１２日昭の毎週昭（５月３日、

６月２１日を除く）午後３時～３時５０分（全１２回）昭

４月１０日昇～７月１０日昇の毎週昇（６月１９日、７
月３日を除く）午前１１時～１１時５０分（全１２回）昇

⑤シェイプ
アクア

４月１１日昌～７月１１日昌の毎週昌（５月２日、
６月２０日を除く）午後７時～７時５０分（全１２回）昌

⑥あげあげ
アクア

４月１３日晶～７月１３日晶の毎週晶（５月４日、
６月２２日を除く）午後１時～１時５０分（全１２回）晶

⑦らくらく
アクア

ネイティブスピーカーが、母国の歴
史や文化等を英語で紹介します。英語
を通して異文化を学んでみませんか。
■時３月２５日掌午後１時３０分～３時
■場市民会館
■講シャヒン・ファティ氏（安城市国際
交流協会 英会話講座講師）
■対市内在住・在勤の中学生以上
■定４０人程度（先着順）
■他講座に通訳はいません
■申３月７日昌～２３日晶午前８時３０分～
午後５時１５分（松掌抄を除く）に直接
か電話で安城市国際交流協会（緯〈７１〉
２２６０）へ
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■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

今月の再生家具等入札販売

電話番号取扱店
緯〈７６〉８７０３山本自転車店（別郷町）

緯〈７６〉３３８７ソウリンサイクル商会
（明治本町）

緯〈７６〉２０２４サイクルショップ二藤
（御幸本町）

放置自転車リサイクル販売

デンパーククラブハウスの体験教室

■時３月３０日晶・３１日松午前１０時３０分～
正午
※各日、同一の講座内容です。
■内苔玉を作ります
■対女性
■￥各５００円
■場■申３月８日昭～２３日晶午前９時３０分
～午後４時に、直接か電話で住所・
氏名・電話番号・参加人数を安祥閣
（緯〈７４〉３３３３）へ

和室で楽しく、苔玉を作っ
てみよう

デンパークの催し

ヘルスアップウォーキング

マーメイドパレスの催し

■時３月１１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
合せ（緯０９０〈９８９２〉２９３３）

放置自転車の中で再利用可能なもの
を点検・整備し、下表の取扱店３店で、
各店２台～３台を販売します。
まちの美観を損ない、歩行者等の通
行の妨げとなる放置自転車をなくし、
きれいなまちをつくりましょう。
■時３月９日晶から
■問維持管理課（緯〈７１〉２２３７）

■￥入園料
■場■問デンパーク（緯〈９２〉７１１１）
安城サルビア会押花展
長谷川はる子氏（花の講座講師）と、
安城サルビア会の会員による、花・草・
葉の持つ自然の美しさを再発見できる
押花作品約６０点を展示します。
■時３月１４日昌～２６日捷（２０日昇を除く）

■￥施設使用料
■場■問マーメイドパレス（緯〈９２〉７３５１）
平日限定「利用料還元フェア」
■時３月６日昇～９日晶・１３日昇～１６日
晶

■内くじを引き、当たりが出た人に施設
利用券を進呈
■対プール・トレーニングルーム利用者
ホワイトデープレゼント
■時３月１４日昌午前１０時
■内■対プール・トレーニングルームを利
用した女性にキャンディーを進呈
■定１００人（当日先着順）
ちびっこデー
■時３月１７日松・１８日掌

■内未就学児のプール使用料が無料。幼
児プールにボールを開放
■他オムツ着用の子は利用不可。小学３
年生以下は保護者同伴（保護者１人
につき２人まで）
BINGO大会！
■時３月１８日掌午後２時
※ビンゴカードは午後１時５０分から
造波プールにて配布。

■内ビンゴになった人に施設利用券を進呈
■定１００人（当日先着順）

③世界のチーズ講座
■時４月１２日昭、５月１０日昭、６月１４日
昭午前１０時３０分～正午（全３回）
■講加藤純子氏（CPA認定チーズプロフ
ェッショナル、JSA認定ワインエキ
スパート）
■定２０人（先着順）
■￥６０００円（各回１５００円前後の材料費別途）
■申申込期限獅４月５日昭

④寄せ植え講座
春の花を使ったハンギングバスケッ
トを作ります。
■時４月１３日晶午前１０時～正午
■講野正美保子氏（コンテナガーデニン
グマスター）
■定２０人（先着順）
■￥４０００円（材料費込）
■申申込期限獅３月３０日晶

⑤フラメンコ講座
■時４月１３日晶・２７日晶、５月１１日晶・
２５日晶、６月８日晶・２２日晶午後２
時～３時（全６回）

■講山崎加央里氏・佐保子氏（ペーニャ・
フラメンコ主宰）
■定２０人（先着順）
■￥１２０００円
■申申込期限獅４月
６日晶

①春季写真講座「プチ写真家と編集長
の学校」
撮影実習をし、写真集を作成します。
■時４月１１日昌・２５日昌、５月９日昌・
２３日昌、６月１３日昌・２７日昌午後１
時３０分～３時３０分（全６回）

■講鶴田郁夫氏（フォトマスターEX）
エキスパート

■定２０人（先着順）
■￥６３００円（写真集代別途）
■申申込期限獅４月４日昌

②JB'Sダンス講座
おじさん・おじいさん・おばさん・
おばあさんのためのヒップホップ＆ソ
ウルダンス講座。
フラフープを使って体幹を鍛え、ダ
ンスの振付を毎回少しずつ練習してい
きます。
講座終了後には、曲を完成させデン
パークのステージに立ってダンサーデ
ビューしましょう！
■時４月１２日昭・２６日昭、５月１０日昭・
２４日昭、６月１４日昭・２８日昭午前１０
時～１１時３０分（全６回）
■講MARI氏（国際パルスリズムトレー
ナー）
■定２０人（先着順）
■￥１２０００円
■申申込期限獅４月５日昭

①～⑤共通事項
■他入園料別途。都合により変更の場合有。詳細は問い合わせてください
■場■申３月５日捷～各申込期限の午前９時３０分～午後５時に、直接か電話で同クラ
ブハウス（緯〈９２〉７１１２）へ

■時水中ウォーキングを始めよう！獅３
月１６日晶 ノルディックウォーキン
グを始めよう！獅３月２３日晶 いず
れも午前１０時３０分～正午
■場マーメイドパレス
■内プールや屋外で、無理なく楽しく足
腰の筋力アップを目指します
■講梛野久美子氏（健康運動指導士）

なぎ の

■対概ね４０歳以上で膝・足等に不調を抱
えている体力をつけたい女性
■定各１０人（先着順）
■￥各５００円（施設使用料込）
※ノルディックウォーキングのポー
ル貸出を希望する場合、別途５００円。
■申３月６日昇午前１０時から電話でマー
メイドパレス（緯〈９２〉７３５１）へ
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②獅佐藤恵美子氏（NPO法人健康
支援エクササイズ協会理事・スペシ
ャリスト）
■対小学生以上（小学生は保護者同伴）
■定各４０人（先着順）
■￥入園料
■持水分補給用飲料、タオル、リュック
サック等の両手が使えるカバン、合
羽（少雨時）
※ノルディックウォーキング専用ポ
ール、棒びくす専用棒を持っている
人は持参してください。持っていな
い人には無料貸出（数量限定）します
ので、申込時に申し出てください。
■申３月７日昌から、電話でデンパーク
（緯〈９２〉７１１１）へ

ノルディックウォーキング
＆棒びくす講習会

■内■時■対■定■￥下表のとおり
※受講料には施設使用料・傷害保険料を含みます。

■申３月６日昇～１８日掌午前１０時～午後７時３０分（休館日を除く）に、直接マーメイ
ドパレス（緯〈９２〉７３５１）へ
※①～③は、定員を超えた場合は、３月２０日昇午後１時に公開代理抽選（未受
講者、市内在住・在勤者優先）。キャンセル待ちは抽選順で各５人まで。定員に
満たない場合は追加募集します。
※①～③は、３月２１日抄～３１日松に、直接マーメイドパレスで受講料を納めて
ください。期間中に入金がない場合は参加できません。
※④～⑦は先着順です。３月６日より受講料を添えて申し込んでください。

受講料定員対象日時講座名

２，４５０円２０組幼児と保
護者

４月８日掌～２９日抄の毎週掌午後１時～１時５０
分（全４回）①親子水泳

各
６，９００円

２０人４歳以上４月１１日昌～７月１１日昌の毎週昌（５月２日、
６月２０日を除く）午後４時～４時５０分（全１２回）

②幼児スイミ
ング

各
３０人

小学１～
３年生

４月１３日晶～７月１３日晶の毎週晶（５月４日、
６月２２日を除く）午後４時～４時５０分（全１２回）晶

③児童スイ
ミング

４，６００円４月８日掌～６月３日掌の毎週掌（５月６日を
除く）午後２時～２時５０分（全８回）掌

各
６，９００円

各
３０人

１８歳以上
の女性

４月１０日昇～７月１０日昇の毎週昇（６月１９日、７
月３日を除く）午後１時～１時５０分（全１２回）昇

④ゆったり
スイム ４月１２日昭～７月１２日昭の毎週昭（５月３日、

６月２１日を除く）午後３時～３時５０分（全１２回）昭

４月１０日昇～７月１０日昇の毎週昇（６月１９日、７
月３日を除く）午前１１時～１１時５０分（全１２回）昇

⑤シェイプ
アクア

４月１１日昌～７月１１日昌の毎週昌（５月２日、
６月２０日を除く）午後７時～７時５０分（全１２回）昌

⑥あげあげ
アクア

４月１３日晶～７月１３日晶の毎週晶（５月４日、
６月２２日を除く）午後１時～１時５０分（全１２回）晶

⑦らくらく
アクア

ネイティブスピーカーが、母国の歴
史や文化等を英語で紹介します。英語
を通して異文化を学んでみませんか。
■時３月２５日掌午後１時３０分～３時
■場市民会館
■講シャヒン・ファティ氏（安城市国際
交流協会 英会話講座講師）
■対市内在住・在勤の中学生以上
■定４０人程度（先着順）
■他講座に通訳はいません
■申３月７日昌～２３日晶午前８時３０分～
午後５時１５分（松掌抄を除く）に直接
か電話で安城市国際交流協会（緯〈７１〉
２２６０）へ
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蛾 広報あんじょう 2018.3.1

■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

今月の再生家具等入札販売

電話番号取扱店
緯〈７６〉８７０３山本自転車店（別郷町）

緯〈７６〉３３８７ソウリンサイクル商会
（明治本町）

緯〈７６〉２０２４サイクルショップ二藤
（御幸本町）

放置自転車リサイクル販売

デンパーククラブハウスの体験教室

■時３月３０日晶・３１日松午前１０時３０分～
正午
※各日、同一の講座内容です。
■内苔玉を作ります
■対女性
■￥各５００円
■場■申３月８日昭～２３日晶午前９時３０分
～午後４時に、直接か電話で住所・
氏名・電話番号・参加人数を安祥閣
（緯〈７４〉３３３３）へ

和室で楽しく、苔玉を作っ
てみよう

デンパークの催し

ヘルスアップウォーキング

マーメイドパレスの催し

■時３月１１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
合せ（緯０９０〈９８９２〉２９３３）

放置自転車の中で再利用可能なもの
を点検・整備し、下表の取扱店３店で、
各店２台～３台を販売します。
まちの美観を損ない、歩行者等の通
行の妨げとなる放置自転車をなくし、
きれいなまちをつくりましょう。
■時３月９日晶から
■問維持管理課（緯〈７１〉２２３７）

■￥入園料
■場■問デンパーク（緯〈９２〉７１１１）
安城サルビア会押花展
長谷川はる子氏（花の講座講師）と、
安城サルビア会の会員による、花・草・
葉の持つ自然の美しさを再発見できる
押花作品約６０点を展示します。
■時３月１４日昌～２６日捷（２０日昇を除く）

■￥施設使用料
■場■問マーメイドパレス（緯〈９２〉７３５１）
平日限定「利用料還元フェア」
■時３月６日昇～９日晶・１３日昇～１６日
晶

■内くじを引き、当たりが出た人に施設
利用券を進呈
■対プール・トレーニングルーム利用者
ホワイトデープレゼント
■時３月１４日昌午前１０時
■内■対プール・トレーニングルームを利
用した女性にキャンディーを進呈
■定１００人（当日先着順）
ちびっこデー
■時３月１７日松・１８日掌

■内未就学児のプール使用料が無料。幼
児プールにボールを開放
■他オムツ着用の子は利用不可。小学３
年生以下は保護者同伴（保護者１人
につき２人まで）
BINGO大会！
■時３月１８日掌午後２時
※ビンゴカードは午後１時５０分から
造波プールにて配布。

■内ビンゴになった人に施設利用券を進呈
■定１００人（当日先着順）

③世界のチーズ講座
■時４月１２日昭、５月１０日昭、６月１４日
昭午前１０時３０分～正午（全３回）
■講加藤純子氏（CPA認定チーズプロフ
ェッショナル、JSA認定ワインエキ
スパート）
■定２０人（先着順）
■￥６０００円（各回１５００円前後の材料費別途）
■申申込期限獅４月５日昭

④寄せ植え講座
春の花を使ったハンギングバスケッ
トを作ります。
■時４月１３日晶午前１０時～正午
■講野正美保子氏（コンテナガーデニン
グマスター）
■定２０人（先着順）
■￥４０００円（材料費込）
■申申込期限獅３月３０日晶

⑤フラメンコ講座
■時４月１３日晶・２７日晶、５月１１日晶・
２５日晶、６月８日晶・２２日晶午後２
時～３時（全６回）

■講山崎加央里氏・佐保子氏（ペーニャ・
フラメンコ主宰）
■定２０人（先着順）
■￥１２０００円
■申申込期限獅４月
６日晶

①春季写真講座「プチ写真家と編集長
の学校」
撮影実習をし、写真集を作成します。
■時４月１１日昌・２５日昌、５月９日昌・
２３日昌、６月１３日昌・２７日昌午後１
時３０分～３時３０分（全６回）

■講鶴田郁夫氏（フォトマスターEX）
エキスパート

■定２０人（先着順）
■￥６３００円（写真集代別途）
■申申込期限獅４月４日昌

②JB'Sダンス講座
おじさん・おじいさん・おばさん・
おばあさんのためのヒップホップ＆ソ
ウルダンス講座。
フラフープを使って体幹を鍛え、ダ
ンスの振付を毎回少しずつ練習してい
きます。
講座終了後には、曲を完成させデン
パークのステージに立ってダンサーデ
ビューしましょう！
■時４月１２日昭・２６日昭、５月１０日昭・
２４日昭、６月１４日昭・２８日昭午前１０
時～１１時３０分（全６回）
■講MARI氏（国際パルスリズムトレー
ナー）
■定２０人（先着順）
■￥１２０００円
■申申込期限獅４月５日昭

①～⑤共通事項
■他入園料別途。都合により変更の場合有。詳細は問い合わせてください
■場■申３月５日捷～各申込期限の午前９時３０分～午後５時に、直接か電話で同クラ
ブハウス（緯〈９２〉７１１２）へ

■時水中ウォーキングを始めよう！獅３
月１６日晶 ノルディックウォーキン
グを始めよう！獅３月２３日晶 いず
れも午前１０時３０分～正午
■場マーメイドパレス
■内プールや屋外で、無理なく楽しく足
腰の筋力アップを目指します

■講梛野久美子氏（健康運動指導士）
なぎ の

■対概ね４０歳以上で膝・足等に不調を抱
えている体力をつけたい女性
■定各１０人（先着順）
■￥各５００円（施設使用料込）
※ノルディックウォーキングのポー
ル貸出を希望する場合、別途５００円。
■申３月６日昇午前１０時から電話でマー
メイドパレス（緯〈９２〉７３５１）へ
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市スポーツセンターの催し
・講座

■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。

堀内公園の催し

女性の健康週間 健康測定会

国際交流協会の講座

平成２９年度安城市減災まち
づくり研究会成果報告会

①～⑤共通事項
■場■申３月８日昭～各開催日前日の午前
９時～午後８時（休館日を除く）に、
直接か電話で市スポーツセンター
（緯〈７５〉３５４５）へ
※②と④は３月３０日晶申込締切。
①春季・ウォーキング基本教室（高齢
者向け）
■時４月４日昌～２５日昌の毎週昌午前１０
時３０分～１１時３０分（全４回）
■内運動前後のストレッチも指導します
■対６０歳以上で運動制限のない人
■定１０人程度（先着順）
■持運動のできる服装、帽子、靴、タオ
ル、飲み物（ペットボトル）
■他雨天の場合は施設内ランニングコー
スで実施のため、施設使用料、室内
用の靴が必要
②アクアビクス教室
■時４月５日昭～７月１９日昭の毎週昭午
後１時～２時（５月３日を除く。全
１５回）
■対１８歳以上
■定３０人（先着順、市内在住・在勤者優先）
■￥７０００円（施設使用料込）
■持水着、水泳帽子
③水中ウォーキング
■時４月１０日昇～２４日昇の毎週昇午後１
時～２時（全３回）

■対中高年
■定１０人（先着順）
■￥施設使用料
■持水着、水泳帽子
④大人水泳教室（ベーシッククロール
２５）
クロールで２５杓泳ぐことを目標とし、
基礎から始める水泳教室です。
■時４月１３日晶～６月８日晶の毎週晶午
後１時～２時（５月４日を除く。全
８回）

■対１８歳以上の水泳初心者
■定１０人（先着順）
■￥４０００円（施設使用料込）
■持水着、水泳帽子、ゴーグル
⑤競泳用ペースメーカー体験会
■時４月１５日掌午後１時～３時
■内泳ぐペースを指示するトレーニング
装置を体験
■対小学生以上（小学３年生以下は保護
者同伴。保護者１人につき２人まで）
■定３０人（先着順）
■￥施設使用料
■持水着、水泳帽子、ゴーグル（必要な
人）

■場■問堀内公園（緯〈９９〉５９４７）
お話し会（エプロンシアター）
■時３月１４日昌・２８日昌午後１時３０分
■内お話し会「おおかみ少年」と駄菓子が
もらえるお楽しみ抽選会

■対未就学児と保護者
■定各２０組（当日先着順）
赤ちゃんハイハイレース
■時３月２１日抄午前１０時３０分（受付は午
前１０時から管理事務所前にて）
※雨天中止。
■対未歩行の赤ちゃんと保護者
■定４０人（当日先着順）
■他参加者に有料遊具利用券を進呈
堀内公園まつり
■時３月２４日松・２５日掌午前１０時～午後
３時
■内輪投げ等の模擬店を開催
■対小学生以下
■￥各１００円
■他景品が無くなり次第終了します
南吉スタンプラリー
■時３月２６日捷～３０日晶午前９時～午後
４時
※雨天中止。

■対小学生以下
■定各１００人（当日先着順）
春休み利用者還元抽選会
■時３月２６日捷～３０日晶午前９時～午後
４時

■内各日の指定遊具に乗った人に抽選で
有料遊具利用券を進呈
指定遊具諮２６日捷獅メルヘン号
２７日昇獅サイクルモノレール
２８日昌・２９日昭獅メリーゴーランド
３０日晶獅観覧車
■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）
■￥有料遊具使用料

女性の健康に関する知識の普及と健
康に関心を持つきっかけとするため、
健康測定会を開催します。
■時３月９日晶午前１０時～午後５時
■場ドラッグスギヤマ安城店（城南町）
■内骨密度測定、血管年齢測定、健康相
談
■他骨密度測定を希望する人は素足にな
れる服装でお越しください。血管年
齢測定を希望する人は手の爪のマニ
キュアを落としておいてください
※男性も参加可。
■問市保健センター（緯〈７６〉１１３３）

①・②共通事項
■申３月５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
で安城市国際交流協会（緯〈７１〉２２６０）へ
①日本語ボランティア講座（初級編）
「日本語の教え方のコツ」を学びます。
国内外での活動や、多文化共生社会に
対応できる知識を習得しませんか。
言語に興味のある人はもちろん、「教
えること」が好きな人も大歓迎です！
■時３月１０日松・２４日松午前１０時～正午
（全２回）
■場市民会館
■講諌山淑子氏（YAMASA言語文化学

いさ やま よし こ

院講師）
■対日本語ボランティア未経験者もしく
はボランティア初心者
■定２０人程度（先着順）
②通訳ボランティア講座
■時３月１５日昭・２２日昭午後２時～４時
（全２回）
■場丈山苑
■内１５日に丈山苑の解説を日本語で聞き、
２２日に実践として英語で通訳練習
■対大学生以上で英検準１級もしくは
TOEIC７５０以上の英語力がある人か、
通訳経験のある人で、今後協会事業
に協力できる人
■定２０人（先着順）

■時３月２１日抄午後１時３０分～４時
■場アンフォーレ
■内①基調講演施東日本大震災で家族を
亡くした中学生（当時小学生）と先生
による、震災の苦悩や復興に向けた
取組等 ②成果報告会施安城市減災
まちづくり研究会が１年間取り組ん
だ家具等転倒防止に関する活動成果
を報告

■講①講師施瀬成田
せ なり た

実氏（宮城県七ヶ浜
まこと

町立向洋中学校教諭）、小野寺優羽さ
ゆ う

ん、阿部花映さん（ともに同校生徒）
か え

②進行施栗田暢之氏（認定NPO法人
のぶ ゆき

レスキューストックヤード代表理事）
■定２５０人（当日先着順）
■問危機管理課（緯〈７１〉２２２０）
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～見る・知る・やってみる～
防災たいけん inアンフォーレ

エコきちへ行こう

本證寺のハス植え替えに集
まれ！

災害時に帰宅困難者が一時滞在する
施設に指定されているアンフォーレで、
楽しく防災体験ができます。
■時３月１１日掌午前１１時～午後３時
■場アンフォーレ
■内仮設の一時滞在所を設けて災害時を
シミュレーションする避難所運営ゲ
ーム「HUG」の実施、炊き出し、消

ハ グ

防車展示、防災ダンボール迷路、防
災グッズの展示等
※東日本大震災の発生時刻（午後２
時４６分）には黙とうを行います。
■問安城プロモーションズ（アンフォー
レ総合案内／緯〈７６〉１４００）

①環境サミット・環境団体交流会
１年間のエコ活動を振り返り、発表
や展示等を行います。
■時３月１７日松午後１時～３時３０分
■内産直野菜コーナー獅午後１時～１時
３０分 環境活動発表、交流会獅午後
１時３０分～３時 ビンゴ大会獅午後
３時１０分～３時３０分
■定４０人
②秋葉オリジナル葉脈コースター作り
秋葉公園の樹木の葉を使って葉脈コ
ースターを作ろう。
■時３月１８日掌午前
１０時～１１時３０分
■講川角正彦氏
■対小学生以上の子
と保護者
■定５組（先着順）
■￥１００円
③バスで巡る安城の「わき水」発見ツア
ー
バスで安城の「わき水」を巡り、水に
ついて考えましょう。
■時３月２０日昇午前９時３０分～１１時３０分
■場集合獅秋葉公園駐車場
■対１８歳以上
■定１５人（先着順）
■￥３００円（保険料）
■持筆記用具

④ぼたもち作り
春のお彼岸にあわせて、無農薬小豆
でぼたもちを作ろう。
■時３月２１日抄午前１０時～１１時３０分
■講神谷直子氏
■対４歳以上の子と保護者
■定１０人（先着順）
■￥２００円（保護者も必要）
■持エプロン、三角巾、マスク、ふきん、
皿、箸、持ち帰り用容器

⑤葉っぱでお絵かき
秋葉公園でいろいろな葉っぱを集め
て絵を描こう。
■時３月２４日松・２５日掌午前１０時～１１時
３０分
■対４歳以上（未就学児は保護者同伴）
■定各１０人（先着順）
■￥１００円（額代含む）
⑥かんたん工作
布とどんぐり
で作ったムサビ
ーを飛ばして遊
ぼう。
■時３月３１日松午
前１０時～１１時３０分

■対４歳以上（未就学児は保護者同伴）
■定１０人（先着順）
■￥１００円

①～⑥共通事項
■場■申３月４日掌から各開催日３日前までの午前９時～午後９時（昌を除く。開催
３日前が昌の場合はその前日まで）に、講座名・住所・氏名・年齢・電話番号・
参加人数を電話かファクスで環境学習センターエコきち（緯・胃〈７６〉７１４８）へ

国指定史跡本證寺境内の名物として
知られるハスは、外来生物により一時は
消滅してしまいましたが、地域の本證
寺ハスの会が外来生物の駆除を行い、平
成２５年にはハスの復活に成功しています。
そのハスも現在では過密状態となっ
てきました。そこで広くボランティア
を募集し、「間引き」と「間引いた株の水
田への植え替え」を行います。参加者
１人につき１株を記念に持ち帰ること
ができます。植え替えに参加し、自宅
で本證寺のハスを育ててみませんか。
■時３月１１日掌午前９時～午後３時頃
※作業の状況によっては早めに終了。
■場本證寺（野寺町）
■定約５０人（先着順）
■持泥の中に入って作業できる服装（胴
長又は膝上まである長靴が望まし
い）、手袋、ハスの株を持ち帰るビニ
ール袋等、昼食
※当日は豚汁のふるまいがあります。
箸と器を持参してください。
■他本證寺本堂前に駐車できます
■申３月４日掌午前９時から、直接か電
話で文化振興課（歴史博物館内／緯

〈７７〉４４７７）へ
※家族・グループは５人まで同時に
申込可。小学生以下は保護者同伴。

市民ギャラリー収蔵品展
「墨の美」

椿一花会会員の作品を展示します。
■時３月１６日晶～１８日掌午前９時～午後
５時（１６日は午前１０時から、１８日は
午後３時まで）

■￥入苑料施１００円
（中学生以下無料）
呈茶料施３００円
■場■問丈山苑（緯〈９２〉
７７８０）

つばき盆栽展

市民ギャラリーの収蔵品の中から、
水墨画と書にスポットを当てて展示し
ます。
墨の濃淡を駆使しながら表現の幅を

広げ、完成度を極限まで追求した作品
をご覧いただけます。
■時３月９日晶～２５日掌午前９時～午後
５時（２５日は午後４時まで）

■場■問市民ギャラリー（緯〈７７〉６８５３）

山口豊泉『初冠雪』２００１年作
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市スポーツセンターの催し
・講座

■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。

堀内公園の催し

女性の健康週間 健康測定会

国際交流協会の講座

平成２９年度安城市減災まち
づくり研究会成果報告会

①～⑤共通事項
■場■申３月８日昭～各開催日前日の午前
９時～午後８時（休館日を除く）に、
直接か電話で市スポーツセンター
（緯〈７５〉３５４５）へ
※②と④は３月３０日晶申込締切。
①春季・ウォーキング基本教室（高齢
者向け）
■時４月４日昌～２５日昌の毎週昌午前１０
時３０分～１１時３０分（全４回）
■内運動前後のストレッチも指導します
■対６０歳以上で運動制限のない人
■定１０人程度（先着順）
■持運動のできる服装、帽子、靴、タオ
ル、飲み物（ペットボトル）
■他雨天の場合は施設内ランニングコー
スで実施のため、施設使用料、室内
用の靴が必要
②アクアビクス教室
■時４月５日昭～７月１９日昭の毎週昭午
後１時～２時（５月３日を除く。全
１５回）
■対１８歳以上
■定３０人（先着順、市内在住・在勤者優先）
■￥７０００円（施設使用料込）
■持水着、水泳帽子
③水中ウォーキング
■時４月１０日昇～２４日昇の毎週昇午後１
時～２時（全３回）

■対中高年
■定１０人（先着順）
■￥施設使用料
■持水着、水泳帽子
④大人水泳教室（ベーシッククロール
２５）
クロールで２５杓泳ぐことを目標とし、
基礎から始める水泳教室です。
■時４月１３日晶～６月８日晶の毎週晶午
後１時～２時（５月４日を除く。全
８回）

■対１８歳以上の水泳初心者
■定１０人（先着順）
■￥４０００円（施設使用料込）
■持水着、水泳帽子、ゴーグル
⑤競泳用ペースメーカー体験会
■時４月１５日掌午後１時～３時
■内泳ぐペースを指示するトレーニング
装置を体験
■対小学生以上（小学３年生以下は保護
者同伴。保護者１人につき２人まで）
■定３０人（先着順）
■￥施設使用料
■持水着、水泳帽子、ゴーグル（必要な
人）

■場■問堀内公園（緯〈９９〉５９４７）
お話し会（エプロンシアター）
■時３月１４日昌・２８日昌午後１時３０分
■内お話し会「おおかみ少年」と駄菓子が
もらえるお楽しみ抽選会

■対未就学児と保護者
■定各２０組（当日先着順）
赤ちゃんハイハイレース
■時３月２１日抄午前１０時３０分（受付は午
前１０時から管理事務所前にて）
※雨天中止。
■対未歩行の赤ちゃんと保護者
■定４０人（当日先着順）
■他参加者に有料遊具利用券を進呈
堀内公園まつり
■時３月２４日松・２５日掌午前１０時～午後
３時
■内輪投げ等の模擬店を開催
■対小学生以下
■￥各１００円
■他景品が無くなり次第終了します
南吉スタンプラリー
■時３月２６日捷～３０日晶午前９時～午後
４時
※雨天中止。

■対小学生以下
■定各１００人（当日先着順）
春休み利用者還元抽選会
■時３月２６日捷～３０日晶午前９時～午後
４時

■内各日の指定遊具に乗った人に抽選で
有料遊具利用券を進呈
指定遊具諮２６日捷獅メルヘン号
２７日昇獅サイクルモノレール
２８日昌・２９日昭獅メリーゴーランド
３０日晶獅観覧車
■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）
■￥有料遊具使用料

女性の健康に関する知識の普及と健
康に関心を持つきっかけとするため、
健康測定会を開催します。
■時３月９日晶午前１０時～午後５時
■場ドラッグスギヤマ安城店（城南町）
■内骨密度測定、血管年齢測定、健康相
談
■他骨密度測定を希望する人は素足にな
れる服装でお越しください。血管年
齢測定を希望する人は手の爪のマニ
キュアを落としておいてください
※男性も参加可。
■問市保健センター（緯〈７６〉１１３３）

①・②共通事項
■申３月５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
で安城市国際交流協会（緯〈７１〉２２６０）へ
①日本語ボランティア講座（初級編）
「日本語の教え方のコツ」を学びます。
国内外での活動や、多文化共生社会に
対応できる知識を習得しませんか。
言語に興味のある人はもちろん、「教
えること」が好きな人も大歓迎です！
■時３月１０日松・２４日松午前１０時～正午
（全２回）
■場市民会館
■講諌山淑子氏（YAMASA言語文化学

いさ やま よし こ

院講師）
■対日本語ボランティア未経験者もしく
はボランティア初心者
■定２０人程度（先着順）
②通訳ボランティア講座
■時３月１５日昭・２２日昭午後２時～４時
（全２回）
■場丈山苑
■内１５日に丈山苑の解説を日本語で聞き、
２２日に実践として英語で通訳練習
■対大学生以上で英検準１級もしくは
TOEIC７５０以上の英語力がある人か、
通訳経験のある人で、今後協会事業
に協力できる人
■定２０人（先着順）

■時３月２１日抄午後１時３０分～４時
■場アンフォーレ
■内①基調講演施東日本大震災で家族を
亡くした中学生（当時小学生）と先生
による、震災の苦悩や復興に向けた
取組等 ②成果報告会施安城市減災
まちづくり研究会が１年間取り組ん
だ家具等転倒防止に関する活動成果
を報告

■講①講師施瀬成田
せ なり た

実氏（宮城県七ヶ浜
まこと

町立向洋中学校教諭）、小野寺優羽さ
ゆ う

ん、阿部花映さん（ともに同校生徒）
か え

②進行施栗田暢之氏（認定NPO法人
のぶ ゆき

レスキューストックヤード代表理事）
■定２５０人（当日先着順）
■問危機管理課（緯〈７１〉２２２０）
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～見る・知る・やってみる～
防災たいけんinアンフォーレ

エコきちへ行こう

本證寺のハス植え替えに集
まれ！

災害時に帰宅困難者が一時滞在する
施設に指定されているアンフォーレで、
楽しく防災体験ができます。
■時３月１１日掌午前１１時～午後３時
■場アンフォーレ
■内仮設の一時滞在所を設けて災害時を
シミュレーションする避難所運営ゲ
ーム「HUG」の実施、炊き出し、消

ハ グ

防車展示、防災ダンボール迷路、防
災グッズの展示等
※東日本大震災の発生時刻（午後２
時４６分）には黙とうを行います。
■問安城プロモーションズ（アンフォー
レ総合案内／緯〈７６〉１４００）

①環境サミット・環境団体交流会
１年間のエコ活動を振り返り、発表
や展示等を行います。
■時３月１７日松午後１時～３時３０分
■内産直野菜コーナー獅午後１時～１時
３０分 環境活動発表、交流会獅午後
１時３０分～３時 ビンゴ大会獅午後
３時１０分～３時３０分

■定４０人
②秋葉オリジナル葉脈コースター作り
秋葉公園の樹木の葉を使って葉脈コ
ースターを作ろう。
■時３月１８日掌午前
１０時～１１時３０分
■講川角正彦氏
■対小学生以上の子
と保護者

■定５組（先着順）
■￥１００円
③バスで巡る安城の「わき水」発見ツア
ー
バスで安城の「わき水」を巡り、水に

ついて考えましょう。
■時３月２０日昇午前９時３０分～１１時３０分
■場集合獅秋葉公園駐車場
■対１８歳以上
■定１５人（先着順）
■￥３００円（保険料）
■持筆記用具

④ぼたもち作り
春のお彼岸にあわせて、無農薬小豆
でぼたもちを作ろう。
■時３月２１日抄午前１０時～１１時３０分
■講神谷直子氏
■対４歳以上の子と保護者
■定１０人（先着順）
■￥２００円（保護者も必要）
■持エプロン、三角巾、マスク、ふきん、
皿、箸、持ち帰り用容器

⑤葉っぱでお絵かき
秋葉公園でいろいろな葉っぱを集め
て絵を描こう。
■時３月２４日松・２５日掌午前１０時～１１時
３０分
■対４歳以上（未就学児は保護者同伴）
■定各１０人（先着順）
■￥１００円（額代含む）
⑥かんたん工作
布とどんぐり
で作ったムサビ
ーを飛ばして遊
ぼう。
■時３月３１日松午
前１０時～１１時３０分

■対４歳以上（未就学児は保護者同伴）
■定１０人（先着順）
■￥１００円

①～⑥共通事項
■場■申３月４日掌から各開催日３日前までの午前９時～午後９時（昌を除く。開催
３日前が昌の場合はその前日まで）に、講座名・住所・氏名・年齢・電話番号・
参加人数を電話かファクスで環境学習センターエコきち（緯・胃〈７６〉７１４８）へ

国指定史跡本證寺境内の名物として
知られるハスは、外来生物により一時は
消滅してしまいましたが、地域の本證
寺ハスの会が外来生物の駆除を行い、平
成２５年にはハスの復活に成功しています。
そのハスも現在では過密状態となっ
てきました。そこで広くボランティア
を募集し、「間引き」と「間引いた株の水
田への植え替え」を行います。参加者
１人につき１株を記念に持ち帰ること
ができます。植え替えに参加し、自宅
で本證寺のハスを育ててみませんか。
■時３月１１日掌午前９時～午後３時頃
※作業の状況によっては早めに終了。
■場本證寺（野寺町）
■定約５０人（先着順）
■持泥の中に入って作業できる服装（胴
長又は膝上まである長靴が望まし
い）、手袋、ハスの株を持ち帰るビニ
ール袋等、昼食
※当日は豚汁のふるまいがあります。
箸と器を持参してください。
■他本證寺本堂前に駐車できます
■申３月４日掌午前９時から、直接か電
話で文化振興課（歴史博物館内／緯

〈７７〉４４７７）へ
※家族・グループは５人まで同時に
申込可。小学生以下は保護者同伴。

市民ギャラリー収蔵品展
「墨の美」

椿一花会会員の作品を展示します。
■時３月１６日晶～１８日掌午前９時～午後
５時（１６日は午前１０時から、１８日は
午後３時まで）

■￥入苑料施１００円
（中学生以下無料）
呈茶料施３００円

■場■問丈山苑（緯〈９２〉
７７８０）

つばき盆栽展

市民ギャラリーの収蔵品の中から、
水墨画と書にスポットを当てて展示し
ます。
墨の濃淡を駆使しながら表現の幅を

広げ、完成度を極限まで追求した作品
をご覧いただけます。
■時３月９日晶～２５日掌午前９時～午後
５時（２５日は午後４時まで）

■場■問市民ギャラリー（緯〈７７〉６８５３）

山口豊泉『初冠雪』２００１年作
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ごみカレンダーを配布

■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。

予防接種の接種忘れはあり
ませんか

パブリックコメント制度に
よる意見募集の結果を公表

第９回｢歩け歩け運動｣

古くからの市街地や集落内には、道幅（幅員）４杓未満の狭い道が存在
します。本市では狭い道を広げる「狭あい道路拡幅整備事業」を実施して
います（下図）。建物の新築・増改築等を行う際に後退用地を寄付してい
ただける場合は、測
量費用等を市が負担
します。救急時等に
支障となる狭い道を
広げる当事業へのご
協力をお願いします。
■問維持管理課（緯〈７１〉
２２３７）、建築課（緯

〈７１〉２２４１）

平成３０年
度版（４月
～平成３１年
３月）「ごみ
カレンダー」
及び「家庭
ごみと資源の分け方・出し方早わかり
ブック」を３月中旬に各戸配布します。
■問清掃事業所（緯〈７６〉３０５３）

出産や手術での大量出血等の際のフ
ィブリノゲン製剤・血液凝固第Ⅸ因子
製剤の投与により、Ｃ型肝炎ウィルスに
感染された人への給付金の請求期限が、
２０２３年１月１６日までに延長されました。
■問独立行政法人医薬品医療機器総合機
構（PMDA）（緯０１２０〈７８０〉４００）
※受付日時は捷～晶（抄、年末年始
を除く）午前９時～午後５時。

３月１日～７日は、予防接種週間です。
接種忘れのないよう確認してください。
■問市保健センター（緯〈７６〉１１３３）
成人の風しん抗体検査及び予防接種費
用助成の申請はお早めに
■内抗体検査の費用と、抗体が十分でな
いと判定された人の予防接種費用を
助成します 助成額獅抗体検査、予
防接種費用それぞれ上限５０００円
※各１回限り。
■対妊娠を希望する女性（※）とその夫、
妊婦の夫
※初めての妊娠を希望する人は県の
風しん抗体検査事業の対象となる場
合があります。衣浦東部保健所へ事
前の申請手続きが必要です。詳細は
同所安城分室（緯〈７５〉７４４１）へ問い合
わせてください。
■他抗体検査後、結果がわかるまで約１
～２週間かかります。助成の申請期
間内に予防接種を受けられるよう、
早めに検査を受けてください

■申検査・予防接種後、３月３０日晶までの
午前８時３０分～午後５時１５分（松掌抄

を除く）に、申請書（市保健センター、
市HPで配布）、検査の領収書・結果、
ワクチンの種類や接種日が分かる予
防接種の領収書、認印、検査・予防接
種を受けた人の口座が分かるものを、
持参か郵送（必着）で同センター（〒
４４６－００４５横山町下毛賀知１０６－１）へ

①・②共通事項
寄せられた意見の内訳や、意見に対
する市の考え方、修正点は、次のとお
り閲覧できます。
■時３月３１日松まで（閉庁・休館日を除
く）の各施設開館時間
■場各担当課、各地区公民館、アンフォ
ーレ、市民交流センター、スポーツ
センター、青少年の家、社会福祉会
館、各福祉センター
※市HPでも閲覧できます。

①第５期安城市障害福祉計画・第１期
安城市障害児福祉計画（案）
３件（２人）の意見が寄せられました。
意見の内訳は次のとおりです。
暫掲載施設の定員に関する意見施１件
暫成果目標「精神障害にも対応した地
域包括ケアシステムの構築」に関す
る意見施１件

暫用語解説に関する意見施１件
■問障害福祉課（緯〈７１〉２２５９）
②あんジョイプラン８（第８次安城市
高齢者福祉計画・第７期安城市介護保
険事業計画）（案）
１４件（５人）の意見が寄せられました。
意見の内訳は次のとおりです。
暫介護保険料に関する意見施４件
暫認知症対応型共同生活介護事業所の
家賃補助に関する意見施２件

暫特別養護老人ホームの整備時期に関
する意見施１件

暫上記以外に関する意見施７件
■問高齢福祉課（緯〈７１〉２２９０）
③第２期安城市国民健康保険データヘ
ルス計画（案）
意見は寄せられませんでした。
■問国保年金課（緯〈７１〉２２３０）

桜を見ながら歩こう！
■時■場受付獅４月７日松午前９時～９時
１０分（総合運動公園多目的グラウ
ンド）
■内健脚コースＡ施９灼（速歩） 健脚コ
ースＢ施９灼（普通速） ファミリー
コース施６灼（ゆっくり）
※参加賞、完歩賞有。
■対市内在住・在勤・在学者、安城市体
育協会会員
■定５００人（先着順）
■持飲み物
■申３月１日昭～４月５日昭の午前９時
～午後５時（捷を除く）に、申込用紙
を持参か郵送（消印有効）・電話・
ファクス・Eメールで安城市体育協
会（〒４４６－００６１新田町新定山４１－８
／緯〈７５〉５１８２／胃〈７５〉３５５９／anjo
taikyo8@ybb.ne.jp）へ
※申込用紙は市体育協会・スポーツ
センター、市体育協会HPで配布。
※体育協会事務室は３月１８日掌まで
は野球場Ａ面スタンド下、２２日昭以
降は市体育館に移転します。１９日捷

～２１日抄は窓口業務を休止します。
※当日会場での受付も行いますが、
当日受付は参加賞がありません。

Ｃ型肝炎ウィルスに感染さ
れた方々へ
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■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

臨時保健師

自衛隊幹部候補生
■時受付期間獅３月１日昭～５月１日昇

試験諮１次獅５月１２日松・１３日掌

（１３日は飛行要員を希望する者のみ）
２次獅６月１２日昇～１５日晶のいずれ
か１日

■対大卒程度試験獅２２歳以上２５歳以下
（修士課程修了者等は２２歳以上２７歳
以下）、２０歳以上２１歳以下の大卒者
（短期大学を除く） 院卒者試験獅２０
歳以上２７歳以下で修士課程修了者等
※併願可。
※年齢についてはいずれも平成３１年
４月１日現在。
※卒業・学位取得についてはいずれ
も平成３１年３月の見込み含む。

■他申込方法等の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（緯〈７４〉６８９４）、市危機管理課（緯

〈７１〉２２２０）

あんくるバス時刻表広告掲
載者

ゲートキーパーを知ってい
ますか

「安城いきいきたい肥」受取
希望者

榎前地区工業団地（東工区）
の分譲について

掲載位置
広告

■内職務内容獅健診、相談業務等 勤務
日時獅捷～晶午前８時３０分～午後５
時 賃金獅時給１４４０円、通勤割増１
日２００円 福利厚生獅健康保険、厚
生年金、雇用保険 採用日獅３月２６
日捷（応相談） 選考獅面接（３月１９
日捷）

■定若干名
■申３月１日昭～１５日昭午前８時３０分～
午後５時１５分（松掌を除く）に、写真
付履歴書と保健師免許証を持って市
保健センター（緯〈７６〉１１３３）へ

５月頃から配
布する１万２０００
部の時刻表に掲
載する広告を募
集します。
■内掲載位置獅裏
表紙等半頁
（右図参照）
仕様獅フルカ
ラー（約縦７４勺×横１０５勺、広告の右
上部に広告であることを示すロゴを
表示）

■対市税・使用料の滞納がない事業者及
び広告代理店等
■定募集枠数獅８枠（複数枠の申込可）
※複数の申込みがあった場合は、先
着順で掲載位置を決定。
※募集枠数以上の申込みがあった場
合は、市の代理抽選により決定。
■￥１枠２万円
■他掲載が決定した場合は、広告原稿の
印刷物と、指定した記録媒体等に電
子データを記録したものを、４月１３
日晶までに提出
■申３月９日晶～４月６日晶午前８時３０
分～午後５時１５分（松掌抄を除く）に、
申込書と会社概要（パンフレット等）
を持参か郵送（必着）で都市計画課
（〒４４６－８５０１住所不要）へ
※申込書・募集要項・作成要領は、
同係・市HPで配布。

■問都市計画課（緯〈７１〉２２４３）

３月は自殺対策強化月間です。悩み
を抱えた人は「人に悩みを言えない」、
「どこに相談に行けばよいか分からな
い」等、悩みを抱え込む傾向にありま
す。悩みを抱えた人に気づき、支援す
るために、まわりの人がゲートキーパ
ーとして関わることが必要です。
ゲートキーパーとは、悩んでいる人
に気づき、声をかけ、話を聴いて、必
要な支援につなげ、見守る人のことで
す。市では、市内に在住、在勤又は在
学する１０人以上の団体を対象に、まち
かど講座として『こころの健康～あな
たもゲートキーパー～』を実施してい
ます。ぜひご利用ください。
■問市保健センター（緯〈７６〉１１３３）

せん定枝リサイクルプラントで製造
した総量２００ｔの「安城いきいきたい肥」
を配布します。
■時４月２１日松～２８日松（期間中は松掌

も配布します）
■内配布数量施たい肥使用対象面積に応
じて１世帯３００手以下（参考：１釈当
たり３手）
※応募者多数の場合は抽選し、決定
者のみに通知します。
受取方法施たい肥を直接積み込める
４ｔ以下のトラックで来るか、袋を
持って、せん定枝リサイクルプラン
トへ（スコップ貸出有）
■申３月１日昭～１６日晶午前８時３０分～
午後５時１５分（松掌を除く）に、申込
書か任意の紙に住所・氏名・電話番
号・希望数量（手）・たい肥使用面積
又はプランターの個数を記入し、持
参か郵送（必着）・ファクス・Ｅメー
ルで清掃事業所（〒４４４－１１５５堀内町
西新田２／胃〈７７〉１３１８／ikiiki@city.
anjo.aichi.jp）へ
※電話での申込みは受け付けできま
せん。
※申込書は同所・市HPで配布。記
入漏れは無効となります。
■問清掃事業所（緯〈７６〉３０５３）

安城市土地開発公社は、国道２３号和
泉インターチェンジ付近(榎前町井杭山
地内)に造成中の工業団地を分譲します。
■内分譲面積獅約２.７ha 区画数獅５区
画（１区画０.３ha～０.９ha） 価格獅

１.８億～５.５億円 申込資格獅製造業
に属する工場等を建設し、自ら事業
を営むこと。安城市内で１０年以上製
造業を営んでいる工場等の移転、拡
張であること。その他制限有
※詳細は市商工課・市HPで配布す
る募集要項をご覧ください。
■申４月９日捷～５月１１日晶午前８時３０
分～午後５時１５分（松掌抄承を除く）
に、申込書類を持って市商工課企業
立地推進室へ
■問市商工課（緯〈７１〉２２３５）
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ごみカレンダーを配布

■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。

予防接種の接種忘れはあり
ませんか

パブリックコメント制度に
よる意見募集の結果を公表

第９回｢歩け歩け運動｣

古くからの市街地や集落内には、道幅（幅員）４杓未満の狭い道が存在
します。本市では狭い道を広げる「狭あい道路拡幅整備事業」を実施して
います（下図）。建物の新築・増改築等を行う際に後退用地を寄付してい
ただける場合は、測
量費用等を市が負担
します。救急時等に
支障となる狭い道を
広げる当事業へのご
協力をお願いします。
■問維持管理課（緯〈７１〉
２２３７）、建築課（緯

〈７１〉２２４１）

平成３０年
度版（４月
～平成３１年
３月）「ごみ
カレンダー」
及び「家庭
ごみと資源の分け方・出し方早わかり
ブック」を３月中旬に各戸配布します。
■問清掃事業所（緯〈７６〉３０５３）

出産や手術での大量出血等の際のフ
ィブリノゲン製剤・血液凝固第Ⅸ因子
製剤の投与により、Ｃ型肝炎ウィルスに
感染された人への給付金の請求期限が、
２０２３年１月１６日までに延長されました。
■問独立行政法人医薬品医療機器総合機
構（PMDA）（緯０１２０〈７８０〉４００）
※受付日時は捷～晶（抄、年末年始
を除く）午前９時～午後５時。

３月１日～７日は、予防接種週間です。
接種忘れのないよう確認してください。
■問市保健センター（緯〈７６〉１１３３）
成人の風しん抗体検査及び予防接種費
用助成の申請はお早めに
■内抗体検査の費用と、抗体が十分でな
いと判定された人の予防接種費用を
助成します 助成額獅抗体検査、予
防接種費用それぞれ上限５０００円
※各１回限り。
■対妊娠を希望する女性（※）とその夫、
妊婦の夫
※初めての妊娠を希望する人は県の
風しん抗体検査事業の対象となる場
合があります。衣浦東部保健所へ事
前の申請手続きが必要です。詳細は
同所安城分室（緯〈７５〉７４４１）へ問い合
わせてください。
■他抗体検査後、結果がわかるまで約１
～２週間かかります。助成の申請期
間内に予防接種を受けられるよう、
早めに検査を受けてください

■申検査・予防接種後、３月３０日晶までの
午前８時３０分～午後５時１５分（松掌抄

を除く）に、申請書（市保健センター、
市HPで配布）、検査の領収書・結果、
ワクチンの種類や接種日が分かる予
防接種の領収書、認印、検査・予防接
種を受けた人の口座が分かるものを、
持参か郵送（必着）で同センター（〒
４４６－００４５横山町下毛賀知１０６－１）へ

①・②共通事項
寄せられた意見の内訳や、意見に対
する市の考え方、修正点は、次のとお
り閲覧できます。
■時３月３１日松まで（閉庁・休館日を除
く）の各施設開館時間
■場各担当課、各地区公民館、アンフォ
ーレ、市民交流センター、スポーツ
センター、青少年の家、社会福祉会
館、各福祉センター
※市HPでも閲覧できます。

①第５期安城市障害福祉計画・第１期
安城市障害児福祉計画（案）
３件（２人）の意見が寄せられました。
意見の内訳は次のとおりです。
暫掲載施設の定員に関する意見施１件
暫成果目標「精神障害にも対応した地
域包括ケアシステムの構築」に関す
る意見施１件

暫用語解説に関する意見施１件
■問障害福祉課（緯〈７１〉２２５９）
②あんジョイプラン８（第８次安城市
高齢者福祉計画・第７期安城市介護保
険事業計画）（案）
１４件（５人）の意見が寄せられました。
意見の内訳は次のとおりです。
暫介護保険料に関する意見施４件
暫認知症対応型共同生活介護事業所の
家賃補助に関する意見施２件

暫特別養護老人ホームの整備時期に関
する意見施１件

暫上記以外に関する意見施７件
■問高齢福祉課（緯〈７１〉２２９０）
③第２期安城市国民健康保険データヘ
ルス計画（案）
意見は寄せられませんでした。
■問国保年金課（緯〈７１〉２２３０）

桜を見ながら歩こう！
■時■場受付獅４月７日松午前９時～９時
１０分（総合運動公園多目的グラウ
ンド）
■内健脚コースＡ施９灼（速歩） 健脚コ
ースＢ施９灼（普通速） ファミリー
コース施６灼（ゆっくり）
※参加賞、完歩賞有。
■対市内在住・在勤・在学者、安城市体
育協会会員
■定５００人（先着順）
■持飲み物
■申３月１日昭～４月５日昭の午前９時
～午後５時（捷を除く）に、申込用紙
を持参か郵送（消印有効）・電話・
ファクス・Eメールで安城市体育協
会（〒４４６－００６１新田町新定山４１－８
／緯〈７５〉５１８２／胃〈７５〉３５５９／anjo
taikyo8@ybb.ne.jp）へ
※申込用紙は市体育協会・スポーツ
センター、市体育協会HPで配布。
※体育協会事務室は３月１８日掌まで
は野球場Ａ面スタンド下、２２日昭以
降は市体育館に移転します。１９日捷

～２１日抄は窓口業務を休止します。
※当日会場での受付も行いますが、
当日受付は参加賞がありません。

Ｃ型肝炎ウィルスに感染さ
れた方々へ

情
報
ボ
ッ
ク
ス
は
左
側
か
ら
お
読
み
く
だ
さ
い

駕 広報あんじょう 2018.3.1
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臨時保健師

自衛隊幹部候補生
■時受付期間獅３月１日昭～５月１日昇

試験諮１次獅５月１２日松・１３日掌

（１３日は飛行要員を希望する者のみ）
２次獅６月１２日昇～１５日晶のいずれ
か１日

■対大卒程度試験獅２２歳以上２５歳以下
（修士課程修了者等は２２歳以上２７歳
以下）、２０歳以上２１歳以下の大卒者
（短期大学を除く） 院卒者試験獅２０
歳以上２７歳以下で修士課程修了者等
※併願可。
※年齢についてはいずれも平成３１年
４月１日現在。
※卒業・学位取得についてはいずれ
も平成３１年３月の見込み含む。

■他申込方法等の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（緯〈７４〉６８９４）、市危機管理課（緯

〈７１〉２２２０）

あんくるバス時刻表広告掲
載者

ゲートキーパーを知ってい
ますか

「安城いきいきたい肥」受取
希望者

榎前地区工業団地（東工区）
の分譲について

掲載位置
広告

■内職務内容獅健診、相談業務等 勤務
日時獅捷～晶午前８時３０分～午後５
時 賃金獅時給１４４０円、通勤割増１
日２００円 福利厚生獅健康保険、厚
生年金、雇用保険 採用日獅３月２６
日捷（応相談） 選考獅面接（３月１９
日捷）

■定若干名
■申３月１日昭～１５日昭午前８時３０分～
午後５時１５分（松掌を除く）に、写真
付履歴書と保健師免許証を持って市
保健センター（緯〈７６〉１１３３）へ

５月頃から配
布する１万２０００
部の時刻表に掲
載する広告を募
集します。
■内掲載位置獅裏
表紙等半頁
（右図参照）
仕様獅フルカ
ラー（約縦７４勺×横１０５勺、広告の右
上部に広告であることを示すロゴを
表示）

■対市税・使用料の滞納がない事業者及
び広告代理店等

■定募集枠数獅８枠（複数枠の申込可）
※複数の申込みがあった場合は、先
着順で掲載位置を決定。
※募集枠数以上の申込みがあった場
合は、市の代理抽選により決定。
■￥１枠２万円
■他掲載が決定した場合は、広告原稿の
印刷物と、指定した記録媒体等に電
子データを記録したものを、４月１３
日晶までに提出
■申３月９日晶～４月６日晶午前８時３０
分～午後５時１５分（松掌抄を除く）に、
申込書と会社概要（パンフレット等）
を持参か郵送（必着）で都市計画課
（〒４４６－８５０１住所不要）へ
※申込書・募集要項・作成要領は、
同係・市HPで配布。

■問都市計画課（緯〈７１〉２２４３）

３月は自殺対策強化月間です。悩み
を抱えた人は「人に悩みを言えない」、
「どこに相談に行けばよいか分からな
い」等、悩みを抱え込む傾向にありま
す。悩みを抱えた人に気づき、支援す
るために、まわりの人がゲートキーパ
ーとして関わることが必要です。
ゲートキーパーとは、悩んでいる人
に気づき、声をかけ、話を聴いて、必
要な支援につなげ、見守る人のことで
す。市では、市内に在住、在勤又は在
学する１０人以上の団体を対象に、まち
かど講座として『こころの健康～あな
たもゲートキーパー～』を実施してい
ます。ぜひご利用ください。
■問市保健センター（緯〈７６〉１１３３）

せん定枝リサイクルプラントで製造
した総量２００ｔの「安城いきいきたい肥」
を配布します。
■時４月２１日松～２８日松（期間中は松掌

も配布します）
■内配布数量施たい肥使用対象面積に応
じて１世帯３００手以下（参考：１釈当
たり３手）
※応募者多数の場合は抽選し、決定
者のみに通知します。
受取方法施たい肥を直接積み込める
４ｔ以下のトラックで来るか、袋を
持って、せん定枝リサイクルプラン
トへ（スコップ貸出有）
■申３月１日昭～１６日晶午前８時３０分～
午後５時１５分（松掌を除く）に、申込
書か任意の紙に住所・氏名・電話番
号・希望数量（手）・たい肥使用面積
又はプランターの個数を記入し、持
参か郵送（必着）・ファクス・Ｅメー
ルで清掃事業所（〒４４４－１１５５堀内町
西新田２／胃〈７７〉１３１８／ikiiki@city.
anjo.aichi.jp）へ
※電話での申込みは受け付けできま
せん。
※申込書は同所・市HPで配布。記
入漏れは無効となります。
■問清掃事業所（緯〈７６〉３０５３）

安城市土地開発公社は、国道２３号和
泉インターチェンジ付近(榎前町井杭山
地内)に造成中の工業団地を分譲します。
■内分譲面積獅約２.７ha 区画数獅５区
画（１区画０.３ha～０.９ha） 価格獅

１.８億～５.５億円 申込資格獅製造業
に属する工場等を建設し、自ら事業
を営むこと。安城市内で１０年以上製
造業を営んでいる工場等の移転、拡
張であること。その他制限有
※詳細は市商工課・市HPで配布す
る募集要項をご覧ください。
■申４月９日捷～５月１１日晶午前８時３０
分～午後５時１５分（松掌抄承を除く）
に、申込書類を持って市商工課企業
立地推進室へ
■問市商工課（緯〈７１〉２２３５）
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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。

市体育館の夜間管理人

福祉事業に関する運営協議
会委員及び運営委員会委員

デンパークのスタッフ

公民館臨時職員

■内勤務日時獅昇～掌週６日午後４時３０
分～９時３０分（捷が祝日の場合は勤
務有） 賃金施時給８８０円、通勤割増
１日２００円 選考獅面接（３月２２日昭

／市体育館）
■対パソコンの基本操作ができる人
■定１人
■申３月１６日晶までの午前９時～午後５
時（捷を除く）に、写真付履歴書を持
ってスポーツ課（野球場Ａ面スタン
ド下）へ
■問スポーツ課（緯〈７５〉３５３５）

①～④共通事項
■内賃金獅時給８８０円（松掌抄は１００円増）、
通勤割増１日２００円 休日獅応相談
■他面接時に写真付履歴書を持参
■申３月１１日掌までの午前９時３０分～午
後５時（休園日を除く）に、電話でデ
ンパーク（緯〈９２〉７１１１）へ
※期限内に申込みがない場合は、期
限後も受け付けます。

①インフォメーションスタッフ
■内職務内容獅窓口対応等のインフォメ
ーション事務 勤務日時獅松掌抄を
含む午前９時１５分～午後５時１５分の
内で指定する時間

■対パソコンの基本操作ができる人
■定１人
②ゲートスタッフ
■内職務内容獅窓口でのチケット販売等
勤務日時獅松掌抄を含む午前９時１５
分～午後５時１５分の内で指定する時
間

■定１人
③メルヘン号運転スタッフ
■内職務内容獅メルヘン号の運転及び乗
車補助 勤務日時獅松掌抄を含む午
前９時１５分～午後５時１５分の内で指
定する時間（季節・イベント等によ
り変更有）
■対普通自動車免許を有する人
■定２人
④販売スタッフ
■内職務内容獅園内店舗等での販売員業
務 勤務日時獅主に松掌抄の午前９
時～午後５時の内で指定する時間
■定２人

①・②共通事項
■内選考獅書類審査（１次）、面接（２次、
４月２４日昇・２５日昌予定） 報酬施

会議１回７５００円
■対４月１日時点で４０歳以上で、介護保
険等の高齢者福祉に関心があり、市
内在住・在勤・市内で活動する人
※市内在住者は、本市の住民基本台
帳に記載されていること。
■申３月１日昭～４月１０日昇午前８時３０
分～午後５時（松掌抄を除く）に、応
募用紙を持参か郵送（必着）・ファク
ス・Eメールで高齢福祉課（〒４４６－
８５０１住所不要／胃〈７４〉６７８９／koufu
ku@city.anjo.lg.jp）へ
※応募用紙は、同課・市HPで配布。

■問高齢福祉課（緯〈７１〉２２９０）
①介護保険・地域包括支援センター運
営協議会委員
介護保険事業及び地域包括支援セン
ターの円滑かつ適正な運営と、あんジ
ョイプラン（高齢者福祉計画・介護保
険事業計画）の進捗管理等を行う運営
協議会委員。
次期あんジョイプラン策定委員会委
員と兼務となる予定です。
■内職務内容獅年３回程度行われる会議
への参加（平日昼間） 任期獅７月１
日～２０２１年３月３１日

■定２人
②介護保険地域密着型サービス運営委
員会委員
介護保険法に規定する地域密着型サ
ービス事業の適正な運営を確保するた
めに行う運営委員会委員。
■内職務内容獅年４回程度行われる会議
への参加（平日昼間） 任期獅５月１
日～２０２１年３月３１日

■定１人

■内職務内容獅埋蔵文化財センター業務
全般（出土品の洗浄・図化、報告書
の編集等） 雇用期間施４月１日～
９月３０日（更新の場合有） 勤務日時
獅週４日程度午前９時～午後３時３０
分（松掌抄の勤務有） 賃金施時給
９５０円、通勤割増１日２００円 選考獅

面接（申込時又は指定日）
■対パソコンの基本操作ができる人
■定１人
■申３月１３日昇～１７日松午前９時～午後
５時に、市臨時職員登録申込書（臨
時職員（事務職））を持って文化振興
課（歴史博物館内）へ
※申込書は市HPで配布。
■問文化振興課（緯〈７７〉４４７７）

①・②共通事項
■内採用日獅４月１日 賃金獅時給９７０
円、通勤割増１日２００円

■対パソコンの基本操作ができる人
■定各１人
①東部公民館
■内職務内容獅遊戯室の管理業務、公民
館利用又は図書等の受付事務、公民
館行事の補助等 勤務日時獅週１日
程度（主に松、他の曜日の勤務有）午
前９時～午後５時１５分（休憩６０分）
選考獅面接（３月１５日昭）
■申３月２日晶～１３日昇午前９時～午後
５時（捷を除く）に、写真付履歴書を
持って東部公民館（緯〈７７〉７８８１）へ

②中部公民館
■内職務内容獅事務、受付や公民館管理
業務等 勤務日時獅昇～晶週４日程
度（イベント時等松掌抄勤務有）午前
８時３０分～午後５時（休憩６０分） 選
考獅面接（３月１３日昇）
■申３月１日昭～１０日松午前９時～午後
５時（捷を除く）に、写真付履歴書を
持って生涯学習課（市役所西庁舎内
／緯〈７６〉１５１５）へ

埋蔵文化財センター臨時職
員
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INFORMAÇÕESÚTEIS
SEF INFORMATION

Português

Englis
外国語の
情報ボックス

※申込みや問合せは、日本語でお願
いします。

※Inscriçõeseinformaçõessomente
emjaponês

※Applicationsandinquirieswillbein
Japanese.
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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。

市体育館の夜間管理人

福祉事業に関する運営協議
会委員及び運営委員会委員

デンパークのスタッフ

公民館臨時職員

■内勤務日時獅昇～掌週６日午後４時３０
分～９時３０分（捷が祝日の場合は勤
務有） 賃金施時給８８０円、通勤割増
１日２００円 選考獅面接（３月２２日昭

／市体育館）
■対パソコンの基本操作ができる人
■定１人
■申３月１６日晶までの午前９時～午後５
時（捷を除く）に、写真付履歴書を持
ってスポーツ課（野球場Ａ面スタン
ド下）へ
■問スポーツ課（緯〈７５〉３５３５）

①～④共通事項
■内賃金獅時給８８０円（松掌抄は１００円増）、
通勤割増１日２００円 休日獅応相談
■他面接時に写真付履歴書を持参
■申３月１１日掌までの午前９時３０分～午
後５時（休園日を除く）に、電話でデ
ンパーク（緯〈９２〉７１１１）へ
※期限内に申込みがない場合は、期
限後も受け付けます。

①インフォメーションスタッフ
■内職務内容獅窓口対応等のインフォメ
ーション事務 勤務日時獅松掌抄を
含む午前９時１５分～午後５時１５分の
内で指定する時間

■対パソコンの基本操作ができる人
■定１人
②ゲートスタッフ
■内職務内容獅窓口でのチケット販売等
勤務日時獅松掌抄を含む午前９時１５
分～午後５時１５分の内で指定する時
間

■定１人
③メルヘン号運転スタッフ
■内職務内容獅メルヘン号の運転及び乗
車補助 勤務日時獅松掌抄を含む午
前９時１５分～午後５時１５分の内で指
定する時間（季節・イベント等によ
り変更有）
■対普通自動車免許を有する人
■定２人
④販売スタッフ
■内職務内容獅園内店舗等での販売員業
務 勤務日時獅主に松掌抄の午前９
時～午後５時の内で指定する時間
■定２人

①・②共通事項
■内選考獅書類審査（１次）、面接（２次、
４月２４日昇・２５日昌予定） 報酬施

会議１回７５００円
■対４月１日時点で４０歳以上で、介護保
険等の高齢者福祉に関心があり、市
内在住・在勤・市内で活動する人
※市内在住者は、本市の住民基本台
帳に記載されていること。
■申３月１日昭～４月１０日昇午前８時３０
分～午後５時（松掌抄を除く）に、応
募用紙を持参か郵送（必着）・ファク
ス・Eメールで高齢福祉課（〒４４６－
８５０１住所不要／胃〈７４〉６７８９／koufu
ku@city.anjo.lg.jp）へ
※応募用紙は、同課・市HPで配布。

■問高齢福祉課（緯〈７１〉２２９０）
①介護保険・地域包括支援センター運
営協議会委員
介護保険事業及び地域包括支援セン
ターの円滑かつ適正な運営と、あんジ
ョイプラン（高齢者福祉計画・介護保
険事業計画）の進捗管理等を行う運営
協議会委員。
次期あんジョイプラン策定委員会委
員と兼務となる予定です。
■内職務内容獅年３回程度行われる会議
への参加（平日昼間） 任期獅７月１
日～２０２１年３月３１日

■定２人
②介護保険地域密着型サービス運営委
員会委員
介護保険法に規定する地域密着型サ
ービス事業の適正な運営を確保するた
めに行う運営委員会委員。
■内職務内容獅年４回程度行われる会議
への参加（平日昼間） 任期獅５月１
日～２０２１年３月３１日

■定１人

■内職務内容獅埋蔵文化財センター業務
全般（出土品の洗浄・図化、報告書
の編集等） 雇用期間施４月１日～
９月３０日（更新の場合有） 勤務日時
獅週４日程度午前９時～午後３時３０
分（松掌抄の勤務有） 賃金施時給
９５０円、通勤割増１日２００円 選考獅

面接（申込時又は指定日）
■対パソコンの基本操作ができる人
■定１人
■申３月１３日昇～１７日松午前９時～午後
５時に、市臨時職員登録申込書（臨
時職員（事務職））を持って文化振興
課（歴史博物館内）へ
※申込書は市HPで配布。
■問文化振興課（緯〈７７〉４４７７）

①・②共通事項
■内採用日獅４月１日 賃金獅時給９７０
円、通勤割増１日２００円

■対パソコンの基本操作ができる人
■定各１人
①東部公民館
■内職務内容獅遊戯室の管理業務、公民
館利用又は図書等の受付事務、公民
館行事の補助等 勤務日時獅週１日
程度（主に松、他の曜日の勤務有）午
前９時～午後５時１５分（休憩６０分）
選考獅面接（３月１５日昭）
■申３月２日晶～１３日昇午前９時～午後
５時（捷を除く）に、写真付履歴書を
持って東部公民館（緯〈７７〉７８８１）へ

②中部公民館
■内職務内容獅事務、受付や公民館管理
業務等 勤務日時獅昇～晶週４日程
度（イベント時等松掌抄勤務有）午前
８時３０分～午後５時（休憩６０分） 選
考獅面接（３月１３日昇）
■申３月１日昭～１０日松午前９時～午後
５時（捷を除く）に、写真付履歴書を
持って生涯学習課（市役所西庁舎内
／緯〈７６〉１５１５）へ

埋蔵文化財センター臨時職
員

情
報
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だ
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い

■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

会 広報あんじょう 2018.3.1

INFORMAÇÕESÚTEIS
SEF INFORMATION

Português

Englis
外国語の
情報ボックス

※申込みや問合せは、日本語でお願
いします。

※Inscriçõeseinformaçõessomente
emjaponês

※Applicationsandinquirieswillbein
Japanese.
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