
■内 ■時 くじら座「クリスマスにはくじら
座を見よう！ミラクル☆くじら座」

▼７日�・１４日�午後１時３０分・午
後３時（１４日は午後１時３０分のみ）　
ペルセウス座「ペルセウスの伝説」 ▼

２１日�・２８日�午後１時３０分・３時
■場 ■問 文化センター（�〈７６〉１５１５）

■時 １２月１４日�午後３時
■内 ゴスペルによるクリスマスソングを
交え、クリスマスにちなんだ星の話
■講 浅田 英  夫 氏（天文研究家）

ひで お

■定 １５０人（先着順）
■￥ ５０円（中学生以下無料）
■場 ■問 文化センター（�〈７６〉１５１５）

■時 １２月１３日�午前１０時
■内 施設利用後にくじ引きで、クリスマ
スプレゼントを差し上げます。子ど
もには、お菓子のつかみ取り
■対 施設の一般利用者
■定 高校生以上１００人、中学生以下３００人
（先着順）
■￥ 施設使用料
■問 マーメイドパレス（�〈９２〉７３５１）

■時 １２月２１日�午後３時・５時
■内 演奏 ▼ 松原 昭  仁 （マリンバ）、松原 雅 

あき ひと まさ

 美 （フルート）、平林 明  美 （マリンバ）
み あけ み

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

■時 来年２月３日�・４日�・５日�・
６日�

■￥ ４７００円
■他 １２月１２日�から安城消防署で申込書
を配布。
■問 �愛知県危険物安全協会連合会（�
０５２〈９６１〉６６２３）、衣浦東部広域連合
（�〈６３〉０１３７）
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マーメイドパレス
クリスマスフェア

▼
▼

危険物取扱者保安講習会 ▼

丈山苑
ホワイトコンサート

▼
▼

■問 デンパーク（�〈９２〉７１１１）

「安城プラネの仲間たち」
１２月の生解説

▼
▼

プラネタリウム冬
「クリスマススペシャル」

▼
▼

■クラブハウスの教室・講座
■場 ■問 同クラブハウス（�〈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。
押し花教室　　　　　　　　　　　
■時 １２月６日�・７日�午前１０時
■定 各１００人（当日先着順）
■￥ ５００円から
クリスマスクッキーツリー教室　　
■時 １２月６日�・７日�・１３日�・１４
日�午前１１時（６日は午後１時）
■定 各４８人（当日先着順）
■￥ ５００円
クリスマスクッキー教室　　　　　
■時 １２月６日�・１３日�・１４日�午後
１時・２時３０分

■定 各４８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 １２月１４日�午前１０時
■定 １００人（当日先着順）
■￥ ５００円から
フォトスポット撮影ツアー　　　　
■時 １２月２０日�午後４時３０分
■内 デンパークのイルミネーション撮影
■定 ２５人（当日先着順）
■￥ １３００円（写真現像代別途）
■持 フィルムカメラ、デジタルカメラ

■ステンドグラス展「 煌 めくときⅡ」
きら

■時 １２月１０日�～２５日�　�～� ▼午
前９時３０分～午後８時、����・
１９日�～２５日� ▼午前９時３０分～
午後９時
■内 ステンドグラス作品約３０点を展示
■場 デンパーク

■パスポート付き「花の講座」
■他 来年４月３０日�までのパスポート付き
■場 ■申 １２月５日�午前９時３０分から電話
で同クラブハウス（�〈９２〉７１１２）へ
押し花　　　　　　　　　　　　　　
■時 来年１月８日�・２９日�、２月５日
�・１９日�、３月５日�・１９日�午
前１０時
■内 ①小品を作るお楽しみコース
　②花絵額コース
■講 長谷川はる子氏
■定 ３０人（先着順）
■￥ 参加費／５０００円　材料費／①５０００円
②８０００円

アロマ生活とハーブティー入門　　　
■時 来年１月３０日�、２月６日�・２０日
�・２７日�、３月２０日�・２７日�午
前１０時
■講 内藤 満  里  子 氏

ま り こ

■定 ３０人（先着順）
■￥ 参加費／５０００円　材料費／６０００円
アートフラワー　　　　　　　　　　
■時 来年１月７日�・２８日�、２月４日
�・１８日�、３月４日�・１８日�午
前１０時
■内 ①はじめてのアートフラワー
　②はじめてのフラワー盆栽
　③アートフラワーコース
■講 青木 元  子 氏

もと こ

■定 ３０人（先着順）
■￥ 参加費／５０００円　材料費／①②５０００
円　③６０００円

フラワーアレンジメント　　　　　　
■時 来年１月８日�・２９日�、２月１２日
�・２６日�、３月１２日�・２６日�午
後１時
■講 山口 秋  子 氏

あき こ

■定 ３０人（先着順）
■￥ 参加費／５０００円、材料費／１万２０００円

１２月６日�からナイター営業が始まります

広報あんじょう　2008.12.1�

■他 託児あり（各１０人／先着順）
■場 ■申 １２月５日�午前１０時からマーメイ
ドパレス（�〈９２〉７３５１）へ

水中運動体験会　　　　　　　　　　
■時 １２月１０日�午前１１時～正午
■内 水中歩行や水中ストレッチなど
■対 １８歳以上
■定 ２０人（先着順）
■￥ 施設使用料
初級水泳「クロールから始めましょう」
■時 １２月１７日�午前１０時～１１時
■内 クロールの泳ぎ方を学びます
■対 １８歳以上
■定 ２０人（先着順）
■￥ 施設使用料
体験アクアビクス　　　　　　　　　
■時 １２月１７日�午前１１時～正午
■内 音楽のリズムに乗って水の中で体を
動かすシェイプアップ運動

■対 １８歳以上
■定 ３０人（先着順）
■￥ 施設使用料
日本舞踊フィットネス「ＮＯＳＳ体験会」
■時 １２月２６日�午前１０時３０分～１１時３０分
■対 １８歳以上
■定 ２０人（先着順）
■￥ ５００円

■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 来年１月１４日�午前９時３０分～午後
１時
■場 市保健センター
■内 栄養バランスのとれた食事、貧血予
防食を学ぶ講義と調理実習
■対 妊娠中（出産予定月来年３～７月）の
人　※父親の参加も可。
■定 ２４人（先着順）
■￥ ４００円
■持 母子健康手帳、エプロン、手ふきタ
オル、筆記用具、みそ汁１００㏄（塩分
濃度測定希望者のみ）
■申 １２月５日�～来年１月７日�午前８
時３０分～午後５時１５分（���、１２
月２７日�～来年１月４日�を除く）
に電話・ファクスで市保健センター
（�〈７６〉１１３３／�〈７７〉１１０３）へ
※ファクスの場合は、任意の用紙に
講座名・住所・氏名・電話番号・出
産予定月を必ず記入してください。

■時 １２月６日�午前１０時
■講 神谷 宣  行 氏（市文化財保護委員）

のぶ ゆき

■場 ■問 歴史博物館（�〈７７〉６６５５）

マタニティクッキング ▼

■時 来年１月７日�・１４日�・２１日�・
２８日�午後１時３０分～２時３０分（全
４回）

■場 市スポーツセンター
■内 生活習慣病予防のための運動
■対 １８歳以上
■定 １０人（先着順）
■￥ 施設使用料
■持 運動に適した服装、タオル、室内シ
ューズ、ペットボトル

■申 １２月５日�～来年１月６日�午前９
時～午後８時（���、１２月２７日�
～来年１月５日�を除く）に同セン
ター（�〈７５〉３５４５）へ

■時 １２月２０日�午後６時３０分～８時
■場 昭林公民館
■内 曲目 ▼ゴーシュ舞曲集ピアノ〈左手〉
のために（吉松隆）、火花（モシュコフ
スキー）、ヴォカリーズ（ラフマニノ
フ）　出演 ▼二宮のぶ子（ピアノ）、森
藤さちよ（ピアノ）、平岩 雅 子   （フルート）

まさ こ

■定 １５９人（先着順）
■他 未就学児の入場はご遠慮ください。
■申 １２月６日�午前９時から昭林公民館
（�〈７７〉６６８８）で整理券を配布

はじめよう！健康生活習慣 ▼

■時 ■内 ■対 ■定 下表のとおり
※定員を超えた場合
は１２月１７日�に公開
代理抽せん。定員に
満たない場合は、追
加募集あり。

■￥ 親子水泳�５６００円　
その他�５３００円

■申 １２月５日�～１６日�
午前１０時～午後７時
３０分（�を除く）にマ
ーメイドパレス（�
〈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）

来年１月１１日�～３月１５日�の毎週�
午後１時～１時５０分（全１０回）親子水泳

３０人幼児
（４歳以上）

来年１月７日�～３月１１日�の毎週�
午後４時～４時５０分（全１０回）幼児スイミング

各３５人小学
１～３年生

来年１月１１日�～３月１５日�の毎週�
午後２時～２時５０分（全１０回）�

児童
スイミング 来年１月９日�～３月１３日�の毎週�

午後４時～４時５０分（全１０回）�

各３０人１８歳以上の
女性

来年１月６日�～３月１７日�の毎週�（１月
１３日を除く）午後１時～１時５０分（全１０回）�成人

レディース
スイミング 来年１月８日�～３月１９日�の毎週�（２月

１２日を除く）午後２時～２時５０分（全１０回）�

来年１月６日�～３月１７日�の毎週�（１月
１３日を除く）午前１１時～１１時５０分（全１０回）アクアビクス

歴史博物館講座
「安城の文学碑」

▼
▼

昭林コンサート ▼

マーメイドパレスの水泳教室 ▼

マーメイドパレスの講座 ▼



■時 来年１月１８日�午後１時
■場 安城コロナワールド
■内 ボウリング２ゲーム
■対 市内在住ひとり親家庭の子とその親
■定 ３０人（先着順）
■￥ １０００円（３歳以下無料）
■申 参加者全員の住所・氏名・電話番号
を１２月５日�～２０日�にファクスで
母子福祉会成島清美（�〈９９〉６５５４）へ
■問 社会福祉課

■時 １２月１６日�午前１０時３０分～正午
■場 市役所西会館
■内 里親制度の説明、養育型里親、養子
縁組型里親の体験発表
■問 県刈谷児童相談センター（�〈２２〉
７１１１）、社会福祉課

■時 来年１月２７日�午後６時３０分～８時
■場 文化センター
■内 混迷の現代社会を想う～私の取材ノ
ートから～
■講 江川紹子氏（ジャーナリスト）
■定 ５００人（先着順）　
■申 １２月１９日�午前９時から商工課・各
地区公民館で整理券を配布
■問 商工課
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■時 来年１月８日�午前１０時～１１時３０分
■場 昭林公民館
■内 赤ちゃんとコミュニケーションをと
る方法「ベビーサイン」を体験

■講 稲吉 千  恵 氏（日本ベビーサイン協会
ち え

講師）
■対 生後６か月～１歳６か月の乳児とそ
の保護者
■定 ２０組（先着順）
■申 １２月８日�午前９時から電話で市子
育て支援センター（錦保育園内／�
〈７３〉６３３６）へ

■内 ２回連続講座
■対 ひきこもり状態にある人の家族
■定 ４０人（先着順）
■場 ■申 １２月１５日�午前９時から衣浦東部
保健所（刈谷市大手町／�〈２１〉４７７８）へ
ひきこもりの理解と家族ができること
■時 来年１月８日�午後２時～４時
■講 水野信義氏（心療クリニックパティ
オちた院長）

なでしこの会の活動について　　　　
■時 来年１月２０日�午後２時～４時
■講 ＮＰＯ法人なでしこの会役員
■他 交流会あり

　安城・碧南・刈谷・知立・高浜市在
住・在勤の人はどの会場でも受講可能。
■問 衣浦東部広域連合消防局消防課（�
〈６３〉０１３５）
小児・乳児応急手当講習会　　　　　
■時 １２月２０日�午前９時～１１時
■場 知立消防署
■対 小児・乳児の心肺 蘇  生 法、ひきつけ、

そ せい

のどに異物が詰まった時の処置
■定 １５人（先着順）
■申 １２月５日�午前９時から同署（�〈８１〉
４１４４）へ
普通救命講習会Ⅰ　　　　　　　　　
■時 ■場 １２月２１日�
午前９時～正
午／碧南消防
署（�〈４１〉２６２
５）、１２月２８日
�午前９時～
正午／安城消
防署（�〈７５〉
２４９４）
■内 心肺蘇生法
（気道確保、人工呼吸、胸骨圧迫）、
ＡＥＤの使用法、止血法など
■定 各２０人（先着順）
■申 １２月５日�午前９時から各署へ

ひとり親家庭「ボウリング大会」 ▼

勤労者のための文化講演会 ▼

里親養育体験発表会 ▼

（　）内は前月比�

〈平成20年11月１日現在〉�
　総人口�
　　男性�
　　女性�
　世帯数�

17万9502人（＋147）�
9万2074人（＋ 65）�
8万7428人（＋ 82）�
6万6654世帯（＋117）�

火　　災�
救　　急�

（年間累計／前年対比）�

刑 法 犯�
交通事故�
負 傷 者�
死　　者�

302件（2657件／＋ 10）�
590件（6184件／－198）�
109人（1311人／－222）�
1人（ 　3人／－　6）�

人口・世帯�

10月の火災・救急�

10月の犯罪・事故�

2件（うち建物　2件）�
531件（うち急病349件）�

■時 １２月１４日�午前９時～正午
■場 リサイクルプ
ラザ
■問 清掃事業所
（�〈７６〉３０５３）、
当日の問い合
わせ（�０９０
〈９８９２〉２９３３）

■場 ■問 中部福祉センター（�〈７６〉００９０）
■対 ６０歳以上または障害のある市内在住
の人
■定 各２０人
■申 １２月１０日�午前９時から同センターへ
※午前９時に定員を超えた場合は抽
せん。

転ばないための健康体操　　　　　　
■時 来年１月１３日�・２７日�、２月１０日
�・２４日�、３月１０日�・２４日�午
前１０時～１１時
■内 リズム体操・ストレッチ・筋トレな
どで体力作り
■講 盛田 輝  子 氏

てる こ

はじめての絵手紙　　　　　　　　　
■時 来年１月１６日�・３０日�、２月１３日
�・２７日�、３月１３日�・２７日�午
前１０時～正午
■内 初心者向けの絵手紙作り
■講 三田 徹 氏

とおる

今月の再生家具等入札販売 ▼

ひきこもり家族教室 ▼

子育て支援センター講習会 ▼

救命講習会 ▼

中部福祉センターの講座 ▼

　１２月中旬までに、各町内会に平成２１
年度土木事業要望書の取りまとめをお
願いしています。
　近所で土木事業に関する要望や気づ
いたことなどがあれば、町内会にご相
談ください。
■内 主な事業�道路側溝・舗装・排水路
などの整備、道路側溝ふた・ガード
レール・カーブミラー・道路照明灯
などの設置

■問 土木課・維持管理課

■時 来年２月２４日�まで
■場 県商業流通課、市商工課
■内 大規模小売店舗で小売業を行う者の
氏名・名称および住所、法人は代表
者の氏名など
店舗名称 ▼スギ薬局桜井店、パウ新
安城店（核店舗ドンキホーテ）

■問 県商業流通課（�０５２〈９５４〉６３３８）、市
商工課

　建物の新築・増築・取り壊しをした
ときは、電話連絡をしてください。年
内に取り壊した場合は、翌年度の固定
資産税は課税されません。また、新築・
増築をした場合は、固定資産税額の基
となる評価額を決めるため市職員が家
屋を調査します。
■問 資産税課

　放置自転車の中で再利用可能なもの
を点検整備し、「安城市放置自転車リサ
イクル事業取扱店」で販売します。
■時 １２月２０日�から

※各店１・２台の販売です。
■問 維持管理課

■内 改正内容 ▼①医療費、療養手当て支
給開始日が、申請日から療養開始日
（申請日から３年前以前のときは３
年前まで）に改正。　②平成１８年３
月２７日以降に中皮腫や肺がんにかか
り、認定の申請をしないで死亡した
人の遺族にも特別遺族弔慰金・特別
葬祭料の申請が可能。　③中皮腫や
肺がんにかかり平成１８年３月２６日以
前に死亡した人の遺族に支給される
特別遺族弔慰金・特別葬祭料の請求
期限が平成２４年３月２７日�まで延長。
■問 衣浦東部保健所（�〈２１〉４７７８）
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土木事業の要望について ▼

放置自転車の再利用販売 ▼

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

高 棚 町〈９２〉０９３１神谷自転車モータース

古 井 町〈７５〉２３７５稲垣サイクル

和 泉 町〈９２〉００６６神本商会

和 泉 町〈９２〉０２７０兵藤モータース

■問 衣浦東部広域連合総務課（�〈６３〉０１３１）

■時 来年１月１８日�午前８時１０分
■場 市保健センター
■対 ２０歳以上で今年度健康診査を受けて
いない市内在住の人
■定 ２５人（先着順）
■￥ 加入する健康保険によって金額が異
なります
■申 １２月５日�から（午前８時３０分～午
後５時１５分、��を除く）市保健セ
ンター（�〈７６〉１１３３）へ

　市の体育施設を利用して、来年度の
スポーツ競技大会を予定している団体
の利用申請を受け付けます。
■対 １００人以上の参加者を対象としたス
ポーツ競技大会（市内団体を優先）

■申 申し込み用紙を記入し、１２月２日�
～２８日�午前９時～午後５時（�を
除く）に市体育館（�〈７５〉３５３５）へ　
※申し込み用紙は同館で配布。

大規模小売店舗立地法に
係る届出書の縦覧

▼
▼

体育施設の年間利用計画
申し込み

▼
▼

石綿による健康被害の救済
に関する法律の改正

▼
▼

家屋を取り壊した場合は
連絡を

▼
▼

人間ドック（日曜日ドック） ▼

　９月３０日現在の平成２０年度予算執行状況をお知らせします。

衣浦東部広域連合財政状況の公表（１１月公表分）

広域連合所有財産

（土地）　  ２８５．９８�

（建物）２０，０３８．１５�

単位：千円■歳出
執行率（％）構成比（％）支出済額予算現額科目
３２．７０．０７０８２，１６３議会費
３１．８３．６７２，８４１２２９，０７３総務費
４２．１９５．９１，９６６，２８０４，６６８，１４４消防費
４９．００．５１０，０１３２０，４２０公債費
０．００．００２０，０００予備費
４１．５１００．０２，０４９，８４２４，９３９，８００計

広域連合債の現在高（消防債）

単位：千円
構成比（％）現在高区分
４５．１５８，５６５安城市分市別
５．２６，７５４碧南市分
３５．１４５，５７０刈谷市分
０．００知立市分
１４．６１８，９８４高浜市分
１００．０１２９，８７３計

７２．０９３，４７１県都市職員
共済組合

借入
先別

２．０２，６２０
地方公務員
共済組合
連合会

２６．０３３，７８２信用金庫
など
計

平成２０年度一般会計予算執行状況

単位：千円■歳入
収入率（％）構成比（％）収入済額予算現額科目

４６．１９５．０２，２０３，００３４,７７９，５９２分担金及
び負担金

５４．５０．２５，８６７１０，７６６使用料及
び手数料

０．００．００２３，０６６国庫支出金
０．００．００１財産収入
０．００．００１寄附金

１００．０４．５１０４，０６３１０４，０６３繰越金
３０．１０．３６，７０９２２，３１１諸収入
４７．０１００．０２，３１９，６４２４，９３９，８００計



　市教育委員会では、来年度の小・中
学校講師の登録を受け付けています。
■対 小・中学校の教員免許状を持ってい
るまたは来年３月に取得見込みの人
■申 市販の履歴書に必要事項を記入し、
写真を貼付して学校教育課へ

■時 一次試験 ▼１２月１７日�筆記
　二次試験 ▼１２月２５日�作文・面接
■内 採用日時 ▼来年４月１日
勤務日時 ▼�～�午前８時３０分～午
後５時１５分
賃金 ▼ 月給１６万１７８４円（地域手当を
含む）、扶養手当、住居手当、通勤手
当、期末勤勉手当など
■対 昭和３３年４月２日以降に生まれ、看
護師・准看護師の資格を有する人
■定 １人
■申 所定の申込書に必要事項を記入し、
１２月２日�～１３日�（��を除く）午
前９時～午後５時（必着）に、持参・
郵送で安城市社会福祉協議会（〒４４６
－００４６赤松町大北７８－４／�〈７７〉２９
　４１）へ
※郵送の場合
は、切手をは
った返信用封
筒を同封して
ください。申
込書は同協議
会で配布。
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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。

■時 １２月２３日�午後５時～９時
■場 久沓公園～芸術文化ホール～栄町交
差点～源氏橋交差点の約４．３㎞
■内 イベントや出店のほか、イルミネー
ションが街を飾ります。
■他 最寄りの駅は名鉄北新川駅・新川町
駅・碧南中央駅・碧南駅
■問 碧南市役所生活課（�〈４１〉３３１１）

■時 来年１月４日�～１８日�午前９時～
午後５時（１８日は午後４時まで）

　※１月５日�・１２日�・１３日�は休
館日。
■内 安城・碧南・刈谷・知立・高浜市で
現在活躍している作家１００人、１００点
の力作（日本画・洋画・書・写真・彫
刻・工芸）を一堂に集めて開催しま
す。
■場 ■問 刈谷市美術館（�〈２３〉１６３６）

市社会福祉協議会の看護師 ▼

来年度小・中学校の講師 ▼

　経営の安定に支障をきたしている中
小企業者の資金調達をサポートします。
■時 平成２２年３月３１日�まで
■内 セーフティネット保証を受けるため
の認定要件の緩和（直近３か月間の
平均売上高が前年同時期に比べて
３％以上減っていることなど）、対象
業種の拡大（６１８業種）など
■対 市町村の認定を受けた中小企業者
■問 県信用保証協会（�０５６４〈５５〉５５１０）、
商工課

■時 来年３月３１日�まで
■内 補助率 ▼５０％を１００％に拡大、上限
額 ▼１０万円を３０万円に拡大
■対 原油・原材料高対応資金（県の融資
制度）を利用した人
■問 商工課

■内 障害福祉に関するサービスや助成制
度などを紹介したガイドブック
■対 障害者手帳を持
っている人
■持 障害者手帳
■他 市役所へ来られ
ない人は代理の
人でも可
■場 ■問 障害福祉課

中小企業者の資金調達を
サポート

▼
▼

「平成２０年度福祉ガイドブッ
ク」を配布しています

▼
▼

信用保証料補助制度を拡充 ▼

家賃（月額）間取り建設年度部屋番号住宅名
２万４９００円～５万４７００円

３ＤＫ

平成５年Ａ－１０６ 大  山  田 上   （池浦町）
おお やま だ かみ

２万６５００円～５万８３００円平成７年
３０４

 吹 　 付 （上条町）
ふき つけ

４０４
※単身での申し込み不可。

■申 １２月４日�～１０日�午前９時～午後５時（��を除く）に建築課へ
■他 申込案内書は同課で配布。入居資格に該当することを確認し、申し込みく
ださい。

きらきらウオーク 碧
南

衣浦東部美術展 刈
谷
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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。
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