
■時 １２月２６日�午前９時～正午
■内 折り紙を使って 干  支 の牛を作る

え と

■講 黒野 登  代  子 氏（折り鶴会代表）
と よ こ

■対 ６０歳以上
■定 ３０人
■￥ １００円
■持 木工用ボンド
■場 ■申 参加費を持
って１２月２０日
�午前９時に
作野福祉センター（�〈７２〉７５７０）へ
※受け付け開始時に定員を超えた場
合は抽せん。

■時 来年１月２３日�・３０日�午後３時～
４時
■内 初心者向けのアクアビクス運動
■定 １５人程度（先着順）
■￥ 施設利用料のみ
■持 水着・水泳帽
■申 １２月２０日�～来年１月２２日�午前９
時～午後８時（１２月２７日�・２８日�
は午後５時まで。休館日を除く）に
スポーツセンター（�〈７５〉３５４５）へ

■時 １２月２３日�午後１時
■内 ビンゴ大会
■対 小学生以下
■定 １００人（先着順）
■申 当日正午から堀内公園内水の舞台付
近でビンゴカードを配布。（雨天時は
管理棟展示室にて）
※代理の受け取りは不可。
■場 ■問 堀内公園（�〈９９〉５９４７）

冬のアクアビクス体験会 ▼

ビンゴｄｅＧＥＴ！ ▼

干支づくり ▼

■時 １月６日�～９日�・１２日�・１４日
�～１７日�・２０日�～２３日�・２７日
�～３１日�午後１時～４時
（受け付けは午後２時まで）
■問 埋蔵文化財センター（�〈７７〉４４９０）

■時 来年１月２日�
～２月１６日�
■内 自然の木をその
ままいかした家
具や彫刻、間伐
材を使った作品
■場 ■問 デンパーク
（�〈９２〉７１１１）

■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。詳細は問い合わせく
ださい。
クリスマスリース教室　　　　　　　
■時 １２月２０日�・２１日�午前１０時
■定 各５０人（当日先着順）
■￥ １５００円から
クリスマスクッキーツリー教室　　　
■時 １２月２０日�～２５日�午前１０時３０分
（２０日は午後１時）
■定 各５０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

クリスマスクッキー教室　　　　　　
■時 １２月２０日�～２５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

シルバーアクセサリー教室　　　　　
■時 １２月２３日�・２４日�午前１０時
■定 各５０人（当日先着順）
■￥ １５００円から
木工教室　　　　　　　　　　　　　
■時 １２月２５日�・来年１月２日�～４日
�午前１０時

■定 各１００人（当日先着順）
■￥ ５００円から
五平餅教室　　　　　　　　　　　　
■時 来年１月２日�～４日�午前１１時
■定 各１００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

デンパーククラブハウスの
教室

▼
▼

デンパーク木工展
「匠の森へようこそ」

▼
▼

■時 来年１月１７日�午前１０時～午後４時
■場 文化センター
■内 環境をテーマに全国から募集した環
境絵本の入選作品の展示、読み聞か
せ、絵本に関連したワークショップ
や絵本作家による講演会など。
錦町小学校劇「ほしのねがい」�午前
１０時～１１時　記念式典「あいち環境
絵本入選者表彰式」�午後１時３０分
～２時　 真珠まりこ氏（絵本作家）
講演会�午後２時～３時　ワークシ
ョップ（絵本読み聞かせ、エコクッ
キング、工作など）�午前１０時～午
後４時
■問 県環境活動推進課（�０５２〈９５４〉６２０８）、
環境首都推進課

■時 ■場 ■対 乳幼児（午前１０時～１１時） ▼南部
公民館�２０日�・２７日�、東部公民
館�１４日�・２１日�、安祥公民館�
１５日�・２９日�、高棚町内会公民館
�１６日�・３０日�
小学生（午後３時３０分～４時３０分） ▼

南部公民館�６日�、東部公民館�
７日�、安祥公民館�７日�
※東部公民館は午後２時～３時。
■問 子ども課子育て支援係

■時 来年１月１９日�午前１０時～１１時３０分
■内 子どもの歯を守るための方法
■講 山下昌子（市歯科衛生士）
■対 乳幼児とその保護者
■定 １５組（先着順）　
■場 ■申 １２月２４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

あいち環境絵本まつり ▼

１月の移動児童館 ▼

子育て支援センター
「子育て何でも相談広場 ｣

▼
▼

土器づくり教室 ▼
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１０月分／受け付け順／敬称略
市社会福祉協議会　善意銀行　　　　
金品�安祥中学校ボランティア部、ほ
ほえみダンスパーティー、東端の老人、
太田勉、中部ふれあい社交ダンス、山
崎町内会、ボールセンター安城、西部
福祉センター、福祉ふれあいダンス、
のぞみ会
収集物�檜建設㈱、江坂多加夫、㈲ワ
カヤマ、桜井コンパス、㈱大紀アルミ
ニウム工業所、総合福祉センター利用
者、石川雅人、デンソーハートフルク
ラブ高橋稔、野村君江、北部公民館利
用者、二本木公民館利用者、匿名
市社会福祉協議会　福祉基金　　　　
国際ソロプチミスト安城、安城市身体
障害者福祉協会、安城市民生・児童委
員協議会、安城文化協会、安城市町内
会長連絡協議会、安城市福祉まつり実
行委員会
市役所関係　　　　　　　　　　　　
アイシン・エィ・ダブリュ㈱、㈱ティ
ーアイビーシー

■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。

あなたは大丈夫？�カーナビ盗難被害が急増�

■時 １１月末
■内 特集「安城市少
年少女発明クラ
ブに迫る」、各公
民館の講座案内、
子どもインフォ
ーメーション
「谷本選手のご
両親にインタビ
ュー」、冬のイベントガイド「公民館
まつりなど」、コラム、文化財ジャー
ナル「本證寺境内地」、図書館だより
「出前おはなし会」、スポーツ情報「体
育指導委員」
■対 全世帯
■問 文化センター（�〈７６〉１５１５）

　さまざまな公的機関への電子申請が
できます。特に、ｅ－Ｔａｘ（国税電
子申告・納税システム）を利用して、
平成２０年分の所得税の確定申告をする
と、所得税額から５０００円の控除が受け
られます。（平成１９年分の控除を受けた
人は、控除されません）
　なお、電子証明書を使っての電子申
請には、別途ＩＣカードリーダライタ
（３０００～４０００円）が必要です。
■内 取得方法�本人が市民課で住民基本
台帳カードを入手後に、手続きをす
ると取得できます。
■持 運転免許証などの官公署発行の顔写
真付き身分証明書
■￥ 住基カード５００円、電子証明書５００円
（有効期間は３年間）
■問 市民課

生涯学習情報誌
「あんてな２００８冬号」配布

▼
▼

■内 使用開始・中止手続きは、３開庁日
前までです。１２月２６日�までに使用
開始・中止する場合は１２月２２日�ま
でに、来年１月５日�に使用・中止
する場合は１２月２４日�までに手続き
してください。

　年末年始の休み�１２月２７日�～来年
１月４日�
■申 電話・ファクスで水道業務課（�〈７６〉
３４３６）へ

引っ越しなどによる水道の使用
開始・中止手続きはお早めに

▼
▼
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電子証明書（公的個人認証
サービス）を取得しませんか

▼
▼

■時 １２月２７日�午前９時３０分
■場 碧海信用金庫本店前
■内 地元産野菜の販売・伝統料理の
紹介
■問 農務課

　狙われるのは、外付け型と思われがちなカーナビ盗難。でも、実際には埋
め込み型の被害が大半を占めています。修理費などを含めると、１件当たり
の被害額は１０万円以上です。被害に遭わないように防止対策をしましょう。
■内 特殊ネジへの取り替え�
①カーナビを固定するネジを、取り外しや破壊が困難なものに取り替え

　②車の窓に、「ナビ盗難防止ネジ装着車」のステッカーをはり、ガラス破壊
も未然に防止
特殊ネジへの取り替え場所�
愛知県自動車販売店協会加盟の自動車ディーラー

■￥  概 ね３０００円
おおむ

※各店で異なります。
■他 注意点�
①車種によっては、取り替え
ができない場合があります。
②カーナビを買い換えたりす
る場合に、特殊ネジを取り付
けたディーラー以外では、外
せなくなることがあります。

■問 市民安全課

福祉への善意・寄付
ありがとうございます

▼
▼



■対 来年２月に開催予定の会議に出席で
きる２０歳以上の市内在住の人（学生
を除く）
■定 ２人
■他 選考�作文と面接
■申 所定の応募用紙と志望動機の作文
（８００字程度）を持って、来年１月１３
日�～１６日�に商工課へ
※応募用紙は同課・市ホームページ
で配布。

　放送大学は、テレビなどの放送によ
り授業を行う正規の通信制大学です。
希望する１科目から自宅で学べます。
■時 申込期間�１２月１５日�～来年２月２８
日�
■内 募集学生の種類 ▼教養学部�全科履
修生（卒業を目指す）、 選科履修生
（１年間在学）、 科目履修生（６か月
在学）　大学院�修士選科生（１年間
在学）、修士科目生（６か月在学）
■￥ 教養学部�１科目１万１０００円　
大学院�１科目２万２０００円
※別途入学料がかかります。
■問 放送大学愛知学習センター（名古屋
市／�０５２〈８３１〉１７７１）

■かみしばいの会「新年お楽しみ会」
■時 来年１月１８日�午後２時

■読書講演会「妖怪屋敷にいらっし
ゃい！」
■時 来年１月３１日�午後２時～３時３０
分
■内 児童文学を書くようになったきっ
かけや、作家の日常について
■講 富安陽子氏（児童文学作家）
■定 １００人（先着順）
■申 来年１月６日�午前９時から同館
で整理券を配布

１日�～５日�・１３日�・１９日�・
２３日�・２６日�

■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。

お知らせ

青少年の非行問題に取り組
む県民運動（冬期）

▼
▼

１２月２１日�
午後２時

かみしばいの会
（幼児～小学校低学年）

来年１月６日
�・２０日�午
前１０時３０分

えほんとわらべうたの
会（０～２歳）

来年１月８日
�午前１０時３０
分

おはなしゆりかご
（０～２歳）

来年１月１０日
�午後２時

おはなしどんどん
（幼児～小学校低学年）

来年１月１０日
�午後３時

おはなしレストラン
（小学生以上）

来年１月１４日
�午前１０時３０
分

おはなしたまてばこ
（２～５歳）

来年１月１５日
�午前１０時３０
分

いないいないばあ
（１～４歳）

来年１月１７日
�午前１１時

大人のための絵本朗読会
（一般）

おはなし会

１月の休館日

中央図書館（�〈７６〉６１１１）

スローガン�非行の芽　はやめにつも
う　みな我が子
　１２月２０日�～来年１月１０日�の「青
少年の非行問題に取り組む県民運動」
に合わせ、青少年の非行防止と有害環
境浄化のためのパトロールを行います。
地域の子に温かい目を向け、積極的に
大人から声をかけ、青少年の非行防止
に地域ぐるみで取り組みましょう。
■問 青少年の家（�〈７６〉３４３２）

　経済産業省では、１２月３１日�現在で
工業統計調査を実施します。
　工業統計調査は、製造業の事業所を
対象に、活動の実態を調査。調査結果
は、国や地方公共団体の行政施策の重
要な基礎資料、企業・大学などでの研
究資料、小・中・高等学校の教材など
に利用します。
　なお、調査票に
記入された内容は、
統計法に基づき、
秘密が厳守されま
す。
■問 経営管理課

■内 農業委員会委員の選挙人名簿は、有
権者（来年１月１日�現在で安城市
に在住する満２０歳以上の人で、１０ａ
（アール）以上の農地につき耕作の業
務を営む人など）からの申請に基づ
き調製されることになっています。
１２月中旬に有権者と思われる世帯へ
申請書を郵送しますので、必要事項
を記入し、来年１月１０日�必着で農
務課へ
■問 農務課

　口座振替は、金融機関などに出向く
必要がなく、通帳から自動的に水道料
金などを引き落とす便利な納付方法です。
■場 取り扱い金融機関�三菱東京ＵＦＪ
銀行・大垣共立銀行・三重銀行・愛
知銀行・名古屋銀行・中京銀行・碧
海信用金庫・岡崎信用金庫・西尾信
用金庫・東海労働金庫・愛知県中央
信用金庫・あいち中央農協・西三河
農協・あいち三河農協・あいち豊田
農協・ゆうちょ銀行
■持 口座振替依頼書、通帳、通帳印
■申 取り扱い金融機関、水道業務課へ

農業委員会委員選挙人名簿
登載申請書の提出

▼
▼

市民保養事業専門委員 ▼

放送大学４月入学生 ▼

工業統計調査にご協力を ▼

水道料金・下水道使用料
の支払いは口座振替で

▼
▼
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中央図書館の携帯用
ホームページへ��
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　定額給付金の給付をよそおった
「振り込め詐欺」「個人情報の詐欺」
にご注意ください。

市営有料駐車場を無料開放�

■問 環境保全課（清掃事業所内／�〈７６〉３０５３）

１月１２月

施設休業日 ６５４３２１３１３０２９２８２７２６

������������

○○○○○○○○○市役所、南部支所、桜井支所、北部出張所、教育センター、保健センター

○○○○○○○
マーメイドパレス、地区公民館（※１）、農村センター（※１）、青少年の家（※１）、
文化センター（※１）

○○○○○○○受受体育館（※２）、スポーツセンター（※２）

○○○○○○○○○
歴史博物館、市民ギャラリー、埋蔵文化財センター、丈山苑、福祉センター、
秋葉レストハウス、わくわくセンター、安祥閣

○○○○○○○○○受社会福祉会館

○○○○○○○○中央図書館

○○○○○○○○勤労福祉会館

○○○○○○○○堀内公園

○○○○○○○デンパーク

○総合斎苑

※１の施設は、１２月２８日の開館時間が午後５時まで。　※２の施設は、１２月２７日・２８日の開館時間が午後５時まで。　
「受」は受け付けのみ。
急な病気には　１２月２７日�・２８日�・３０日�～来年１月４日�は、安城市休日急病診療所を開設しています。（１２月２７日��
午後５時３０分～９時、その他の日�午前８時３０分～１１時３０分・午後１時～４時３０分・５時３０分～９時）

■時 ■場 御幸本町・安城駅西（屋外）駐車場 ▼１２月３０日�午後８時～来年１月４日
�午後８時　※定期専用区画を除く。
安城駅東駐車場 ▼１２月３０日�午後９時～来年１月４日�午前７時
※定期専用区画を除く。
安城駅西（東棟）駐車場 ▼１２月３０日�午前６時～来年１月４日�午前６時
（出入可能時間：午前６時～翌日午前０時３０分）
安城駅・安城駅北口自転車駐車場 ▼１２月３０日�午後７時～来年１月４日�
午前７時

■他 期間終了後は、従来どおりの料金がかかります。
■問 安城駅西駐車場管理事務所（�〈７４〉１５００）、維持管理課

　市内すべての路線で運休になります。
■時 １２月２９日�～来年１月３日�
■問 都市計画課

　市民課や各支所・出張所の窓口が休
みの間は、市役所当直室で受け付けます。
■問 市民課

■年末の最終収集日以降は業務を休止
　年末の最終収集日以降は、どの地区
も１週間程度収集業務を休みます。年
末年始の収集日程は、各家庭にお配り
してある「ごみカレンダー」で確認して
ください。

■特別体制で収集します
　１月、１２月は特別体制で収集します。
ごみは必ず午前８時までに出してくだ
さい。

■大掃除で出たごみは…
　家庭の大掃除などで出た多量のごみ・
粗大ごみの自己搬入については、環境
クリーンセンター・リサイクルプラザ
で受け付けます。（休業日は右記参照）

■営業活動で出たごみは…
　事業所や商店など営業活動で出たご
みは、ごみステーションに出せません。
また、環境クリーンセンター・リサイ
クルプラザ
へ直接持ち
込む場合も、
許可申請が
必要です。

■粗大ごみ有料収集の年末の最終収集日
■時 １２月２６日�
■申 粗大ごみ受付
センター（�
〈７７〉４４１１）

■環境クリーンセンター・リサイクル
プラザの休業日
■時 １２月２７日�～来年１月４日�
※２８日�・２９日�午前８時３０分～
正午は開業。

■リサイクルステーションの休業日
■時 来年１月１日�～３日�
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北
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直
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市役所前駐車場�

出生・死亡・婚姻の届け出�

あんくるバスの運休�
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