
■かみしばいの会「新年お楽しみ会」
■時 来年１月１７日掌午後２時

■平日は午後７時まで開館します
■時 昇～晶（抄、休館日を除く）獅午前
９時～午後７時　松掌抄獅午前９
時～午後５時　※地区公民館図書
室は開館日の午後８時まで。ただ
し、午後５時以降は、予約した本
の受け取り・貸し出し・返却のみ。

１日抄～４日捷・１２日昇・１８日捷・
２２日晶・２５日捷

■対 ■時 ■場 乳幼児 ▼８日晶・２２日晶獅高棚
町公民館、１３日昌・２７日昌獅東部公
民館、１４日昭・２８日昭獅安祥公民館、
１９日昇・２６日昇獅南部公民館いずれ
も午前１０時～１１時
小学生 ▼６日昌午後２時～３時獅南
部公民館、７日昭午後２時～３時獅

安祥公民館、７日昭午後３時３０分～
４時３０分獅東部公民館

■問 子ども課子育て支援係（緯〈７１〉２２２９）

１月の移動児童館

■場 ■問 マーメイドパレス（緯〈９２〉７３５１）
こども無料開放　　　　　　　　　　
■時 来年１月５日昇・６日昌

■内 プールの無料利用
■対 中学生以下
ジャンケン大会　　　　　　　　　　
■時 来年１月６日昌午後２時
■内 勝ち残った人にマーメイドパレス無
料券を贈呈
おしるこ無料配布　　　　　　　　　
■時 来年１月１０日掌午後０時３０分
　※無くなり次第終了。
もちつき体験会　　　　　　　　　　
■時 来年１月１０日掌午後１時・１時３０分
　※開始１５分前から整理券を配布。
■対 小学生以下
■定 各３０人（先着順）
■他 ついたおもちを先着で振る舞います。
　※無くなり次第終了。

マーメイドパレスの
新春イベント

■￥ 施設使用料
■他 託児あり（生後６か月～未就園児、
先着各１０人、アクア３０を除く）

■申 来年１月５日昇午前１０時からマーメ
イドパレス（緯〈９２〉７３５１）へ
初級水泳「クロールから始めましょう」
■時 来年１月２０日昌午前１１時～正午
■対 １８歳以上
■定 ２０人（先着順）
ＮＯＳＳ体験会　　　　　　　　　　
■時 来年１月２２日晶午前１０時３０分～１１時
３０分

■対 １８歳以上
■定 ２０人（先着順）
アクア３０　　　　　　　　　　　　　
■時 来年１月２３日松午後１時～１時３０分
■対 １８歳以上の男性
■定 ２０人（先着順）
アクアビクス　　　　　　　　　　　
■時 来年１月２７日昌午前１１時～正午
■対 １８歳以上
■定 ４０人（先着順）

マーメイドパレスの講座

お知らせ

中央図書館の携帯用
ウェブサイトへ葛葛

図書館へ行こう
Let's go to library!

おはなし会

１月の休館日

中央図書館（緯〈７６〉６１１１）

１２月２２日昇、
来年１月５日
昇・１９日昇
午前１０時３０分

えほんとわらべうたの
会（０～２歳）

１２月２３日抄
午前１０時３０分

おはなしまあだ
（２～５歳）

来年１月７日
昭午前１０時３０
分

おはなしゆりかご
（０～２歳）

来年１月９日
松午後２時

おはなしどんどん
（幼児～小学校低学年）

来年１月９日
松午後３時

おはなしレストラン
（小学生以上）

来年１月１３日
昌午前１０時３０
分

おはなしたまてばこ
（２～５歳）

来年１月１５日
晶午前１０時３０
分

えほんのとびら
（０～２歳）

来年１月１６日
松午前１１時

大人のための絵本朗読
会（一般）

■場 ■問 同クラブハウス（緯〈９２〉７１１２）
■他 入園料別途。都合により変更する場
合があります。詳細はお問い合わせ
ください。
ジェルキャンドル作り教室　　　　　
■時 来年１月２日松

～４日捷午前１０
時から

■定 各１００人（当日先
着順）

■￥ １２００円から
木工ペイント教室　　　　　　　　　
■時 来年１月９日松

～１１日抄午前１０
時から

■講 水野 幸  春 氏
ゆき はる

■定 各１００人（当日先
着順）

■￥ ５００円から
アロマセラピー講座「肩こり解消クリ
ームを作りましょう」
■時 来年１月１８日捷午後１時３０分
■講 内藤 満  里  子 氏

ま り こ

■定 ２０人（先着順）
■￥ ２５００円
■申 １２月２０日掌午前９時３０分から同クラ
ブハウスへ

フラワーアレンジメント講座「作って
楽しんでバレンタインデー」
■時 来年１月２５日捷午後１時３０分
■講 山口 秋  子 氏

あき こ

■定 ２０人（先着順）
■￥ ３０００円
■申 １２月２０日掌午前９時３０分から同クラ
ブハウスへ

■時 ８日晶・１１日抄・１３日昌～１６日松・
１９日昇～２２日晶・２６日昇～３０日松い
ずれも午後１時～４時（受け付けは
午後２時まで）

■場 ■問 埋蔵文化財センター（緯〈７７〉４４９０）

１月の土器づくり教室

デンパーククラブハウスの
教室・講座

芽広報あんじょう　2009.12.15

■時 ■場 一般の部獅来年２月２０日松／白馬
五竜スキー場いいもりゲレンデ（長
野県）　少年の部獅来年３月７日掌

／ひだ舟山スノーリゾートアルコピ
ア（岐阜県）

■内 一般の部獅個人大回転、団体大回転
（男性４人、女性１人）　少年の部獅

個人大回転
■対 市内在住・在勤・在学で、市スキー
連盟が推せんする人
　※少年の部は、保護者またはクラブ
責任者が引率すること。

■￥ １００円
■申 一般の部獅来年１月５日昇～２７日昌

に、少年の部獅来年１月８日晶～２
月１０日昌に費用を持って和田スポー
ツ（緯〈９７〉０２７９）へ

■問 市体育館（緯〈７５〉５１８２）

安城選手権冬季スキー競技会

広報あんじょう　2009.12.15蛾

■場 市スポーツセンター
■申 １２月２０日掌～開催日前日の午前９時
～午後８時（休館日を除く）に同セン
ター（緯〈７５〉３５４５）へ

冬のアクアビクス体験会　　　　　　
■時 来年１月１９日昇・２６日昇午後３時～
４時（全２回）

■内 簡単なアクアビクス運動で心と体の
リフレッシュ

■対 １８歳以上の人
■定 １５人程度（先着順）
■￥ 施設使用料
■持 水着・水泳帽子
女性限定！！健康美☆教室♪　　　　　
■時 来年２月３日昌・１０日昌・１７日昌・
２４日昌午後１時３０分～２時３０分（全
４回）

■内 簡単な筋トレや有酸素運動
■対 １８歳以上の女性
■定 １０人程度（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・飲み物
スポレク体験♪　　　　　　　　　　
■時 ■内 来年２月１４日掌午後１時３０分～２
時３０分獅ディスクゲッターナイン
（フリスビーを使って的当て）　来年
２月２７日松午後１時３０分～２時３０分
獅ドッジビー（柔らかいフリスビー
を使ってドッジボール）

■対 １８歳以上の人
■定 ２０人程度（先着順）
■持 運動に適した服装・タオル・室内シ
ューズ・飲み物
プールを楽しく水中運動体験会　　　
■時 来年２月２６日晶、３月５日晶午後１
時～２時（全２回）

■内 からだに優しい水中運動
■対 １８歳以上の人
■定 １５人程度（先着順）
■￥ 施設利用料
■持 水着・水泳帽子

スポーツセンターの催し

■時 来年１月１７日掌・
３１日掌、２月１４
日掌・２８日掌、
３月１４日掌午後
１時３０分～３時

■場 市民会館
■講 堀尾正明氏（フ
リーアナウンサ
ー・元ＮＨＫア
ナウンサー）、藤田智氏（恵泉女学園
大学人間社会学部准教授）、篠原菊紀
氏（諏訪東京理科大学共通教育セン
ター主任・教授）、岡崎ゆみ氏（ピア
ニスト）、松居一代氏（女優・エッセ
イスト）

■￥ ２５００円
■他 詳細は本紙１１月１日号裏表紙をご覧
ください

■申 費用を持って文化センター（緯〈７６〉
１５１５）へ

安城市民大学

■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１３日昌・２７日昌、２月１０日
昌・２４日昌、３月１０日昌いずれも午
前１１時～正午（全５回）

　※１回のみの参加も可。
■場 マーメイドパレス
■内 水の特性を生かした運動。ひざ痛・
腰痛・肩こりの解消をめざします

■対 ６０歳前後の人から
■定 ３０人
■￥ 各回施設使用料のみ
■申 来年１月５日昇午前１０時からマーメ
イドパレス（緯〈９２〉７３５１）へ

６０歳からはじめる
「水中運動体験会」

■￥ 入園料
■場 ■問 デンパーク（緯〈９２〉７１１１）
新春イベント「なつかしの遊びコーナー」

■時 来年１月２日松～４日捷午前１０時～
午後４時

■内 こま回しやけん玉などの正月遊び
新春凧（たこ）展示会　　　　　　　　

■時 来年１月２日松～１８日捷（昇を除く）
■内 桜井凧と全国各地の伝統的な凧の展
示

デンパークの催し

　名古屋駅と新宿駅を結ぶ高速バスが、１２月１８日晶より新たに三河安城駅へ
乗り入れます。

■￥ 昼行獅片道４８００円、往復８１６０円　夜行獅片道５９８０円、往復１万７６０円
■問 ＪＲ東海バス名古屋旅行センター（緯０５２〈５６３〉０４８９）、都市計画課（緯〈７１〉
２２４３）

新宿駅新南口獅新幹線三河安城駅北口新幹線三河安城駅北口獅新宿駅新南口

三河安城駅新宿駅新宿駅三河安城駅

午後４時２６分午前１１時昼行午後５時２８分午前１１時５２分昼行

午前５時３０分午後１１時３０分夜行午前５時３３分午後１１時５４分夜行

　玄関などにぴったりの飾りびなです。
■時 来年１月２９日晶午前９時３０分～１１時
３０分

■場 西部福祉センター
■講 つぼみの会
■対 市内在住の６０歳以上の人
■定 ２０人（定員を超えた場合は抽せん）
■￥ １０００円
■申 １２月１６日昌～２５日晶午前９時～午後
５時（掌捷を除く）に西部福祉センタ
ー（緯〈７２〉６６１６）へ

ちりめんｄｅステキな
おひなさまづくり



■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。

１０月分／受け付け順／敬称略
市社会福祉協議会　善意銀行／福祉基金
北部福祉センター利用者、安城市身体
障害者福祉協会、安城市町内会長連絡
協議会、安城市民生児童委員協議会、
国際ソロプチミスト安城、安城文化協
会、安城市福祉まつり実行委員会、安
城更生保護女性会、南医療生協安城支
部、大参社会保険労務士事務所、山崎
町内会、西部公民館利用者、中部福祉
ふれあいダンス、中部ふれあいダンス、
東端の老人、ボールセンター安城店、
鳥居弘美、花かご、南部公民館利用者、
さわやかダンス、安城市消費生活学校、
野村君江、北部公民館利用者、匿名
市役所関係　　　　　　　　　　　　
叙アイ・ヒッツ研究所手島透、匿名

　経済産業省では、１２月３１日昭現在で
工業統計調査を実施します。
　この調査は、製造業の事業所を対象
に、活動の実態を調べます。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。
　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（緯〈７１〉２２０５）

　本紙１０月１日号掲載の「衣浦東部都
市計画生産緑地地区」を１２月２５日晶付
けで変更します。
■問 都市計画課（緯〈７１〉２２４３）

　農業委員会委員選挙人名簿は、有権
者（来年１月１日抄現在、安城市に在
住する満２０歳以上の人で、１０アール以
上の農地につき耕作業務を営む人など）
からの申請に基づき調製することにな
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８日晶

（必着）までに農務課へ提出してください。
■問 農務課（緯〈７１〉２２３４）

■対 市内在住・在勤・在学で、県大会な
どの地区予選会・選考会を経て国際
大会・全国大会へ出場する人
　※自由参加のものを除く。
■持 ①申請書　②国際大会・全国大会の
開催要項　③大会参加申込書の写し
④予選会など国際大会・全国大会へ
の出場を決めた経緯のわかるもの

■他 交付の対象とならない大会もあり
■申 必ず大会の１４日前までに所定の申請
書と添付書類を持って市体育館（緯

〈７５〉３５３５）へ
　※申請書は同館・市公式ウェブサイ
トで配布。

スローガン獅非行の芽　はやめにつも
う　みな我が子
　１２月２０日掌～来年１月１０日掌の「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、声かけパトロールをし
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（緯〈７６〉３４３２）

工業統計調査にご協力を

青少年の非行問題に取り組
む県民運動

衣浦東部都市計画
生産緑地地区の変更

激励金の交付

農業委員会委員選挙人名簿
登載申請書の提出

福祉への善意
ありがとうございます

　公的個人認証サービスセンターのシ
ステム更改のため、窓口での電子証明
書の発行・失効サービスを休止します。
■時 １２月２５日晶午後５時～５時１５分、２８
日捷午前８時３０分～午後５時１５分

■問 市民課（緯〈７１〉２２２１）

　市が発注する物品の納入などを希望
する場合の、競争入札参加資格審査申
請書（物品）を受け付けます。
■他 有効期間獅平成２２～２３年度
■申 来年１月１２日昇～２２日晶（松掌を除
く）に市役所第２３会議室へ
　※様式は契約検査課・市公式ウェブ
サイトで配布。

■問 契約検査課（緯〈７１〉２２１２）

物品の入札参加資格審査申
請書を受け付け

電子証明書（公的個人認証
サービス）の発行を休止

■内 採用予定月獅来年２月　検針期間獅

検針月の１日～１０日　検針地区獅今
池・和泉地区ほか　賃金獅メーター
１個につき６４円　選考獅面接

■対 市内在住で昭和４０年４月２日以降生
まれの人

■定 １人
■申 １２月２５日晶までに写真付きの履歴書
を持って水道業務課（緯〈７１〉２２４９）へ

■場 埋蔵文化財セ
ンター

■内 毎週昇～松の
午後に開催し
ている土器づ
くり教室に参
加し、半年程
度をめどに土器づくりの技術を修得。
ある程度の技術に達したら、２～３
人のグループで週１～２日程度、来
館者に土器づくりを教える。

■申 電話で埋蔵文化財センター（緯〈７７〉
４４９０）へ

水道メーター検針員

土器づくりボランティア

■内 賃金獅時給１０５０円～１３５０円、活動手
当１回２２０円

■対 介護福祉士・ホームヘルパー１級ま
たは２級・正または准看護師のいず
れかの資格を有する人

■定 若干名
■申 市社会福祉協議会総務課（緯〈７７〉７６
６３）へ（掌捷抄を除く）

ホームヘルパー
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■問 清掃事業所（緯〈７６〉３０５３）

１月１２月

施設休業日 ６５４３２１３１３０２９２８２７２６

昌昇捷掌松抄昭昌昇捷掌松

休休休休休休休休市役所、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

休休休休休休休休

文化センター（※１）、地区公民館（※１）、農村センター（※１）、青少年の家（※
１）、福祉センター（※１）、マーメイドパレス、歴史博物館、市民ギャラリー、埋
蔵文化財センター、丈山苑、秋葉レストハウス、わくわくセンター、安祥閣、
中央図書館、堀内公園、アグリライフ支援センター

休休休休休休休休受体育館（※１）、スポーツセンター（※１）

休休休休休休休市民会館（※２）

休休休休休休休休休受社会福祉会館

休休休休休休休休休勤労福祉会館

休休休休休休休休デンパーク

休総合斎苑

※１の施設は、１２月２７日の開館時間が午後５時まで。　※２の施設は、１２月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２６日松・２７日掌・３０日昌～来年１月３日掌は、安城市休日急病診療所を開設しています。（１２月２６日松獅

午後５時３０分～９時、その他の日獅午前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（東棟・屋外）・安城駅東
駐車場獅１２月３０日昌午後８時～来年１月４日捷

午後８時　※定期専用区画を除く。
安城駅・安城駅北口自転車駐車場獅１２月３０日昌

午後７時～来年１月４日捷午前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（緯〈７４〉１５００）、維持
管理課（緯〈７１〉２２３７）

　市内すべての路線で運休になります。
■時 １２月２９日昇～来年１月３日掌

■問 都市計画課（緯〈７１〉２２４３）

　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（緯〈７１〉２２２１）

■年末年始はごみ収集がありません
　年末の最終収集日以降は、どの地区
も１週間程度ごみ収集がありません。
年末年始の収集日程は、各家庭に配布
済みの「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
　１２月下旬・来年１月上旬は特別体制
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）
年末は大変混雑しますので、早めの搬
入をお願いします。

■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
接持ち込む場合は、
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２５日晶

■申 粗大ごみ受付セ
ンター（緯〈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２９日昇正午～来年１月３日掌

※２９日午前８時３０分～正午は開業。

■せん定枝リサイクルプラントの休業日
■時 １２月３０日昌～来年１月４日捷

■リサイクルステーションの休業日
■時 来年１月１日抄～３日掌


