
■特別図書整理のため休館します
■時 １２月３日捷～７日晶

暫市内１０カ所の公民館図書室などは
平常どおり開館します

暫本の予約はインターネットや地区
公民館など（期間中の受け取りは
公民館図書室などを指定）を利用
してください

暫返却は中央図書館返却ポストが利
用できます（ＣＤ・ＤＶＤを除く）

暫１１月２０日昇～１２月２日掌は中央図
書館のみ貸出期間を３週間に延長

３日捷～７日晶・１０日捷・１７日捷・
２５日昇・２９日松～３１日捷

図書館へ行こう
Let’s go to library!

■場 ■問 同クラブハウス（緯〈９２〉７１１２）
■他 入園料別途。都合により変更の場合
あり。詳細は問い合わせてください
３Ｄカードクラフト教室　　　　　　
■時 １１月２３日抄～２５日掌午前１０時から
■内 クリスマスカードな
ど季節の立体カード
作り
■講 吉田 譲 氏（デコグラ

ゆずる

フ工房）
■定 各５０人（当日先着順）
■￥ ４００円から
愛知県産の米粉をつかった「クッキー
ファクトリー」
■時 １１月２３日抄～２５日掌、１２月１日松・
２日掌午前１０時～午後３時３０分

■内 冬限定「ジンジャ
ーブレッド」作り
■￥ ７００円
■申 時間内に同クラブ
ハウスへ
手作りパン教室　　　　　　　　　　
■時 １１月２３日抄・２４日松午後１時・２時
３０分
■内 デニッシュパンと動物あんパン作り
■定 各１８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

ペーパークイリング教室　　　　　　
■時 １２月１日松・２日掌午前１０時
■内 細長い紙を巻いて、クリスマスケー
キを作ろう
■講 磯貝 裕  子 氏（日名子Creative Quill

ゆう こ

　ing認定講師）
■定 各５０人（当日先着順）
■￥ ７００円
安城産のそば粉でそばうち教室　　　
■時 １２月２０日昭午後１時・５時
■講 石川 正  男 氏（農事組合法人耕福代表）

まさ お

■定 各１２人（先着順）
■￥ １２００円
■申 １１月２１日昌午前９時３０分より同クラ
ブハウスへ

お知らせ

１２月の休館日

中央図書館（緯〈７６〉６１１１）

おはなし会

中央図書館の携帯電話
用ウェブサイトへ葛葛
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■時 １１月２５日掌午後２時
　※午後１時５０分から、造波プールで
ビンゴカードを配布。

■内 ビンゴになった人に無料券を進呈
■対 当日のプール利用者
■定 １００人（先着順）
■￥ 施設利用料
■場 ■問 マーメイドパレス（緯〈９２〉７３５１）

■時 １２月２日掌午前９時～午後４時
■場 市総合運動公園
■内 スポーツ教室、体験コーナー、愛知
県下商工会議所青年部物産展（本紙
７ページ参照）など
■問 安城商工会議所（緯〈７６〉５１７５）、市商
工課（緯〈７１〉２２３５）

■時 １１月１７日松～来年２月１１日抄

■内 フランス生まれの人気キャラクター
ペネロペの展示会。原作者の紹介、
遊べる絵本、アニメコーナー、世界
各国の絵本展示、ボールプール、迷
路、グッズ販売、素焼きぬりえ体験
など
■￥ 入園料、体験料など
■場 ■問 デンパーク（緯〈９２〉７１１１）

１２月１日松
午後３時

おはなしレストラン
（小学生以上）

１２月８日松
午後２時

おはなしえがお
（１歳～小学校低学年）

１２月１１日昇・
１８日昇
午前１０時３０分

えほんとわらべうたの
会（０～２歳）

１２月１２日昌
午前１０時３０分

おはなしたまてばこ
（１～５歳）

１２月１３日昭
午前１０時３０分

おはなしゆりかご
（０～２歳）

１２月１６日掌
午後２時

かみしばいの会
（幼児～小学校低学年）

１２月２０日昭
午前１０時３０分

いないいないばあ
（１～５歳）

１２月２１日晶
午前１０時３０分

このゆびと～まれ
（０～２歳）

１２月２１日晶
午前１０時３０分

絵本好き集まれ！
－おすすめ絵本紹介－

１２月２２日松
午前１１時

大人のための絵本朗読
会（一般）

１２月２６日昌
午前１０時３０分

おはなしまあだ
（１～５歳）
※対象年齢は、目安です。

安城元気フェスタ２０１２
ＢＩＮＧＯ大会

ペネロペひろば

デンパーククラブハウスの
体験教室

■内 ■時 文化サークル展示会獅１２月８日松・
９日掌午前９時～午後５時、呈茶サ
ービス獅９日午前１０時３０分～午後１
時、箏演奏会獅９日午後１時～３時
■￥ 呈茶料２００円
■場 ■問 安祥閣（緯〈７４〉３３３３）
着物着付け体験　　　　　　　　　　
■時 １２月８日松午前１０時～１１時３０分
■対 女性
■定 １０人（先着順）
■￥ ５００円
■持 着物セット
■他 見学は自由にで
きます
■申 １１月２２日昭からの午前９時～午後９
時（捷を除く）に電話で安祥閣へ

碧海信用金庫本店前会場（御幸本町）　
■時 １１月２４日松午前９時から（商品がな
くなり次第終了）
■内 地元産野菜の販売・調理法のアドバ
イス
■問 農務課（緯〈７１〉２２３３）
交流広場会場（御幸本町）　　　　　　
　商店街アイドル「看板娘。」が来場。
願いごとを書いて飾る「願いごとツリ
ー」を設置します。
■時 １１月２４日松午前１０時～午後３時
■内 地元産野菜・特産物のグルメ品販売、
手作り市、一色漁港で水揚げされた
新鮮な魚介類や海産物の販売
■問 商工課（緯〈７１〉２２３５）、叙安城スタイ
ル（緯〈７３〉９５１１）

■時 ４日昇～８日
松・１１日昇～
１４日晶・１９日
昌～２２日松午
後１時～４時
（受け付けは午後２時まで）
■対 小学生以上（１・２年生は保護者同
伴）
■場 ■問 埋蔵文化財センター（緯〈７７〉４４９０）

安祥閣まつり

１２月の土器づくり教室

今月のきーぼー市場（旧ま
ちなか産直市）

■時 来年１月２０日掌午後１時
■場 安城コロナキャットボール
■対 市内在住のひとり親家庭の親と子
■定 ３０人（先着順）
■￥ １人１０００円（３歳以下は無料）
■申 １２月２日掌～２３日抄に、参加者の氏
名・住所・電話番号をファクスで母
子福祉会 成  島  清  美 さん（緯・胃〈９９〉

なり しま きよ み

６５５４）へ
　※２日午前８時～正午のみ電話受け
付け可。

■問 子育て支援課（緯〈７１〉２２２９）

■場 ■問 歴史博物館（緯〈７７〉６６５５）
体験講座「蓄音機を聴く」　　　　　　
■時 １１月２４日松午前１０時～１１時、午後２
時～３時

■内 蓄音機とレコードで懐かしい音楽を
聴いてみよう
■講 神谷 栄 氏（ＳＰレコードコレクター）

さかえ

映画会「絆」作品シリーズ②　　　　　
■時 １１月２５日掌午前１０時～１１時５０分
■内 風船（１９５６年作品）　出演獅森雅之、
高野由美ほか

歴史博物館の催し

ひとり親家庭ボウリング大
会

■内 ■時 ■対 ■定 下表のとおり
　※定員を超えた場合は、１２月４日昇に公開代理抽選。
定員に満たない場合は追加募集あり。
■￥ ５３００円
■申 １１月２０日昇～１２月２日掌午前１０時～午後７時３０分（捷

を除く）に、直接マーメイドパレス（緯〈９２〉７３５１）へ
　※電話申し込み不可。
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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。

■場 ■問 堀内公園（緯〈９９〉５９４７）
利用料還元くじ引き　　　　　　　　
■時 １２月１日松・８
日松・１５日松午
前９時から

■場 公園管理事務所
■内 指定遊具の利用者を対象に抽選をし、
当たりが出たら有料遊具利用券を進
呈　指定遊具諮１日獅汽車、８日獅

メリーゴーランド、１５日獅観覧車
■対 ４歳以上の人（未就学児は１８歳以上
の保護者同伴）

■定 各１００人（当日先着順）
■￥ 有料遊具利用料
作って遊ぼう「わりばし鉄砲」　　　　
■時 １２月９日掌午前１０時～午後３時
■定 １００人（当日先着順）

■対 ■時 ■場 乳幼児諮４日昇・１８日昇獅南部
公民館、６日昭・２０日昭獅安祥公民
館、１２日昌・１９日昌獅東部公民館、
１４日晶・２１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）

定員対象とき講座名

２０人幼児
（４歳以上）

来年１月９日昌～３月１３日昌の毎週昌午後４時～４時
５０分（全１０回）

幼児
スイミング

各
３０人

小学１～
３年生

来年１月１３日掌～３月１７日掌の毎週掌午後２時～２時
５０分（全１０回）掌児童ス

イミン
グ 来年１月１１日晶～３月１５日晶の毎週晶午後４時～４時

５０分（全１０回）晶

１８歳以上の
女性

来年１月８日昇～３月２６日昇の毎週昇午後１時～１時
５０分（来年１月１５日、２月１２日を除く。全１０回）昇ゆった

りスイ
ム 来年１月１０日昭～３月１４日昭の毎週昭午後１時～１時

５０分（全１０回）昭

各
４０人

来年１月８日昇～３月２６日昇の毎週昇午前１１時～１１時
５０分（来年１月１５日、２月１２日を除く。全１０回）昇アクア

ビクス 来年１月１１日晶～３月１５日晶の毎週晶午後１時～１時
５０分（全１０回）晶

１２月の移動児童館

マーメイドパレスの水泳教室

堀内公園の催し

■時 来年１月９日昌～３月１２日昇の毎週
昇～昭午前９時３０分～午後４時３０分
■場 岡崎市産業人材支援センター
■内 ワード・エクセルを使用した、文書・
表作成

■対 身体障害・精神障害の障害者手帳を
有している人（車椅子の人は不可）
■定 ７人（面接で選考）
■申 １２月１０日捷までにハローワーク刈谷
へ（事前に同所での求職登録が必要）
■問 愛知障害者職業能力開発校（豊川市
／緯０５３３〈９３〉２１０２）、ハローワーク刈
谷（緯〈２１〉５００１）、市障害福祉課（緯〈７
１〉２２２５）

県障害者委託訓練パソコン
スタートコース

■時 １２月１日松正午～午後４時
■場 市民会館
■内 福祉サービス提供事業所の活動紹介、
授産製品の販売、こども作品展、映
画上映会など
■問 障害福祉課（緯〈７１〉２２２５）

あんぷくまつり

■時 １２月１４日晶午後１時３０分～４時
■場 高浜市立中央公民館
■対 甲種防火管理講習を修了している人
■定 ３０人（先着順）
■￥ ２０００円
■申 １１月２６日捷～３０日晶午前８時３０分～
午後５時に、申込書と証明写真（縦
４尺×横３尺で３カ月以内に撮影し
たもの）を持って安城消防署（緯〈７５〉
２４５８）へ
　※申込書は、同署・衣浦東部広域連
合ウェブサイトで配布。

甲種防火管理再講習

■時 来年１月２７日掌

■場 名古屋市内
■内 試験種類獅甲種・全乙種・丙種
■申 電子申請獅１２月７日晶午前９時～１６
日掌午後５時に除消防試験研究セン
ター愛知県支部ウェブサイトから、
書面申請獅１２月１０日捷～１９日昌に、
持参か郵送で同支部（〒４６１－００１１名
古屋市東区白壁１－５０／緯０５２〈９６２〉
１５０３）へ
　※願書は、１１月２６日捷から消防各署
所で配布。

危険物取扱者試験



■時 １２月８日松午前１０時～正午、午後１
時３０分～３時３０分
■場 秋葉いこいの広場環境学習センター
エコきち
■対 ４歳以上の人
　※小学生未満は保護者同伴。
■定 各２５人（定員を超えた場合は抽選）
　※抽選で外れた人へハガキで連絡。
■持 汚れても良い服装
■申 １１月２９日昭までの午前９時～午後９
時（捷を除く）に、氏名・住所・電話
番号・参加人数を電話で秋葉いこい
の広場環境学習センターエコきち
（緯〈７６〉７１４８）へ

我広報あんじょう　2012.11.15

■内 利用日獅来年４月２日昇～９月２９日
掌

■他 多目的ホール（調理実習室・会議室
を含む）で１００人以上の講演などをす
る団体利用は、１団体につき３日ま
で予約可。ただし、上・下半期合わ
せて予約は３日までとします

■申 １２月２日掌～１２日昌午前９時～午後
８時（捷を除く）に、申込書を持って
市民交流センター（緯〈７１〉０６０１）へ
　※申込書は同センターで配布。申し
込み後調整し、連絡します。

■講 樋口 正  信 氏（国立科学博物館植物研
まさ のぶ

究部グループ長）
■申 １１月２０日昇～３０日晶午前１０時～午後
４時（掌捷抄を除く）に、氏名・年齢・
学年・保護者氏名・住所・電話番号
を電話かファクス、Ｅメールでエコ
ネットあんじょう事務局（緯・胃〈５５〉
１３１５／info@econetanjo.org）へ
　※両方受講することも可。
コケの生態について勉強しよう　　　
■時 １２月８日松午後１時３０分～３時
■場 デンパーク
■対 市内在住の中学生以上の人
■定 １００人（先着順）
コケの群生地を散策しよう　　　　　
■時 １２月９日掌午前９時～午後４時
■場 鳳来寺山登山口周辺（新城市）　集合
場所獅市役所西会館

■対 市内在住の中学生以上の人（中学生
は保護者の同意が必要）
■定 ２０人（先着順）

市民交流センター来年度上
半期分利用予約を受け付け

コケを知ると環境が見えて
くる

エコきちクリスマス会～
キャンドル＆リースづくり

ちょっと教えて

質問：趣味を見つけたり、習い事を始めたりしたいです。気軽に通える講
座などはありますか？

答え：生涯学習情報誌「あんてな」があります。
各地区公民館講座、市民企画講座、自主グルー
プ主催講座などを掲載。講座の数はもちろん、
芸術や教養、スポーツなど種類も豊富です。講
座案内のほかにも、子育て情報やイベントガイ
ドなど、役立つ情報が満載で、あなたにぴった
りの情報がきっと見つかるはずです。
　発行は、春・夏・秋・冬の季節ごとの年４回
で、市内全戸に配布しています。最新の冬号は、
１１月１６日晶にお届けする予定です。ぜひご覧く
ださい。
■問 文化センター（緯〈７６〉１５１５）

■時 １２月１５日松午後６時３０分～８時
■場 昭林公民館
■内 矢沢永吉・長渕剛のツアーギタリス
トのパフォーマンス　出演獅ichiro
（ボーカル＆ギター）、the t-rag（杉
本 忠 

ただし

（ボーカル）、小川 和  幸 （ギター）、
かず ゆき

磯村 幸  平 （ベース）、杉崎 利  幸 （ドラム））
こう へい とし ゆき

■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１日松午前９時から整理券を昭
林公民館（緯〈７７〉６６８８）で配布

昭林コンサート

　台風の影響で中止となった、９月３０
日開催予定分の振り替えです。
■時 １１月２２日昭午後７時
■場 北部公民館
■問 南明治整備課（緯〈７１〉２２４５）

■場 ■問 衣浦東部保健所（刈谷市／緯〈２１〉
４７７８）
こころの健康相談　　　　　　　　　
■内 ■時 精神保健福祉相談員・保健師によ
る相談獅捷～晶午前９時～午後４時
３０分（抄、正午～午後１時を除く）　
精神科医師による相談（予約制）獅１２
月４日昇午後２時～４時
エイズ検査・肝炎検査　　　　　　　
■時 毎週昇午前９時～１１時（１２月２５日を
除く）、第１・３昇は、エイズ検査の
み午後６時～７時もあり

中心市街地拠点整備事業説
明会

衣浦東部保健所の相談・検
査

　中皮腫や肺がんなどを発症し、それ
が労働者として石綿ばく露作業に従事
していたことが原因であると認められ
た場合、労災保険法に基づく各種の労
災保険給付や石綿救済法に基づく特別
遺族給付金が支給されます。
■問 愛知労働局労働基準部労災補償課
（緯０５２〈９７２〉０２６１）、刈谷労働基準監
督署（緯〈２１〉４８８５）、市商工課（緯〈７１〉
２２３５）

石綿による疾病の補償・救
済

季季節ごとにお届けしま季節ごとにお届けしますす

■時 来年４月１日捷

■内 定年に達した人を引き続き雇用する
「継続雇用制度」の対象者を労使協定
で限定できる仕組みの廃止など
■問 ハローワーク刈谷（緯〈２１〉５００３）、市
商工課（緯〈７１〉２２３５）

　１０月１５日までに市社会福祉協議会へ
寄せられた義援金は９７０７万７４２７円です。
■問 市社会福祉協議会総務課（緯〈７７〉２９４
　１）
１０月１日～１５日受け付け分／敬称略　
エコネットあんじょうくらし部会、防
災ボランティアのぞみ、募金箱への多
数の寄付者

高年齢者雇用安定法が改正

東日本大震災義援金
ありがとうございます

■内 募集科獅陰情報システム科、隠ＯＡ
ビジネス科、韻ＣＡＤ設計科、吋デ
ザイン科、右総合実務科　入校日獅

来年４月９日昇　訓練期間獅１年
■対 陰～吋獅職業的自立を望む障害者手
帳所持者で、集団生活に支障がない
人（身体障害者以外は要相談）、右獅

職業的自立を望む療育手帳所持者で、
自宅から自力通校可能な人
■定 陰獅２０人、隠～吋獅各３０人、右獅１５人
■￥ 教科書代・食費など
■申 陰～吋獅１２月１４日晶までに、右獅１１
月３０日晶までに、入校願書と健康診
断書を持ってハローワーク刈谷へ
（事前に同所での求職登録が必要）
■問 愛知障害者職業能力開発校（豊川市
／緯０５３３〈９３〉２１０２）、ハローワーク刈
谷（緯〈２１〉５００１）、市障害福祉課（緯〈７

　１〉２２２５）

　１２月中旬までに、各町内会へ来年度
の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
る要望や気付いたことなどがあれば、
町内会へ相談してください。
■内 主な事業獅道路側溝・舗装・排水路
などの整備、側溝ふた・ガードレー
ル・カーブミラー・照明灯などの設
置
■問 土木課（緯〈７１〉２２３９）、維持管理課（緯

〈７１〉２２３７）

■内 中学校卒業までの交通遺児への育成
資金の無利子貸し付け、自動車事故
による重度後遺障害者を抱える家庭
への介護料支給
■問 自動車事故対策機構名古屋主管支所
（緯０５２〈５７１〉１５３７）、市市民安全課（緯

〈７１〉２２１９）

広報あんじょう　2012.11.15牙

　重点目標獅みんなで築こう人権の世
紀～考えよう相手の気持ち　育てよう
思いやりの心～
　期間中は、小学校での人権教室の実
施、高校生一日人権擁護委員の啓発
活動などをします。
■問 市民課相談室（緯〈７１〉２２２２）
人権相談　　　　　　　　　　　　　
■時 毎月第２・４昇午後１時～４時
■場 市役所相談室
■内 いじめや差別、暴力、虐待など日常
生活での人権問題に関する相談
人権擁護委員について　　　　　　　
　各中学校区で、人権相談や啓発活動、
人権救済をしています　人権擁護委
員（敬称略）獅鈴木 治  雄 （篠目町）、加藤

はる お

 元  惠 （桜町）、
もと え

篠田 千  代  子 （東栄町）、榊
ち よ こ

原 真  由  美 （東明町）、
ま ゆ み

山口 俊  雄 （池浦町）、
とし お

岩月 浩  治 （野寺町）、杉
こう じ

浦 智  之 （城ヶ入
とも ゆき

町）、神本マミ（榎前町）

■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。

　建物の新築・増築・取り壊しをした
ときは連絡をしてください。年内に取
り壊した場合は、翌年度以降の固定資
産税が課税されません。また、新築・
増築をした場合は、固定資産税の基と
なる評価額を決めるため、市職員が家
屋調査に伺います。
■問 資産税課（緯〈７１〉２２１５）

９月分／受け付け順／敬称略
市社会福祉協議会　善意銀行　　　　
総合福祉センター利用者、伊与田達也、
ほほえみダンス、太田勉、東端の老人、
ふれあいダンス、松竹工業、野口義孝、
横山町内会、西部福祉センター利用者、
グリーンセンター安城西部店、日本モ
ウルド工業㈱、北部福祉センター利用
者、匿名
市役所関係　　　　　　　　　　　　
安城南ライオンズクラブ■内 職種獅植栽スタッフ（植物管理など）

勤務日時獅午後１時～５時（松掌抄

勤務あり）　賃金獅時給７８０円から
（松掌抄は１００円増）、通勤割増１日
２００円　休日獅要相談
■対 １８～６０歳くらいまでの人
　※高校生不可。
■定 ２人
■他 面接時に写真付きの履歴書を持参し
てください
■申 電話でデンパーク（緯〈９２〉７１１１）へ

デンパークのパート・アル
バイト

平成２５年度愛知障害者職業
能力開発校訓練生

福祉への善意・寄付
ありがとうございます

土木事業の要望を受け付け

１２月４日昇～１０日捷は人権
週間

自動車事故被害者援護制度

家屋を取り壊した場合は連
絡を


