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我広報あんじょう 201２.12.15

■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

ジェルキャンドル教室
■時来年１月２日昌～４日晶午前１０時か
ら
■定各５０人（当日先着順）
■￥１２００円から
お花のデニッシュパンと動物あんパン
作り
■時来年１月５日松・６日掌・１２日松～
１４日抄午後１時・２時３０分
■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

男の料理教室
■時来年１月１１日晶午前１０時
■定１５人（先着順）
■￥１２００円
■申１２月２０日昭午前９時３０分から同クラ
ブハウスへ

木工ペイント教室
■時来年１月１２日松～１４日抄午前１０時から
■定各５０人（当日先着順）
■￥５００円から
シルバーアクセサリー教室
■時来年１月１９日松・２０日掌午前１０時
■講近藤祐子氏（日本ジュウリーデザイ

ゆう こ

ナー協会正会員）
■定各５０人（当日先着順）
■￥１５００円から

愛知県産の米粉を使ったクッキーファ
クトリー
■時１２月２２日松～２５日昇午前１０時～午後
６時、来年１月２日昌～６日掌・１２
日松～１４日抄午前１０時～午後３時
■内冬限定ジンジャーブレッドを焼こう
■￥７００円
３Ｄカードクラフト教室
■時１２月２２日松・２３日抄、来年１月５日
松・６日掌午前１０時から
■内立体クリスマスカードなど
■講吉田譲氏（デコグラフ工房）

ゆずる

■定各５０人（当日先着順）
■￥４００円から
手作りパン教室「ソーセージロールパ
ンと動物あんパン」
■時１２月２２日松午後３時３０分、２３日抄・
２４日承午後１時・２時３０分・４時
■定各１８人（先着順）
■￥６００円
■申当日午前９時３０分から同クラブハウ
スへ
ミニ門松作り教室
■時１２月２４日承・２５日昇午
前１１時、午後２時
■定各１０人（先着順）
■￥１個７００円
■申１２月２０日昭午前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体験教室

■皆さんの質問・疑問に答えます
中央図書館の受付・巡回スタッフ
に、お気軽にご質問ください。図書
館の資料・情報を使いお答えします。
質問は、中央図書館ウェブサイトで
も受け付けています。
●例えばこんな質問
暫こういう事柄を知りたいですが、
どんな資料に載っていますか

暫蔵書検索で見つからなかったので
すが、探してもらえますか

※対象年齢は、目安です。

１日抄～４日晶・７日捷・１５日昇・
２１日捷・２５日晶・２８日捷

中央図書館の携帯電話
用ウェブサイトへ葛葛

来年１月の休館日

中央図書館（緯〈７６〉６１１１）

■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①精神保健福祉相談員・保健師へ
の相談施捷～晶午前９時～正午、午
後１時～４時３０分（抄を除く） ②精
神科医師への相談（予約制）施来年１
月８日昇午後２時～４時

エイズ検査・肝炎検査
■時毎週昇（抄・１２月２５日昇を除く）午前
９時～１１時（来年１月１５日昇は、エ
イズ検査のみ午後６時～７時もあり）

■場■問マーメイドパレス（緯〈９２〉７３５１）
ちびっこデー
■時１２月２２日松・２３日抄

■内未就学児のプール利用料が無料。幼
児プールにボールを開放
■対オムツが外れた子～未就学児（保護
者同伴。保護者１人につき２人まで
入場可。ただし保護者は施設使用料
がかかります）
マーメイドちゃんからクリスマスプレ
ゼント
■時１２月２４日承午前１０時から
■内お菓子のつかみどり
■対当日プールを利用した中学生以下
■定１００人（先着順）
■￥施設使用料
クリスマスお楽しみ抽選会
■時１２月２４日承午前１０時から
■内景品や施設利用券が当たる抽選会
■対当日、プールまたはトレーニングル
ームを利用した高校生以上
■定１００人（先着順）
■￥施設使用料

マーメイドパレスの催し

お知らせ

■時来年１月１６日昌午後２時～４時
■場衣浦東部保健所（刈谷市）
■内講話「災害時への備え」、交流会
■講佐々木裕子氏（愛知医科大学看護学部）

ゆう こ

■対１８歳以上の神経系難病患者とその家
族
■問衣浦東部保健所健康支援課（緯〈２１〉
４７７８）

神経系難病患者・家族教室

図書館へ行こう
Let’s go to library!

おはなし会
来年１月５日松
午後３時

おはなしレストラン
（小学生以上）

来年１月８日昇・
２２日昇午前１０時
３０分

えほんとわらべうた
の会（０～２歳）

来年１月９日昌
午前１０時３０分

おはなしたまてばこ
（１～５歳）

来年１月１０日昭
午前１０時３０分

おはなしゆりかご
（０～２歳）

来年１月１２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１７日昭
午前１０時３０分

いないいないばあ
（１～５歳）

来年１月２０日掌
午後２時

かみしばいの会「新
年お楽しみ会」（幼児
～小学校低学年）

来年１月２３日昌
午前１０時３０分

おはなしまあだ（１
～５歳）

来年１月２６日松
午前１１時

大人のための絵本朗
読会（一般）

来年１月２９日昇
午前１０時３０分

絵本好き集まれ！
～おすすめ絵本紹介
～（一般）

来年１月３１日昭
午前１０時３０分

おはなしの森（１～
５歳）

衣浦東部保健所の相談・検
査
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■対■時■場乳幼児 ▼８日昇・２２日昇獅南部
公民館、１０日昭・２４日昭獅安祥公民
館、１６日昌・２３日昌獅東部公民館、
１８日晶・２５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）

１月の移動児童館

■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２月２日松・３日掌午後２時～
４時（全２回）
■場市民交流センター
■内「スマートフォンを市民活動にどう
活かすか」をテーマに、ネット社会
のメリット・デメリットを学び、実
際に機器を体験
■講携帯電話会社の担当者など
■対市内在住で、両日とも参加できる人
■定３０人（先着順）
■申来年１月７日捷～１６日昌午前８時３０
分～午後５時１５分（松掌抄を除く）に、
市民協働課（緯〈７１〉２２１８）へ

さんかく２１カレッジ「ネッ
ト社会理解講座」

■場■問堀内公園（緯〈９９〉５９４７）
新年イベント「こども無料開放」
■時来年１月４日晶～６
日掌

■内サイクルモノレール、
メルヘン号（汽車）、
メリーゴーランド、
観覧車を無料開放
■対中学生以下（未就学児は保護者同伴）
凧揚げはしないでください
木や遊具に引っかかったり、落ちて

人に当たったりして危険です。園内で
は、凧揚げをしないでください。

堀内公園の催し・お知らせ

■時来年２月９日松午前９時２０分～１１時
５０分
■場市保健センター
■対妊婦とその夫
■他下記以外に、栄養バランスのとれた
食事、歯の豆知識などの展示やＤＶ
Ｄ上映コーナーもあり。当日、高校
生がボランティアなどで参加します
■申要予約のもの施来年１月７日捷～２
月１日晶午前８時３０分～午後５時１５
分（松掌抄を除く）に市保健センター
（緯〈７６〉１１３３／胃〈７７〉１１０３）へ それ
以外施当日午前９時１０分～１１時に直
接同センターへ
赤ちゃん体操と交流コーナー（要予約）
■時午前９時２０分～１０時２０分、午前１０時
４０分～１１時４０分
■定各１１組（先着順）
抱っことオムツ交換コーナー（要予約）
■時午前９時２０分・１０時・１０時４０分・１１
時２０分
■定各１２組（先着順）
妊婦疑似体験コーナー
■内夫が妊婦体験ジャケットを着用し、
日常生活の動作を体験

赤ちゃんのおもちゃづくりコーナー
■時午前９時４０分・１０時２０分・１１時・１１
時３５分
■内身近な材料を使って、赤ちゃんが喜
ぶおもちゃ作り

絵本読み聞かせコーナー
■時午前９時４０分・１０時２０分・１１時・１１
時３５分
■内読み聞かせ、赤ちゃん向け絵本紹介

体験しよう！親育て教室

安城の三河万歳保存会による新春招福の舞
■時■場来年１月１日抄午前０時施不乗森神社（里町）・二本木八幡社（緑町）・大岡

のら ずの もり

白山神社（大岡町）・榎前八劔神社（榎前町） 午前０時４５分ごろ施
はっ けん

白山比売
はく さん ひ め

神社（今本町）・南明治八幡社（花ノ木町）・白山媛神社（上条町） １月６日掌
はく さん ひめ

午後２時施歴史博物館
■問歴史博物館（緯〈７７〉６６５５）
丈山苑新春三河万歳
丈山小児童が舞う「新春
招福の舞」をお楽しみくだ
さい。
■時来年１月１２日松午後２時
～２時２０分
■￥入苑料１００円（中学生以下
無料）、呈茶料３００円
■場■問丈山苑（緯〈９２〉７７８０）

■￥入園料
■場■問デンパーク（緯〈９２〉７１１１）
新春抽選企画「お年玉チャレンジ」
■時来年１月２日昌～６日掌午前９時３０
分～午後４時３０分

■内園内店舗で３０００円分を購入ごとに、
同園で使える商品券や図書カードな
どが当たる抽選に応募できます
三河万歳の初舞
■時来年１月２日昌午前１１時
餅投げ
■時来年１月２日昌～４日晶午後１時
（雨天中止）
書道パフォーマンス

■時来年１月２日昌午後２時
舞楽
■時来年１月３日昭午前１１時、午後２時
和太鼓ステージ
■時来年１月４日晶午前１１時、午後２時
夢の商店街「おむすび通貨で街をつく
って遊ぶ」
■時来年１月５日松午前１１時～午後３時

デンパーク新春イベント
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■申１２月２１日晶～来年１月１０日昭午前９
時～午後５時（掌捷・１２月２８日晶～
来年１月４日晶を除く）に、申込書
と資格証明書（ヘルパーのみ）を市社
会福祉協議会総務課（緯〈７７〉２９４１）へ
※申込書は、同協議会および同ウェ
ブサイトで配布。

市内各福祉センターの夜間管理人
■内雇用期間施来年４月１日捷～平成２６
年３月３１日捷（４月以降更新あり）
勤務日時施昇～松午後５時～９時１５
分、掌抄午前８時３０分～午後５時１５
分で週２０時間未満のローテーション
勤務 賃金施時給８２０円、通勤割増
１日２００円 選考施面接（来年１月１６
日昌・１７日昭）

■対普通自動車運転免許を有する人
■定１２人
ヘルパー
■内雇用期間施来年２月以降～３月３１日
掌（４月以降更新あり） 勤務日時施

捷～松午前７時～午後９時（抄・年
末年始あり） 賃金施時給１０５０円～
１４９０円、活動手当１回２２０円 選考
施面接（来年１月１６日昌）

■対介護福祉士、ホームヘルパー１級ま
たは２級の資格があり、月３０時間以
上勤務できる人
■定３人

市社会福祉協議会臨時職員

■内選考施筆記・面接（来年１月２６日松）
■対高等学校卒業および来年３月卒業見
込み、またはこれと同等の学力の人
■定２０人程度
■問安城碧海看護専門学校（緯〈７７〉８５８８）、
市保健センター（緯〈７６〉１１３３）

■内共通事項諮勤務施季節により夜間勤
務あり 賃金施通勤割増１日２００円、
松掌抄の時給１００円増 休日施要相談
■対１８～４５歳の人（高校生不可）
■他面接時に写真付きの履歴書を持参
■申電話でデンパーク（緯〈９２〉７１１１）へ
販売スタッフ（店長候補）
■時昌～捷午前９時～午後５時のうち指
定時間
■内時給施８３０円から（試用期間８００円）
■定１人
売店スタッフ
■時松掌抄午前９時～午後５時のうち指
定時間

■内時給施７８０円から
■定若干名

デンパークのスタッフ

■時来年１月１９日松午前１０時～正午
■場環境学習センターエコきち
■対４歳以上の人
■定２５人（定員を超えた場合は抽選）
■申来年１月１１日晶までの午前９時～午
後９時（捷・１２月２８日晶～来年１月
４日晶を除く）に、氏名・年齢・住
所・電話番号・参加人数を環境学習
センターエコきち（緯〈７６〉７１４８）へ

お正月だよ！あんじょうエ
コかるた合戦＆お汁粉

■時１２月２３日抄午前１０時～１１時４０分
■内絆作品シリーズ③「かあちゃん（２００１
年作品）」 出演施岸恵子、原田龍二
ほか
■場■問歴史博物館（緯〈７７〉６６５５）

歴史博物館の映画会

碧海信用金庫本店前会場（御幸本町）
■時１２月２２日松午前９時（商品がなくな
り次第終了）
■内地元産野菜の販売、調理アドバイス
■問農務課（緯〈７１〉２２３３）
交流広場会場（御幸本町）
■時１２月２２日松午前１０時～午後３時
■内地元産野菜・特産物グルメ品・一色
漁港からの新鮮な魚介類の販売、手
作り市、願いごとツリー設置、商店
街アイドル「看板娘。」ステージ、商
店街スタンプラリー、クリスマス抽
選会
■問商工課（緯〈７１〉２２３５）、叙安城スタイ
ル（緯〈７３〉９５１１）

今月のきーぼー市場（旧ま
ちなか産直市）

■時来年１月１８日晶午後１時３０分～４時
■場文化センター
■講山田拓氏（叙美ら地球代表取締役）

たく ちゅ ぼ し

■定１００人（定員を超えた場合は抽選）
■申来年１月１１日晶までの午前８時３０分
～午後５時１５分に、参加申込書を持
参（松掌抄承・１２月２９日松～来年１
月３日昭を除く）かファクスで商工
課（胃〈７６〉００６６／緯〈７１〉２２３５）へ
※参加申込書は、同課・市公式ウェ
ブサイトで配布。

「三河家康公の旅歓迎団」観
光講演会＆交流会

■時８日昇～１１日晶・１４
日抄・１６日昌～１９日
松・２２日昇～２５日晶・
２９日昇～３１日昭いず
れも午後１時～４時
（受け付けは午後２時まで）
■対小学生以上（小学１・２年生は保護
者同伴）

■場■問埋蔵文化財センター（緯〈７７〉４４９０）

１月の土器づくり教室
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ちょっと教えて

質問：どうして安城市は、新美南吉にちなんだまちづくりを進めている
の？

答え：南吉は、昭和１３年に安城高等女学校の教師として赴任し、約５年間
を本市で過ごしました。生徒に作文や作詩などの指導をしながら、「おぢいさ
んのランプ」など数多くの作品を執筆し、充実した日々を送りました。
そこで本市では、皆さんが南吉や彼の作品に興味を持ち、その世界観を楽
しんでいただけるよう、南吉に
ちなんだまちづくりを進めてい
ます。南吉のまちづくりをとお
して、まち歩きを楽しめ、ほか
の地域からも安城に足を運んで
もらえるような、魅力あるまち
にしたいと考えています。
■問企画政策課（緯〈７１〉２２０４） 安安城駅前商店街に南吉壁画が登安城駅前商店街に南吉壁画が登場場

安城碧海看護専門学校学生

償却資産の申告は忘れずに

■内各家庭のメーター読み取り 期間獅

来年２月以降で、検針月の１日～１０
日 場所施東栄町など 賃金施メー
ター１個につき６４円 選考施面接

■対市内在住で、昭和４３年４月２日以降
生まれの人

■定１人
■申来年１月１０日昭までの午前８時３０分
～午後５時１５分（松掌抄承・１２月２９
日松～来年１月３日昭を除く）に、
写真付きの履歴書を持って水道業務
課（緯〈７１〉２２４９）へ

水道メーター検針員

■内活動内容施今年度１回・来年度５回
程度、平日昼間の策定協議会に出席
し、意見や提案 任期施来年２月２１
日昭～平成２６年３月３１日捷 選考施

書類選考、面接（来年１月２９日昇）
■対市内在住・在勤・在学の１８歳以上の人
■定２人
■申来年１月４日晶～１７日昭午前８時３０
分～午後５時１５分（松掌抄を除く）に、
８００字程度の応募動機などを記入し
た指定の応募用紙を、持参か郵送、
Ｅメールで社会福祉課（〒４４６－８５０１
住所記載不要／shakaifukushi@cit
y.anjo.lg.jp／緯〈７１〉２２２３）へ

第３次安城市地域福祉計画
の策定委員

■時来年３月２３日松・２４日掌午前１０時～
午後４時

■場中心市街地交流広場
■内事業・活動内容の展示や飲食など
■対市内の企業、団体
■定１００小間（審査の上決定）
■￥物販のある場合のみ１小間３０００円
■申来年１月１０日昭まで（松掌抄承・１２
月２９日松～来年１月３日昭を除く）
に、申込書を持参かファクスで叙安
城スタイル（小堤町／胃〈７３〉９５１２／
緯〈７３〉９５１１）へ
※申込書は、同社・安城まちなか情
報館ウェブサイトで配布。

■問市商工課（緯〈７１〉２２３５）

市産業フェスティバル出展
者

■時勤務開始日施来年４月１日捷

■場市内公立保育園
■申来年１月７日捷～１８日晶午前８時３０
分～午後５時（松掌抄承を除く）に、
写真付きの履歴書と、保育士は保育
士証、看護師は看護師免許証を持っ
て子ども課（緯〈７１〉２２２８）へ
臨時保育士
■内勤務日時施捷～晶午前８時３０分～午
後５時（松勤務もあり） 時給施１２２０
円

５時間パート保育士
■内勤務日時施捷～晶 ①午前７時１５分
～午後０時１５分、②午後１時～６時、
③午後２時～７時 時給施１１００円

４時間パート保育士
■内勤務日時施週２・３日午前１１時３０分
～午後３時３０分 時給施１０６０円

延長パート保育士
■内勤務日時施①捷～晶午前７時３０分～
８時３０分（または９時３０分） ②捷～
晶午後４時～６時（または７時）
③松正午～午後６時または午後１時
～７時 時給施１１５０円

臨時看護師
■内勤務日時施捷～晶午前８時３０分～午
後５時（松勤務もあり） 時給施１３６０
円

保育園臨時職員

来年４月１日捷に開館する安祥福祉
センター（安城町）の利用予約を受け付
けます。
■申下表の受け付け日時に安祥公民館へ
※下表日時以外で、３月３１日掌まで
は総合福祉センター（緯〈７７〉７８８８）、
４月以降は安祥福祉センターで受け
付け。

※①施福祉団体として登録した団体利
用 ②施一般団体利用

■問社会福祉課（緯〈７１〉２２２３）

安祥福祉センターの利用予
約受け付けを開始

予約対象
（※）受け付け日時

①４月分午前１０時～正午来年
１月５日松

①５月分午前１０時～１１時
２月１日晶

②４月分午前１１時～正午
①６月分午前１０時～１１時

３月１日晶
②５月分午前１１時～正午

事業を営む法人・個人は、来年１月１日抄現在、市内に所有する償却資産
を申告する必要があります。該当者に申告書を送付しますが、新たに事業を
始めた法人・個人で申告書が届かない場合は連絡してください。
■申来年１月３１日昭までの午前８時３０分～午後５時１５分（松掌抄承を除く）に、
申告書を資産税課（緯〈７１〉２２１５）へ
インターネット申告の利用を
地方税ポータルシステムｅＬＴＡＸ（エルタックス）にて、インターネット
を利用して申告ができます。ぜひ利用してください。
中小企業など償却資産の９５％減税申請はお早めに
来年度も、個人事業者・中小企業を対象に、新たに取得する償却資産の

９５％減税をします。詳細や申請書は、上記償却資産の申告書と同封しますの
で、合わせて手続きをしてください。

安安祥福祉センターイメー安祥福祉センターイメージジ
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年末年始のごみ出し

１１月１５日までに市社会福祉協議会へ
寄せられた義援金は９７３０万９３６４円です。
１１月１日～１５日受け付け分／敬称略
安城生活福祉高等専修学校、アンデン
労働組合、ガレージセール大好き家族
の会、佐野里美、募金箱への多数の寄
付者

東日本大震災義援金
ありがとうございます

１０月分／受け付け順／敬称略
市社会福祉協議会 善意銀行／地区社協
安祥公民館利用者、ＪＡあいち経済連
店舗部店舗情報センター、さわやかダ
ンス、二本木公民館利用者、中部公民
館高齢者教室、東美智子、ほほえみダ
ンス、東端の老人、西部高齢者教室、
永田住吉、ふれあいダンス、養護老人
ホーム、北部福祉センター利用者、碧
海信用金庫事務センター、匿名
市役所関係
国際ロータリー第２７６０地区ガバナー、
安城南ライオンズクラブ、一般社団法
人安城医師会

福祉への善意・寄付
ありがとうございます

■内障害福祉のサービス・助成制度など
について紹介したガイドブック
■対障害者手帳を持っている人
■申捷～晶午前８時３０分～午後５時１５分
（松掌抄承・１２月２９日松～来年１月
３日昭を除く）に、本人または代理
人が障害者手帳を持って障害福祉課
（緯〈７１〉２２２５）へ

「平成２４年度福祉ガイドブ
ック」を配布しています

今年度から以下の減免が追加になっ
ています。いずれも申請が必要です。
■問国保年金課（緯〈７１〉２２３０）
医療費助成者減免
■内所得割額の２０％を減免
■対国保加入者が、心身障害者・母子家
庭等・精神障害者の医療費助成の受
給者、または受給資格を有している
が法令などによりほかの医療給付を
受けている世帯で、昨年度中の総所
得金額などの合計が世帯主と合わせ
て１５０万円以下の国保加入世帯
※世帯内で国保加入者でない人のみ
医療費助成に該当する場合を除く。

生活保護受給者減免
■内生活保護の受給開始日以降の納期限
に係る国保税額を減免
■対生活保護の受給者になり、国保資格
を喪失する世帯

国民健康保険税の減免制度

昨年８月～本年７月に支払った医療
保険と介護サービスの各自己負担額
（高額療養費または高額介護サービス
費を除き、いずれも０円を超える額）
の合計が基準額を超えた場合、その金
額の支給を受けられます。（支給額が
５００円未満の場合は対象外）
■他対象者へは１２月中旬以降に通知しま
す。ただし、算定期間内に本市へ転
入した人や加入医療保険に変更があ
った人は通知ができない場合があり
ます。また、会社の健康保険組合な
どに加入している人は、同組合など
へ申請してください
※申請に必要な「介護サービス費自
己負担額証明書」は、市介護保険課
で発行します。

■問国保年金課国保係（緯〈７１〉２２３０）、同
医療係（緯〈７１〉２２３２）、介護保険課（緯

〈７１〉２２２６）

高額医療・高額介護合算療
養費制度

本紙１０月１日号に掲載した市民特別
入園券は有効期限が１２月２５日昇です。
ぜひ利用してください。
■問デンパーク（緯〈９２〉７１１１）
無料シャトルバスを利用してください
ＪＲ安城駅１番バス乗り場から平日
に運行しているシャトルバスを、１２月
２５日昇までは松掌と夜間も運行します。

デンパーク市民特別入園券
を利用してください

地域の子に目を向け、大人から声を
掛け、青少年の非行・被害防止に地域
ぐるみで取り組みましょう。
スローガン施非行の芽 はやめにつも
う みな我が子
■時強調月間施１２月２０日昭～来年１月１０
日昭

■問青少年の家（緯〈７６〉３４３２）

青少年の非行・被害防止に
取り組む県民運動

■内台数諮安城駅西駐車場（東棟）施３５台
御幸本町駐車場施１５台 いずれも先
着順

■申１２月２１日晶

午前９時か
ら、安城駅
西駐車場管
理 事 務 所
（緯〈７４〉１５００）へ
■問維持管理課（緯〈７１〉２２３７）

駅西駐車場（東棟）と御幸本
町駐車場の定期契約を再開

１２月中旬に、有権者がいると思われ
る世帯に申請書を送付しますので、提
出してください。
■申郵送で来年１月１０日昭まで（必着）に
農務課（〒４４６－８５０１住所記載不要／
緯〈７１〉２２３４）へ

農業委員会委員選挙人名簿
登載申請書の提出

口座振替は、納期限ごとに金融機関
に出向く手間や納め忘れがなく、確実
に振り込みができる便利な納付方法で
す。加入の手続きをお願いします。
■場取扱金融機関、水道業務課（郵送で
の受け付け可）

■内取扱金融機関獅市内に本・支店のあ
る金融機関、西三河農協、あいち三
河農協、あいち豊田農協 持ち物獅

通帳、通帳印、水道番号の分かるも
の（使用水量のお知らせなど）

■問水道業務課（緯〈７１〉２２４９）

水道料金・下水道使用料の
支払いは口座振替で
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年末の最終収集日以降は、１週間程度ごみ収集がありません。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。特に、プラスチ
ック製容器包装は、間違って出されることが多いので、注意してください。
●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 大掃除などで出た多量のごみ・粗大ごみは、環境クリ
ーンセンター・リサイクルプラザへ搬入してください。年末は混雑しますの
で、早めの搬入をお願いします。

■今年の粗大ごみ有料収集の最終日
■時１２月２８日晶まで
■申１２月２６日昌までに粗大ごみ受付センター（緯〈７７〉４４１１）へ

■問清掃事業所（緯〈７６〉３０５３）

安安城駅西駐車場（東棟安城駅西駐車場（東棟））

■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。

※１の１月５日松は、土曜開庁窓口を実施しています。※２の施設は、１２月２８日晶と来年１月４日晶の開館時間が午後５時
１５分まで。※３の施設は、１２月２９日松午前８時３０分～正午は開業しています。※４の施設は、１２月２８日晶の開館時間が午後
５時まで。※５の施設は、１２月２８日晶の開館時間が午後５時まで。また１２月２８日晶と来年１月４日晶はプールのみ休館。
●急な病気には 事前にかかりつけ医の休診日を確認しておきましょう。休日夜間急病診療所は、本紙１７ページに掲載。
●あんくるバスは年末年始も運行 通常通りのダイヤで運行します。詳しくは都市計画課（緯〈７１〉２２４３）へ
●出生・死亡・婚姻の届出 市役所や各支所・出張所の休業日は、市役所当直室で受け付けます。詳しくは市民課（緯〈７１〉
２２２１）へ

介護ベッド
用手すりなど
による死亡・
重大事故が発
生しています。
危険な部分を
確認し、事故
を防ぎましょ
う。
■内対応策施手すりなどの全体をカバー
などで覆う、すき間を毛布や対応品
で埋めるなど

■問消費者庁（緯０３〈３５０７〉９２０２）、市商工
課（緯〈７１〉２２３５）

介護ベッドの手すりなどに
よる事故を防ぎましょう

１２月３１日捷現在で製造業を営む事業
所を対象に、工業統計調査をします。
調査結果は、国の資料をはじめ幅広
く活用されます。
なお、調査票の記入内容の秘密は厳
守されます。
■問経営管理課（緯〈７１〉２２０５）

工業統計調査にご協力を

市役所の電気点検に伴い、次のウェ
ブサイトおよびサービスの利用ができ
なくなります。ご迷惑をお掛けします
が、ご協力をお願いします。
■時１２月２４日承

■内停止するウェブサイト施市公式ウェ
ブサイト、中央図書館ウェブサイト
および蔵書検索など図書サービスに
関する全てのサイト 停止するサー
ビス施市体育館・スポーツセンター・
文化センターでの施設予約受け付け

■他市体育館・スポーツセンター窓口で
は、当日の予約のみ受け付け可

■問秘書課（緯〈７１〉２２０２）、中央図書館（緯

〈７６〉６１１１）、市体育館（緯〈７５〉３５３５）、
文化センター（緯〈７６〉１５１５）

市公式ウェブサイト、予約
受け付けなどの一時停止

１月１２月

施設休業日 ５４３２１３１３０２９２８２７２６
松晶昭昌抄捷掌松晶昭昌

休休休休休休休市役所（※１）、南部・桜井支所、北部出張所、教育センター（※２）、保健センター、
環境クリーンセンター（※３）、リサイクルプラザ（※３）

休休休休休休
市民会館（※４）、文化センター（※４）、地区公民館（※４）、農村センター（※４）、青
少年の家（※４）、市民交流センター、アグリライフ支援センター、体育館（※４）、
スポーツセンター（※５）、レンタサイクルのサイクルポート

休休休休休休休休福祉センター、社会福祉会館、歴史博物館、市民ギャラリー、埋蔵文化財センタ
ー、丈山苑、秋葉いこいの広場、マーメイドパレス、安祥閣、勤労福祉会館

休休休休休休休休休堀内公園
休休休休休休休中央図書館

休休休休休休休デンパーク
休総合斎苑

休休休休休休せん定枝リサイクルプラント
休休休リサイクルステーション、エコセンターあんじょう

法改正により、趣味などを含め、み
つばちを飼育している全ての人は、届
け出が必要になりました。
■申来年１月４日晶～３１日昭午前８時４５
分～午後５時３０分（松掌抄を除く）に、
蜜蜂飼育届を持参か郵送で西三河農
林水産事務所農政課（〒４４４－０８６０岡
崎市明大寺本町１－４／緯０５６４〈２７〉
２７２６）へ
※蜜蜂飼育届は同所または愛知県
ウェブサイトで配布。

■問市農務課（緯〈７１〉２２３３）

みつばち飼育者は届け出を

広報あんじょう 201２.12.15蛾

◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ 年末年始の施設休業日など ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

本事業は、民間活力を取り入れたＰ
ＦＩ方式を導入するため、事業範囲、
事業方式、参加資格要件、実施スケジ
ュール、施設の機能要件などをまとめ
た「実施方針」「業務要求水準書（案）」を
作成しました。１２月下旬以降に、市公
式ウェブサイトで公表します。
■問南明治整備課（緯〈７１〉２２４５）

中心市街地拠点整備事業の
実施方針などを公表


