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■特別図書整理のため休館します
■時１２月２日捷～６日晶

毅市内１０カ所の公民館図書室などは
平常どおり開館します

毅本の予約はインターネットや地区
公民館図書室（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

毅返却は中央図書館の返却ポストを
利用してください（CD・DVDを
除く）

毅１１月１９日昇～１２月１日掌は中央図
書館のみ貸出期間を３週間に延長

■図書館友の会「みんなのひろば」
■時■内１１月２４日掌 午前１０時～１１時３０
分施ぬり絵、折り紙 午前１１時３０
分～正午、午後１時３０分～２時施

マジックショー 午後２時～３時
施アニメ映画会

２日捷～６日晶・９日捷・１６日捷・
２４日昇・２９日掌～３１日昇

中央図書館の携帯電話
用ウェブサイトへ葛葛

中央図書館（緯〈７６〉６１１１）

１２月の休館日

催し・お知らせ

おはなし会
１２月７日松午後
３時

おはなしレストラン
（小学生以上）

１２月１０日昇・１７
日昇午前１０時３０
分

えほんとわらべうた
の会（０～２歳）

１２月１１日昌午前
１０時３０分

おはなしたまてばこ
（１～５歳）

１２月１２日昭午前
１０時３０分

おはなしゆりかご
（０～２歳）

１２月１４日松午後
２時

おはなしえがお（３
歳～小学３年生）

１２月１５日掌午後
２時

かみしばいの会（幼
児～小学３年生）

１２月１９日昭午前
１０時３０分

いないいないばあ
（１～５歳）

１２月２０日晶午前
１０時３０分

このゆびと～まれ
（０～２歳）

１２月２５日昌午前
１０時３０分

おはなしまあだ（１
～５歳）

１２月２６日昭午前
１０時３０分

絵本好き集まれ！お
すすめ絵本紹介
※対象年齢は目安です。

内公園の催し堀
■場■問堀内公園（緯〈９９〉５９４７）
ビンゴ大会
■時１１月２３日抄午後２時・３時（雨天時
は２４日掌に順延）

■内ビンゴになると遊具利用券を進呈
■対小学生以下
■定各５０人（当日先着順）
■他開始１０分前から、参加する本人にの
みビンゴカードを配布します

作って遊ぼう「折り紙でクリスマスリ
ースを作ろう」
■時１１月３０日松、１２月１日掌・７日松・
８日掌午前１０時～午後３時

■定各５０人（当日先着順）

食生活を通した健康づくりのボラン
ティア活動をしませんか。
■時来年１月２１日昇、２月５日昌・１８日
昇、３月５日昌・１８日昇

■場市保健センター
■講管理栄養士、保健師、健康づくりリ
ーダー、ヘルスメイト

■対市内在住で全ての回に出席でき、修
了後ヘルスメイトとして活動できる
人

■定２０人（先着順）
■￥１６００円
■持エプロン・三角巾・筆記用具など
■申１１月２６日昇～１２月２６日昭午前８時３０
分～午後５時１５分（松掌抄を除く）に
電話で保健センター（緯〈７６〉１１３３）へ

ルスメイト養成講座（３期）ヘ

浦東部保健所の相談・検
査

衣

■場■問衣浦東部保健所（刈谷市／緯〈２１〉４
７７８）
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～正午、午
後１時～午後４時３０分（抄を除く）
精神科医師による相談（予約制）獅１２
月１０日昇午後２時～４時

エイズ検査・肝炎検査
■時１２月３日昇・１０日昇・１７日昇午前９
時～１１時（第１・３昇は、エイズ検
査のみ午後６時～７時もあり）

■時来年１月２６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６日晶午前９時～１５
日掌午後５時に（一財）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９日捷～１８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２５日捷から安城消防
署で配布。

■問衣浦東部広域連合予防課（刈谷市／
緯〈６３〉０１３６）

険物取扱者試験危

民交流センターまつり市
■時１２月８日掌午前１０時～午後３時
■場市民交流センター
■内子ども服かえっこバザール、親子で
フラダンス、子どもお絵かきイベン
ト、あんねっとによる市民団体への
「公開インタビュー」、生活応援品・
防災グッズ・折り紙などの制作、授
産製品コーナー、おしるこなどのお
もてなしコーナー

■問市民交流センター（緯〈７１〉０６０１）、市
民協働課（緯〈７１〉２２１８）

折折り紙などの体験ができま折り紙などの体験ができますす

イベントで食生活のアドバイスをしまイベントで食生活のアドバイスをしますす

経系難病患者・家族教室神
■時１２月４日昌午後２時～４時
■場衣浦東部保健所（刈谷市）
■内講話、医療相談、交流会
■講岡本亜希子氏（刈谷豊田総合病院リ

あ き こ

ハビリテーション科医師）、清水雅裕
まさ ひろ

氏（同科作業療法士）
■対神経系難病患者とその家族
■定３０人（先着順）
■申１１月２０日昌午前９時から衣浦東部保
健所（緯〈２１〉４７７８）へ

安城サンクスフェスティバルを開催

■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

■場■問歴史博物館（緯〈７７〉６６５５）
歴博講座
■時１１月１６日松午後２時～３時３０分
■内広告でみる安城駅前商店街の活況
考古学最前線Ⅲ「西三河の古墳時代研
究」
■時１１月２３日抄午後２時～３時３０分
■内東海地方の古墳と三河の古墳の特色
■講鈴木一有氏（浜松市教育委員会）

かず なお

映画会「大滝秀治を偲ぶシリーズ隠」
■時１１月２４日掌午前１０時～正午
■内「二人の世界」１９６６年作品 出演施石
原裕次郎、朝丘ルリ子ほか
特別展記念講演会
■時１２月１日掌午後２時～３時３０分
■内戦国本願寺門徒、信仰のかたち
■講青木馨氏（同朋大学佛教文化研究所

かおる

客員所員）

史博物館の催し歴
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１日だけでも参加できます。
■時１１月１６日松～来年１月１８日松の毎週
松午前１０時～１１時３０分（１２月２８日松、
来年１月４日松を除く）

■対女性
■￥各５００円（参加日ごとに支払い）
■持着物セット
■申各開催日の前日までの午前９時～午
後９時（捷を除く）に安祥閣（緯〈７４〉３
３３３）へ

とり親家庭ボウリング大
会

ひ

■時来年１月１９日掌午後１時
■場安城コロナキャットボウル（浜富町）
■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１日掌～１５日掌に、参加者の住
所・氏名・電話番号をファクスで母
子福祉会成島清美さん（緯・胃〈９９〉６

なり しま きよ み

５５４）へ
※１２月１日掌午前８時～正午のみ電
話受け付け可。

■問子育て支援課（緯〈７１〉２２２９）

でも着付け美人「着物着
付教室」

誰

歴歴史博物歴史博物館館

月の移動児童館１２
■対■時■場乳幼児諮１２月３日昇・１７日昇獅

南部公民館 ４日昌・１８日昌獅東部
公民館 ６日晶・２０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）

城元気フェスタ２０１３安
■時１２月１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、体験コーナーなど
■問安城商工会議所（緯〈７６〉５１７５）、市商
工課（緯〈７１〉２２３５）着着付けの基礎を学びましょ着付けの基礎を学びましょうう

■時１２月７日松午前１０時～正午
■場秋葉いこいの広場環境学習センター
エコきち

■内牛乳パックと葉脈標本を使った、オ
リジナルクリスマスｅｃｏカード作り

■対４歳以上の人
※小学生未満は保護者同伴。

■定１５人（定員を超えた場合は抽選）
■￥１００円
■持使い古しのタオル
■申１１月２９日晶までの午前９時～午後９
時（捷を除く）に、住所・氏名・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
■問環境首都推進課（緯〈７１〉２２０６）

ンタに会えるかも？クリ
スマスecoカードづくり

サ

１０月２６日に開催予定だった安城サ
ンクスフェスティバルは、台風の接
近により日程を変更して開催します。
■時１１月２３日松午前１０時～午後５時
■場ＪＲ安城駅南側商店街一帯
■内南吉グルメ弁当の販売、出張「ま
ちの教室」、牛乳パックと空き缶を
持参するとアトム通貨がもらえる
資源回収、市民活動の展示など
※きーぼー市場、まちなか産直市
も同時開催。

■問商工課（緯〈７１〉２２３５）、株式会社安
城スタイル（緯〈７３〉９５１１）

一一日お楽しみくださ一日お楽しみくださいい

スポーツ教スポーツ教室室

クリスマクリスマススｅｃｏｅｃｏカードカード
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■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。

林コンサート昭
■時１２月１４日松午後６時３０分～８時
■場昭林公民館
■内「あまちゃん」「八重の桜」のテーマ曲、
クリスマスソング、昭和歌曲ほか
出演獅磯貝直子（ピアノ）、古橋愛子

なお こ あい こ

（同）、鈴木俊也（テノール）いずれも
とし や

安城音楽協会会員
■定１５９人（先着順）
■他未就学児の入場はご遠慮ください
■申１１月３０日松午前９時から整理券を昭
林公民館（緯〈７７〉６６８８）で配布

手作りパン教室「デニッシュパン＆
動物あんパン」

■時１１月２３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

ガラス細工＆とんぼ玉教室

■時１１月２３日抄・２４日掌午前１０時～午
後３時

■内ガラスビーズ・とんぼ玉作り、と
んぼ玉のストラップ・ネックレス
作り

■講杉浦英津子氏（がらすあそびKER
え つ こ

Y主宰）
■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１１月２３日抄～２５日捷・３０日松～１２
月２日捷午前１０時～午後３時（１１
月３０日松、１２月１日掌は午後６時
まで）

■内クリスマスにぴったりのジンジャ
ークッキーを焼こう

■￥７００円

手作りパン教室「アップルパイ＆動
物あんパン」
■時１１月３０日松、１２月１日掌午後１時・
２時３０分

■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

３Ｄカードクラフト教室
■時１２月１日掌午前１０時～午後３時
■内立体のクリスマスカード作り
■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

安城産のそば粉でそばうち教室
■時１２月２０日晶午後２時・５時
■講石川正男氏

まさ お

（農事組合法人耕福）
こう ふく

■定各１２人（先着順）
■￥１２００円
■申１１月２０日昌午前９時３０分から同ク
ラブハウスへ

冬休み特別企画「和菓子を作ろう」
■時１２月２４日昇午後２時
■内サンタやトナカイなどの形の和菓
子作り

■講清水崇司氏（両口屋菓匠）
たか し

■定２０人（先着順）
■￥１５００円
■申１１月２０日昌午前９時３０分から同ク
ラブハウスへ

■他入園料別途。都合により日程変更あり。詳細は問い合わせてください
■場■問同クラブハウス（緯〈９２〉７１１２）

ととんぼとんぼ玉玉

アアップルパアップルパイイ

動物あんパ動物あんパンン

３Ｄカー３Ｄカードド

ジンジャークッキジンジャークッキーー

そばうち教そばうち教室室

ンパークの展示会デ

■￥入園料
■場■問デンパーク（緯〈９２〉７１１１）
スヌーピーの小さな幸せ探し展
■時１１月１６日松～来年１月１３日抄

■内スヌーピーの世界観「Happinessis
（幸せとは）勝」を、五感で体感でき
る特別展。グッズの販売もあり
写真展「わたしたちのデンパーク２０１３」
■時１１月２７日昌～１２月９日捷

■内デンパークの四季を撮影した作品約
１４０点を展示

デデンパーデンパークク

昭林公民昭林公民館館

■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
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道メーター検針員水
■内勤務日獅来年２月以降で、検針月の
１日～１０日 募集地区獅二本木町・
井杭山町・桜井町 賃金獅メーター
１個につき６４円 選考施面接

■対市内在住の人
■定１人
■申１２月５日昭までの午前８時３０分～午
後５時１５分（松掌抄を除く）に、写真
付きの履歴書を持って水道業務課へ
（緯〈７１〉２２４９）へ

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、ほほえみダ
ンス、田中道代、二本木公民館利用者、
匿名
市役所関係
小森義史、匿名

祉への善意・寄付
ありがとうございます

福

ンパークのパート・アル
バイト

デ

■内講座スタッフ（体験教室の準備・運
営） 勤務日時獅午前９時～午後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

■定３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

一一緒に働きま一緒に働きませせんかんか

１２月４日昌～１０日昇は人権週間です。
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～
■時１２月１０日昇午前１０時～正午、午後１
時～３時
※通常の人権相談は、毎月第２・４
昇午後１時～４時に開催。本紙２０ペ
ージおよび毎月１５日号の相談窓口の
ページに掲載。

■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

■他人権擁護委員は各中学校区で選出し、
人権相談や啓発活動をしています
人権擁護委員（敬称略）獅鈴木治雄

はる お

（篠目町）、篠田千代子（東栄町）、榊原
しの だ ち よ こ

真由美（東明町）、山口俊雄（池浦町）、
ま ゆ み とし お

岩月浩治（野寺町）、杉浦智之（城ヶ入
こう じ とも ゆき

町）、神本マミ（榎前町）、白谷隆子（城
しら や たか こ

南町）
■問市民課相談室（緯〈７１〉２２２２）

１０月分から手当額が下記のとおり変
更となりました。現在の支給者へ、変
更後の金額の新しい証書を送付しまの
で、ご確認ください。
１２月の支給分は、８・９月分は変更
前、１０月以降は変更後の金額です。
■内９月までの金額諮全額支給施４万１４
３０円 一部停止施９７８０～４万１４２０円
１０月からの金額諮全額支給施４万１１
４０円 一部停止施９７１０～４万１１３０円

■問子育て支援課（緯〈７１〉２２２９）

童扶養手当の支給額が変
更されました

児

どもの味方「こども１１０番
の家」にご協力を

子

子どもたちの安全を確保し、犯罪に
巻き込まれないようにするには、地域
の協力が必要です。
「こども１１０番の家」は、子どもが身
の危険を感じたときの駆け込み先です。
緊急一時保護をし、１１０番通報や保護
者、学校へ連絡をします。現在市内に
は１０２１カ所ありますが、これだけでは
不十分です。
「こども１１０番の家」の新規設置にご
協力ください。
■内支給品施旗またはプレート 設置期
間施できる期間で何年でも可

■他普段どおりの生活の中で、万一子ど
もたちが駆け込んできたら、保護し
てください。また、地域で不審者や
いじめ、けんかなどを発見した場合
は、すぐに最寄りの学校、警察に連
絡をしてください

■問青少年の家（緯〈７６〉３４３２）

納期限は１２月２日捷です。１１月中旬
に県から納付書を送付しますので、最
寄りの金融機関やコンビニエンススト
ア（納付金額が３０万円を超えるものを
除く）、県税事務所で納付してください。
なお、Pay-easy（ペイジー）に対応

しているインターネットバンキングや
ＡＴＭでも納付できます。（領収書はゆ
うちょ銀行を除く金融機関のみで発行）
■問県西三河県税事務所（岡崎市／緯０
５６４〈２７〉２７１３）、市市民税課（緯〈７１〉２２
１４）
納税には便利な口座振替を
納税には便利で安全な口座振替の制
度があります。口座を開設している金
融機関の窓口で手続きをしてください。

人事業税第２期分の納税
をお忘れなく

個福祉センター夜間管理人
臨時職員

市

■内勤務日時諮次の①～③の交代勤務
①獅昇～松午後５時～９時３０分、②
施掌抄午前８時３０分～午後５時１５分、
③施承午前８時３０分～午後５時１５分
または午後５時～９時３０分 賃金獅

時給８２０円、通勤割増１日２００円 雇
用期間獅来年４月１日昇～平成２７年
３月３１日昇（平成２７年４月以降も更
新あり） 選考施面接（１２月１８日昌・
１９日昭）

■定７人
■申１１月２９日晶～１２月１３日晶午前９時～
午後５時（掌捷を除く）に申込書を持
って、市社会福祉協議会（緯〈７７〉２９４
１）へ
※申込書は同協議会・同協議会ウェ
ブサイトで配布。

設人権相談所を開設特

木事業の要望を受け付け土
１２月中旬までに、来年度の土木事業
要望書の取りまとめを各町内会にお願
いしています。近隣で土木事業に関す
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）


