
情
報
Ｂ
Ｏ
Ｘ

市
役
所
代
表
☎〈
76
〉1
1
1
1
／
Ｆ
Ａ
Ｘ〈
76
〉1
1
1
2

■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
木工ペイント教室
■時１月１１日松～１３日抄午前１０時～午後
３時

■定各５０人（当日先着順）
■￥５００円から
愛知県産米粉のクッキーファクトリー
■時１月１１日松～１３日抄・１８日松～２０日
捷午前１０時～午後３時

■￥７００円
新春いちご大福教室
■時１月１１日松～１３日抄午前１１時、午後
１時・２時３０分(１２日は午後1時・
２時３０分のみ）

■定各１６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
デニッシュパンと動物あんパン教室
■時１月１１日松～１３日抄・１９日掌午後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
クリスマスローズを使った寄せ植え
■時２月１４日晶午前１０時
■講野正美保子氏（ＲＨＳＪコンテナガ

の まさ み ほ こ

ーデニングマスター）
■定２０人（先着順）
■￥３５００円
■申１月５日掌～３１日晶午前９時３０分～
午後５時（休園日を除く）に同クラブ
ハウスへ

フォトマスターＥＸによる写真講座
「レンズの知識」
■時２月１４日晶・２８日晶午前１０時（全２
回）

■講鶴田郁夫氏（フォトマスターＥＸ）
いく お

■定２０人（先着順）
■￥２３００円
■申１月５日掌午前９時３０分から同クラ
ブハウスへ

芽

■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。
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育て支援センターの講座子
■申１月１６日昭午前９時から市子育て支
援センター（あんぱ～く内／緯〈７２〉
２３１７）へ
※１人１講座まで。

子育て何でも相談広場「絵本が結ぶ親
と子のつながり」
■時２月６日昭午前１０時～１１時３０分
■対乳幼児とその保護者
■定２０組（先着順）
育児講習会「遊びを通して意欲を育て
る」
■時２月１４日晶午前１０時～１１時３０分
■講藤田篤氏

あつし

■対乳幼児の保護者
■定３５人（先着順）
■他別室託児あり
親子遊び講習会「わらべうた遊び」
■時３月１０日捷午前１０時～１１時３０分
■講安藤安代氏

やす よ

■対２カ月～１人立ちする前の子とその
保護者

■定２５組（先着順）

シルバーカレッジ１７期生・
ＯＢ作品展

市

■場■問文化センター（緯〈７６〉１５１５）
１７期生作品展
■時１月１０日晶～１２日掌午前９時３０分～
午後４時（１２日は午後３時３０分まで）

ＯＢ作品展
■時１月１７日晶～１９日掌午前９時３０分～
午後４時（１９日は午後３時３０分まで）

育て支援センターの講座子 育て支援センターの講座子 内公園の催し堀
■場■問堀内公園（緯〈９９〉５９４７）
お得な回数券販売
■時１月７日昇～３１日晶（休園日を除く）
■内回数券１冊の購入につき、有料遊具
利用券２枚を進呈
模擬店
■時１月１１日松・１２日掌午前１０時～午後
３時（景品が無くなり次第終了）

■内輪投げなど
■対小学生以下
■￥各１００円
新春「どでか！かるた大会」
■時１月１３日抄午後２時・３時
■内堀内公園にちなんだ内容のかるた
■対小学生以下
■定各２０人（当日先着順）
大人向け講座「花の小物作り」
■時１月１７日晶午前１０時～正午
■内デコクレイ粘土による小物作り
■講飯田恵美氏（デコクレイアカデミー

めぐ み

講師）
■対１８歳以上の人
■定１０人（先着順）
■￥５００円
■申１月７日昇～１６日昭午前９時～午後
４時３０分（１４日昇を除く）に堀内公園
へ

もちつき体験＆振る舞いもち
■時１月１８日松午前１０時３０分（雨天の場
合は１９日掌に順延）

■内もちつき体験と、つきたてもちの振
る舞い

■対もちつき体験のみ小学生以下
■定もちつき体験施２０人 振る舞いもち
施２００人（いずれも当日先着順）

■他もちつき体験は、１０分前から整理券
を配布

ノルディックウォーキング＆棒ビクス
体験会
■時１月１８日松 陰ノルディックウォー
キング施午前９時３０分～１０時３０分
隠棒ビクス施午前１１時～正午

■対１８歳以上の人
■定陰施４０人 隠施２０人（いずれも先着
順）

■￥各５００円（両方
申し込む人は
８００円。専用
の用具を持参
する人は無料）

■申１月７日昇～
１７日晶午前９
時～午後４時
３０分（１４日昇

を除く）に堀内公園へ

■時１月２２日昌～２月３日捷午前９時３０
分～午後４時３０分（昇を除く）

■内写真講座受講生が園内で撮影した写
真を展示

■場■問デンパーク（緯〈９２〉７１１１）

季やさしい写真講座生徒
作品展

秋

春～箏
そう

曲の調べ～
きょく

新
■時１月５日掌午前１０時３０分～１１時３０分
■内曲目施さらし風手事、

ふう て ごと

五段
ご だん

砧、さく
ぎぬた

らなど 出演施川角美都理
み ど り

、清水裕
ゆう

貴、
き

安城学園高等学校箏
そう

曲部
きょく

■場■問安祥閣（緯〈７４〉３３３３）

安安祥安祥閣閣

昨年の作品展の様昨年の作品展の様子子

棒ビク棒ビクスス

いちご大いちご大福福

ンパーククラブハウスの
体験教室
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期子ども日本語教室冬

命講習会救
安城・碧南・刈谷・知立・高浜市在
住・在勤・在学の人はどの会場でも受
講可能。
■定各２０人（先着順）
■問衣浦東部広域連合消防局消防課（緯

〈６３〉０１３５）
普通救命講習Ⅲ
■時１月１８日松午前９時～正午
■場碧南消防署
■内小児・乳児・新生児の心肺蘇生法、

そ せい

ひきつけ、のどに異物が詰まった時
の処置

■申１月５日掌午前９時から同署（緯〈４１〉
２６２５）へ

普通救命講習Ⅰ
■時１月１９日掌午前９時～正午
■場安城消防署
■内心肺蘇生法、ＡＥＤ使用法、止血法
■申１月５日掌午前９時から同署（緯〈７５〉
２４９４）へ
応急手当普及員再講習
■時１月２６日掌午前９時～正午
■場刈谷消防署
■内応急手当指導技能の維持、向上
■対普及員の資格を有し、認定日から３
年目を迎える企業団体の人

■申１月５日掌午前９時から同署（緯〈２３〉
１２９９）へ

■時２月７日晶・１４日晶・２１日晶・２８日
晶午後１時３０分～２時３０分（全４回）

■場市スポーツセンター
■内体調の改善を図るリンパ・呼吸法・
歩き方など（高齢者向け）

■対１８歳以上の人
■定２０人（先着順）
■￥施設使用料
■持運動のできる服装・タオル・室内シ
ューズ・飲み物（ペットボトル）

■申１月７日昇～２月６日昭午前９時～
午後８時（捷を除く）に市スポーツセ
ンター（緯〈７５〉３５４５）へ

調改善運動体

■時１月２４日晶～２６日掌午前９時３０分～
午後４時３０分

■場文化センター
■内市内小・中学生の実験観察研究およ
び発明・工夫の作品と、市内小・中
学校特別支援学級および安城養護学
校・幼稚園の作品約２５００点を展示
※２５日・２６日午前１０時・１１時３０分、
午後１時３０分・３時に、優秀作品の
説明会あり。

■他公共交通機関を利用するか、自家用
車の乗り合わせでご来場ください

■問市教育センター（緯〈７５〉１０１０）

育合同展、市小中学生科学
賞作品展「かがくのひろば」

教

史博物館の催し歴
■場■問歴史博物館（緯〈７７〉６６５５）
三河万歳公演
■時１月５日掌午後２時～３時
■内新春招

しょう

福の初舞 出演施安城の三河
ふく はつまい

万歳保存会
歴博講座
■時１月１１日松午後２時～３時３０分
■内家康の従姉妹「妙

みょう

玄尼」
げん に

歴歴史博物歴史博物館館

いざという時のために受講しましょいざという時のために受講しましょうう
各学校などの優秀作品を展示しま各学校などの優秀作品を展示しますす

■時２月２日掌～３月１６日掌の毎週掌午
前１０時～１１時３０分（全７回）

■場市民会館
■内学校や日常生活で必要な日本語学習
■対市内の小学校に通う外国籍の児童
（外国にルーツ
を持つ子を含む）

■定１５人（定員を超
えた場合は抽選）

■￥３５０円
■他会場まで保護者が送迎をしてくださ
い。日本語を教えるボランティアも
募集しています

■申１月６日捷～２２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

丁寧に指導しま丁寧に指導しますす

■時■場陰一般の部施２月１５日松／白馬五
竜スキー場（長野県） 隠少年の部施

３月２日掌／ひだ舟山スノーリゾー
トアルコピア（岐阜県）

■内陰施個人大回転、団体大回転 隠施

個人大回転
■対市内在住・在勤・在学のアマチュア
競技者
※団体は男性４人、女性１人で構成。
※少年の部は、保護者同伴またはク
ラブ責任者同伴の小・中学生。

■￥１５０円（保険料）
■申保険料を持って直接陰施１月７日昇

～２４日晶 隠施１月７日昇～２月７
日晶に和田スポーツ（緯〈９７〉０２７９）へ

■問市体育館（緯〈７５〉３５３５）

城選手権大会冬季スキー
競技会

安

■時１月２４日晶～２６日掌午前９時～午後
５時（２４日は午後１時から、２６日は
午後４時まで。入苑はいずれも３０分
前まで）

■￥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）

山苑盆栽展丈

盆盆栽盆栽展展
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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。

■時１月１２日掌午前９時～正午
■場リサイクルプラザ
■問清掃事業所（緯〈７６〉３０５３）、当日の問
い合わせ（緯０９０〈９８９２〉２９３３）

月の再生家具入札販売今

民健康講座市
■時１月３１日晶午前
１０時～１１時３０分

■場市保健センター
■内お正月太り解
消！実践講座。
楽しく体を動か
して、増えた体
重を減らすきっ
かけ作り

■講高橋千恵子氏（スタジオＤo代表）
ち え こ

■定６０人（先着順）
■他託児あり（要予約、先着１０人）
■申１月７日昇から市保健センター（緯

〈７６〉１１３３）へ

市市保健センタ市保健センターー

■内■時初夢の中に幸福を運んでくる！い
っかくじゅう座施１月４日松・５日
掌・１１日松～１３日抄午後１時３０分・
３時（５日は午後１時３０分のみ） 星
の点と線そして多角形施１月１８日松・
１９日掌・２５日松・２６日掌午後１時３０
分・３時（２６日は午後１時３０分のみ）

■場■問文化センター（緯〈７６〉１５１５）

ラネタリウム生解説プ

■時１月１３日抄、２月１１日抄午前１０時～
１１時３０分

■場刈谷市総合文化センター
■内自衛隊の概要、採用試験について
■問自衛隊愛知地方協力本部安城地域事
務所（緯〈７４〉６８９４）、市行政課（緯〈７１〉
２２０８）

衛隊幹部候補生採用説明
会

自

新春こども無料開放
■時１月４日松・５日掌

■内中学生以下のプール利用料が無料
■他保護者は利用料が必要
プールで文字探しラリー
■時１月５日掌午前１０時
■内プールに隠れた文字を組み合わせて、
キーワードを完成させよう。正解し
た人にお菓子を進呈

■対小学生以下で当日のプール利用者
■定５０人（当日先着順）
■￥施設利用料
ちびっこデー
■時１月１１日松～１３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解放

■他保護者は利用料が必要
おしるこサービス
■時１月１２日掌午後０時３０分から
■定２００人（当日先着順）
もちつき体験会
■時１月１２日掌午後１時・２時
■対小学生以下
■定各２０人（当日先着順）
■他整理券を開始１０分前に配布。ついた
もちは参加者などに配布

平日限定「マーメイドパレス利用料還
元フェア」
■時１月１５日昌～１７日晶・２１日昇～２４日晶

■内くじを引き、当たりが出たらマーメ
イドパレス無料券を進呈

■対期間中のマーメイドパレス利用者
■￥施設利用料
BINGO大会！
■時１月１９日掌午後２時
■内ビンゴになった人にプール無料券を
進呈

■対当日のプール利用者
■定１００人（当日先着順）
■￥施設利用料
■他１０分前から造波プール前でビンゴカ
ードを配布

アロマテラピーにふれよう
■時１月２１日昇午前１０時３０分～１１時３０分
■内精油でオリジナルトリートメントオ
イルを作り、使い方を実践

■講近藤晃己氏（日本アロマ環境協会イ
てる み

ンストラクター）
■対１８歳以上の人
■定１０人（先着順）
■￥１６００円
■他腕を出しやすい服で来てください
■申１月１０日晶午前１０時からマーメイド
パレスへ
フットセラピー体験会
■時１月２２日昌午前１０時３０分～１１時３０分
■対１８歳以上の人
■定１５人（先着順）
■￥５００円
■持動きやすい服装、バスタオル・フェ
イスタオル各２枚

■申１月１０日晶午前１０時からマーメイド
パレスへ
託児あり！トレーニングジム利用会
■時１月２３日昭午前１０時３０分～正午
■定５組（先着順）
■￥施設利用料
■持運動のできる服装・室内シューズ
■他トレーニングジムを初めて利用する
人は、講習会があります

■申１月１０日晶午前１０時からマーメイド
パレスへ
ベビーマッサージ
■時１月２４日晶午前１０時３０分～正午
■講竹本まどか氏
■対生後２カ月～１歳前後の子とその保
護者

■定８組（先着順）
■￥１５００円
■持大きめのバスタオル、水分補給の飲
み物（ミルク・お茶など）

■申１月１０日晶午前１０時からマーメイド
パレスへ

■他オムツの子はプールへの入場不可。小学３年生以下は保護者同伴、保護者１人
につき２人まで可。

■場■問マーメイドパレス（緯〈９２〉７３５１）

ーメイドパレスの催しマ

■場■問マーメイドパレス（緯〈９２〉７３５１）
水中講座
■時１月１５日昌午前１１時～正午
■内■定初級水泳「クロールから始めま
しょう」施２０人 体験アクアビクス
施４０人（いずれも先着順）

■対１８歳以上の人
■￥施設利用料
■他託児あり（６カ月～未就園児、先着
５人）

■申１月７日昇午前１０時からマーメイド
パレスへ
親子水泳教室
■時３月２日掌・９日掌・１６日掌・２３日
掌午後１時～１時５０分（全４回）

■対幼児とその保護者（２人１組）
■定２０組（定員を超えた場合は抽選）
■￥２３００円
■申１月７日昇～１９日掌午前１０時～午後
７時３０分に直接マーメイドパレスへ
※電話予約不可。

ーメイドパレスの講座・
教室

マ

情
報
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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
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月１０日は１１０番の日１
素早い１１０番通報が、事件解決のカギ
■内通報時は、慌てず、落ち着いて話す
のがポイントです。
携帯電話で通報す
る際の注意点施そ
の場で警察官を待
つ。運転中は安全
な場所に停車して
から通報。近くの
目標物を確認してから通報するなど
警察の相談専用電話
１１０番は緊急通報の専用電話です。
相談は、相談専用電話にお願いします。
■時捷～晶午前９時～午後５時（抄・年
末年始を除く）

■内相談専用電話番号施＃９１１０または緯

０５２〈９５３〉９１１０
■他安城警察署でも２４時間受け付けてい
ます。また、愛知県警ウェブサイト
内「よくある警察相談Ｑ＆Ａ」もご覧
ください

■問市民安全課（緯〈７１〉２２１９)、安城警察
署（緯〈７６〉０１１０)

城市広報のフェイスブッ
クを始めました

安

昨年１２月２４日より運用を始めました。
ぜひご覧ください。
※「安城市広報」で検索してください。
■問秘書課広報広聴係（緯〈７１〉２２０２）

１１月３０日までに市社会福祉協議会に
寄せられた義援金は９８７６万４５４０円です。
■問市社会福祉協議会総務課（緯〈７７〉２９４１）
１１月１日～３０日受け付け分／敬称略
株式会社デンソーセールス、アンデン
株式会社、安城生活福祉高等専修学校、
アンデン労働組合、エコネットいけう
ら、募金箱への多数の寄付者

日本大震災義援金
ありがとうございます

東

昨年１２月１６日から県内の産業別最低
賃金が下表のとおり改正されました。
詳しくは、愛知労働局ウェブサイトに
掲載しています。

■問刈谷労働基準監督署（緯〈２１〉４８８５）、
市商工課（緯〈７１〉２２３５）

の特定（産業別）最低賃金
が改正

県

本紙昨年９月１５日号でお知らせした
「西三河都市計画生産緑地地区」を、昨
年１２月２５日付けで変更しました。
■問都市計画課（緯〈７１〉２２４３）

三河都市計画生産緑地地
区を変更

西

償却資産の申告は、地方税ポータル
システムｅＬＴＡＸ（エルタックス）を
使いインターネット経由でも申告でき
ます。ぜひご利用ください。
※詳細はエルタックスウェブサイト
（http://www.eltax.jp/)に掲載。
■問資産税課（緯〈７１〉２２１５）

却資産の申告はインター
ネット利用を

償

１月から県税の還付業務を名古屋東
部県税事務所に集約します。県税還付
金の問い合わせ先および還付請求権譲
渡書類の提出先が同事務所となります。
■問県税務課（緯０５２〈９５４〉６０４７）、市市民
税課（緯〈７１〉２２１４）

月から県税の還付業務体
制が変更に

１

共下水道の事業計画変更
案の縦覧

公

設備の安全点検・換水清掃のためプ
ールを休館します。（アリーナ、トレー
ニングルームは通常営業）
■時２月１日松～１４日晶

■場■問市スポーツセンター（緯〈７５〉３５４５）

ポーツセンターのプール
を休館

ス

ーメイドパレス臨時休館マ
クリーンセンターの設備改修により、
温水や暖房に使う熱源が使用できない
ため休館します。
■時１月２７日捷～２月２８日晶

■場■問マーメイドパレス（緯〈９２〉７３５１）

市市スポーツセンタ市スポーツセンターー

マーメイドパレマーメイドパレスス

通報は慌てず通報は慌てずにに

■時１月６日捷～２０日捷午前８時３０分～
午後５時１５分（松掌抄を除く）

■内市公共下水道の境川処理区における
事業計画変更案を見ることができま
す 変更内容施「下水道（汚水）の整
備予定区域に里町大道および浜屋町
宮西の一部を追加」「下水道（雨水）の
整備計画に二本木小学校調整池・二
本木調整池および作野公民館調整池
を追加」など

■他変更案に意見のある利害関係人は、
縦覧期間に意見の提出ができます

■場■問下水道建設課（緯〈７１〉２２４８）、土木
課（緯〈７１〉２２３９）

時間額業種

８８５円製鉄業、製綱・製綱圧延業、鋼
材製造業

８５８円はん用機械器具、生産用機械器
具、業務用機械器具製造業

８１３円
計量器・測定器・分析機器・試
験機、光学機械器具・レンズ、
時計・同部分品製造業

８２３円
電子部品・デバイス・電子回路、
電気機械器具、情報通信機械器
具製造業

８６３円輸送用機械器具製造業
７９９円各種商品小売業

８４６円
自動車（新車）小売業（従来の自
動車（新車）、自動車部分品・附
属品小売業から分離したもの）
※自動車部分品・附属品小売業は時間額
８００円を据え置き。

保管期間が過ぎた放置自転車の中か
ら、再利用できる自転車を整備点検し、
「安城市放置自転車リサイクル事業取
り扱い店」（下表）で各店２～３台販売
します。

■時１月６日捷から
■問維持管理課（緯〈７１〉２２３７）

所在地電話番号取り扱い店
別郷町〈７６〉８７０３山本自転車店
明治本町〈７６〉３３８７ソウリンサイクル商会
御幸本町〈７６〉２０２４サイクルショップ二藤
安城町〈７２〉１７７６サイクルアシストオオバ

置自転車のリサイクル販
売

放


