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■特別図書整理のため中央図書館
を休館します
■時１２月１日捷～５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

暫予約には同館ウェブサイトや公民
館図書室などを利用してください

暫返却は同館の返却ポストを利用し
てください（ＣＤ・ＤＶＤを除く）

暫１１月１８日昇～３０日掌は同館のみ貸
出期間を３週間に延長します

■郷土の美術展
■時１１月１８日昇～３０日掌午前９時～午
後７時（松掌抄承は午後５時まで）

■内郷土ゆかりの作家の作品を展示

１日捷～５日晶・８日捷・１５日捷・
２２日捷・２９日捷～３１日昌

中央図書館（緯〈７６〉６１１１）

１２月の休館日

中央図書館の携帯電話
用ウェブサイトへ葛葛

お知らせ

※対象年齢は目安です。

１２月６日松午後
３時

おはなしレストラ
ン（小学生以上）

１２月９日昇・１６
日昇午前１０時３０
分

えほんとわらべう
たの会（０～２歳）

１２月１０日昌午前
１０時３０分

おはなしたまてば
こ（１～５歳）

１２月１１日昭午前
１０時３０分

おはなしゆりかご
（０～２歳）

１２月１３日松午後
２時

おはなしえがお（３
歳～小学３年生）

１２月１８日昭午前
１０時３０分

いないいないばあ
（１～５歳）

１２月１９日晶午前
１０時３０分

このゆびと～まれ
（０～２歳）

１２月２１日掌午後
２時

かみしばいの会（３
歳～小学３年生）

１２月２４日昌午前
１０時３０分

おはなしまあだ（１
～５歳）

１２月２６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２７日松午前
１１時

大人のための絵本
朗読会（一般）

おはなし会

図書館のおすすめ本コーナ
ー「誰もが働ける社会」
■時１１月１５日松～３０日掌午前９時～午後
７時（１７日捷を除く、松掌抄承は午
後５時まで）

■内本紙掲載の特集『「働きたい」を実現
するために』にちなみ、企業経営や
職業訓練など、障害者の雇用につい
ての本を展示

■場■問中央図書館（緯〈７６〉６１１１）

図書館友の会「みんなのひ
ろば」
■時■内１１月２３日抄諮ぬり絵・折り紙獅午
前１０時～１１時３０分 マジックショー
獅午前１１時３０分～正午、午後１時３０
分～２時 アニメ映画会「かもさん
おとおり」「すばらしいとき」「沖釣り
漁師のバート・ダウじいさん」獅午
後２時～２時４０分

■場■問中央図書館（緯〈７６〉６１１１）

初めてのスマートフォン講
座
■時１２月１２日晶午前１０時～正午
■場勤労福祉会館
■内スマートフォンを使った操作方法の
説明やアプリの紹介

■定３０人（先着順）
■￥９００円
■持筆記用具（操作用機器や教材は貸し
出します）

■申１１月２０日昭～１２月１０日昌午前９時～
午後９時（掌抄承を除く）に、電話で
勤労福祉会館（緯〈７６〉２９０２）へ

■問市商工課（緯〈７１〉２２３５）

■場環境学習センターエコきち
■申１１月２０日昭～各講座開催日３日前ま
での午前９時～午後９時（昌を除く）
に、講座名・住所・氏名・年齢・電
話番号・参加人数を電話かファクス
で環境学習センターエコきち（☎・
胃〈７６〉７１４８）へ

布ぞうりづくり
■時１２月６日松・１４日掌午前１０時～１１時
３０分（全２回）

■対両日に参加でき
る１５歳以上（中
学生を除く）

■￥５００円
■定８人（先着順）
秋葉公園の落ち枝でオブジェをつくろ
う
■時１２月７日掌午前１０時～１１時３０分
■講古居敬子氏（環境アドバイザー）

けい こ

■対４歳以上（未就学児は保護者同伴）
■定１０人（先着順）
自然発見！１２月の秋葉公園
■時１２月１３日松午前１０時～１１時３０分
■内秋葉公園を親子で歩いて季節の木々
や自然の移り変わりを感じよう

■講稲垣英夫氏
ひで お

■対４歳以上（未就学児は保護者同伴）
■定２０人（先着順）

エコきちの環境学習講座

■内掲載期間獅来年４月～平成２８年３
月 広告枠獅２０枠 掲載料最低提
示額獅２４０万円（消費税などを含む）

■対県内に本・支店などがあり、市税・
使用料の滞納がないことなど

■定１者（応募者多数の場合、提示額
の高い者を選定）

■申１１月１７日捷～２８日晶午前８時３０分

～午後５時１５分（松掌抄承を除く）
に、申込書などを持参か郵送（必
着）で秘書課広報広聴係（〒４４６－
８５０１住所記載不要／緯〈７１〉２２０２）
へ
※申込書・募集要項は同係・市公
式ウェブサイトで配布。

今までの論語への見方が変わる、あ
なたの知らなかった論語の世界をお話
しします。
■時来年１月１１日掌・２５日掌、２月８日
掌午後２時～４時（全３回）

■場中央図書館
■講呉智英氏（評論家）

くれ とも ふさ

■定５０人（定員を超えた
場合は、安城市民を
優先した上で抽選）

■￥９７２円
※『論語』（金谷

かな や

治著／岩波文庫）を持
おさむ

参する人は不要。
■申１１月２０日昭～１２月１０日昌（休館日を
除く）に、氏名・住所・電話番号を
直接か電話・郵送（消印有効）・ファ
クス・Ｅメールで中央図書館（〒４４６
－００４３城南町２－１０－３／緯〈７６〉６１
１１／胃〈７７〉６０６６／tosyo@city.anj
o.aichi.jp）へ

古典講座「人生を悠々と生
きるための論語」

呉呉呉氏氏

■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

雅 広報あんじょう 2014.11.15

■対■時■場乳幼児親子諮２日昇・１６日昇獅

南部公民館 ３日昌・１７日昌獅東部
公民館 ５日晶・１９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）

１２月の移動児童館

■時１２月１３日松午後２時～３時３０分
■内安城音楽協会会員による演奏 出演
獅田中こず恵

え

（三味線）、榊原裕美（電
ゆ み

子オルガン）、鈴木俊也（テノール）
とし や

演目獅真っ赤な太陽、東京ブギウギ
ほか

■定１５９人（１１月２９日
松午前９時から、
同館で整理券を
配布）

■他未就学児は入場不可
■場■問昭林公民館（緯〈７７〉６６８８）

昭林コンサート

■時来年１月１８日掌午後２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子
■定３０人（先着順）
■￥１人１１００円（３歳以下は無料）
■申１１月３０日掌～１２月１４日掌に、参加者
の氏名・住所・電話番号をファクス
で市母子福祉会成島清美さん（胃・

なり しま きよ み

緯〈９９〉６５５４）へ
※１１月３０日午前８時～正午のみ、電
話でも申し込み可。

■問子育て支援課（緯〈７１〉２２２９）

ひとり親家庭ボウリング大
会

■時１１月２９日松午前９時～正午
■場でんまぁと安城西部（福釜町）・ＪＡあ
いち中央安城西支店（同）

■内バターやサラダ作り体験、ニンジン
ジュースの試飲、米の食べ比べ、農
業機械の展示など

■問西三河農林水産事務所農業改良普及
課（緯〈７６〉２４００）、市農務課（緯〈７１〉２２
３３）

碧海農業フェスティバル

費用定員対象とき講座名

２４５０円２０組幼児とそ
の保護者

１月１１日掌・１８日掌・２５日掌、２月１日掌
午後１時～１時５０分（全４回）親子水泳

各
４６００円

２０人４歳～未
就学児

１月１４日昌・２１日昌・２８日昌、２月１８日昌・
２５日昌、３月４日昌・１１日昌・１８日昌午後４
時～４時５０分（全８回）

幼児スイミン
グ

各３０人

小学１～
３年生

１月１１日掌・１８日掌・２５日掌、２月１日掌・
２２日掌、３月１日掌・８日掌・１５日掌午後
２時～２時５０分（全８回）

掌

児童スイ
ミング １月１６日晶・２３日晶・３０日晶、２月２０日晶・

２７日晶、３月６日晶・１３日晶・２０日晶午後
４時～４時５０分（全８回）

晶

１８歳以上
の女性

１月１３日昇・２０日昇・２７日昇、２月１７日昇・
２４日昇、３月３日昇・１０日昇・１７日昇午後
１時～１時５０分（全８回）

昇

ゆったり
スイム １月１５日昭・２２日昭・２９日昭、２月１９日昭・

２６日昭、３月５日昭・１２日昭・１９日昭午後
１時～１時５０分（全８回）

昭

各４０人

１月１３日昇・２０日昇・２７日昇、２月１７日昇・
２４日昇、３月３日昇・１０日昇・１７日昇午前
１１時～１１時５０分（全８回）

昇

アクアビ
クス １月１６日晶・２３日晶・３０日晶、２月２０日晶・

２７日晶、３月６日晶・１３日晶・２０日晶午後
１時～１時５０分（全８回）

晶

■場■問マーメイドパレス（緯〈９２〉７３５１）
■内■時■対■定■￥下表のとおり
■申１１月２０日昭～３０日掌午前１０時～午後７時３０分に、直接マーメイドパレスへ
※定員を超えた場合は、マーメイドパレスの教室を未受講の人を優先した上で
１２月２日昇に公開代理抽選。定員に満たない講座は追加募集あり。

■時２日昇・３日昌・５日晶・９日昇～
１３日松・１６日昇～１９日晶午後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）

１２月の土器づくり教室

水泳教室

１００日間ダイエットチャレ
ンジ
あいち健康マイレージ事業協働事業
として開催。達成者に県内の協力店で
サービスや特典が受けられる「あいち
健康づくり応援カード！～ＭｙＣａ～」

マイ カ

を交付します。
■内１２月１８日昭～来年３月２７日晶の１００
日間、各自で毎日体重を測定。ダイ
エット情報や講座の紹介もあり

■対市内在住・在勤の１８歳以上で、ＢＭ
Ｉが２３以上あり、やせたいと思って
いる人

■申１１月２１日晶～１２月２日昇午前８時３０
分～午後５時１５分（松掌抄承を除く）
に、持参・郵送（必着）・ファクス獅

申込書を市保健センター（〒４４６－００
４５横山町下毛賀知１０６－１／胃〈７７〉１１
０３）へ 電子申請獅市公式ウェブサ
イト「１００日間ダイエットチャレンジ」
のページから申請
※申請書は同センター・市公式ウェ
ブサイトで配布。

■問市保健センター（緯〈７６〉１１３３）

丈山苑ミュージックベルコ
ンサート
■時１２月１３日松午後２時～３時
■内ミュージックサークル「アンダンテ」
による演奏

■￥入苑料（中学生以下無料）
■場■問丈山苑（緯〈９２〉７７８０）

アアンダンアンダンテテ

親子遊びを楽しみましょ親子遊びを楽しみましょうう



■時来年１月２０日昇～２５日掌

■場県美術館（名古屋市東区）
■内県内在住・在勤者による、日本画・
洋画・書道・写真の作品を展示

■他１１月２８日晶まで作品を募集していま
す。詳細は、（公財）県労働協会ウェ
ブサイトをご覧ください

■問（公財）県労働協会事業課労働教育グ
ループ（緯０５２〈４８５〉７１５４）、市商工課
（緯〈７１〉２２３５）

県勤労者美術展

■場■問堀内公園（緯〈９９〉５９４７）
堀内公園へ電車にのって遊びにいこ
う
■時１２月２８日掌まで（休園日を除く）
■内名鉄堀内公園駅を利用し、帰りの
切符（定期券は不可）を持参した人
に、２００円分の有料遊具利用券を
進呈

文字探しラリー
■時１１月２２日松～２４日承

■内４つの有料遊具に乗って隠された
文字を探す。抽選で景品を進呈

■対３歳～小学生（未就学児は保護者
同伴）

■定各１００人（当日先着順）
■￥各有料遊具利用料
落ち葉プールＤＥ宝探し
■時１１月２９日松午後２時・３時（雨天
の場合は３０日掌に順延）

■内落ち葉プールに隠してあるカラー
ボールを探そう

■対小学生以上
フラエクササイズ
■時１２月１日捷・１５日捷午前１０時～１０
時５０分

■内フラダンスを取り入れたエクササ
イズ運動

■対１８歳以上
■定各２０人（先着順）
■持運動ができる服装・タオル
■申１１月２０日昭～３０日掌午前９時～午
後４時３０分（休園日を除く）に、直
接か電話で同園へ

■時１２月７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、職業・ものづくり体
験など

■問安城商工会議所（緯〈７６〉５１７５）、市商
工課（緯〈７１〉２２３５）

安城元気フェスタ

デコクレイ花の小物づくり
■時１２月５日晶午前１０時～正午
■内デコクレイ粘土を使った小物作り
■講飯田恵美氏（デコクレイアカデミ

めぐ み

ー講師）
■対１８歳以上
■定１０人（先着順）
■￥５００円
■申１１月２０日昭～１２月４日昭午前９時
～午後４時３０分（休園日を除く）に、
直接か電話で同園へ
ミニクリスマスリースを作ろう
■時１２月６日松・７日掌午前１０時～午
後３時

■対小学生以下
■定各３０人（当日先着順）
ノルディックウォーキング＆棒ビク
ス体験会
■時１２月１３日松諮①ノルディックウォ
ーキング獅午前９時３０分～１０時３０
分 ②棒ビクス獅午前１１時～正午

■内①獅ポールの使い方・歩き方
②獅肩こり・腰痛予防体操

■対１８歳以上
■定①獅４０人 ②獅２０人
■￥器具レンタル代各５００円。両方レ
ンタルする人は８００円、持参する
人は無料

■持運動ができる服装・靴、飲み物
■申１１月２０日昭～１２月１２日晶午前９時
～午後４時３０分（休園日を除く）に、
直接か電話で同園へ

デンパーククラブハウスの
体験教室
■場■問デンパーククラブハウス（緯〈９２〉７
１１２）

■他入園料別途。都合により変更あり。
詳細は問い合わせてください
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２９日松～１２月１日捷・６日松～
８日捷午前１０時～午後３時（松掌は
午後６時まで）

■内自由に型抜きをしてクッキー作り。
冬限定のジンジャー味もあり

■￥７５０円
手作りパン教室「デニッシュパン＆動
物あんパン」
■時１２月６日松午
後１時・２時
３０分

■定各１８人（先着
順）

■￥５５０円
■申当日午前９時
３０分から、直接か電話で同クラブハ
ウスへ
３Ｄカードクラフト教室
■時１２月６日松・７日掌午前１０時～午後
３時

■内立体クラフトでクリスマスカード作
り

■定各５０人（当日先着順）
■￥４００円
地元の野菜を使ってつくるヘルシー料
理教室
■時１２月１９日晶午前１０時～午後０時３０分
■内柿なますや雑煮など、野菜をたくさ
ん使った料理作り

■講入山竜彦氏
いり やま たつ ひこ

■定１０人（先着順）
■￥１５００円
■持エプロン・手拭きタオル・箸
■申１１月２０日昭午前９時３０分から、直接
か電話で同クラブハウスへ

■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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■時１２月６日松正午～午後４時
■場市民会館
■内障害福祉サービスを提供している事
業所の活動紹介や福祉製品の販売、
こども作品展、講演会など

■問障害福祉課（緯〈７１〉２２５９）

あんぷくまつり

ススポーツ教スポーツ教室室

昨年の様昨年の様子子

碧海信用金庫本店前会場（御幸本町）
■時１１月２２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）

ＪＲ安城駅南側ホコ天会場（御幸本町）
■時１１月２２日松午前１０時～午後２時
■内縁日コーナー、謎解きラリー、手作
り品・地元産野菜・特産物の販売、
商店街アイドル「看板娘。」ステージ、
きーぼーのお楽しみ抽選会。きーぼ
ーショップミニでは、限定きーぼー
グッズを販売

■問叙安城スタイル（緯〈７３〉９５１１）、商工
課（緯〈７１〉２２３５）

あんくるバス乗車券をプレゼント
各会場で買い物をした人に、当日と

１２月のホコ天きーぼー市開催日に利用
できる乗車券を各１枚進呈。
■問都市計画課（緯〈７１〉２２４３）

プラネタリウム１２月の生解
説
■時双子座流星群獅６日松・７日掌午後
１時３０分・３時 トナカイ座を探そ
う獅２０日松・２１日掌・２３日抄・２７日
松・２８日掌午後１時３０分・３時（２０
日・２１日は午後１時３０分のみ）

■￥５０円（団体は４０円、中学生以下無料）
■他１２月１３日松・１４
日掌は「こども
のまち・ドリー
ムタウン」開催
のため、プラネ
タリウムを休止します

■場■問文化センター（緯〈７６〉１５１５）

グラウンドの水はけなどを改善する
ため、期間中は利用できません。
■時１２月１５日捷～来年３月３１日昇（予定）
■場市野球場Ａ・Ｂ・Ｃ
■問市体育館（緯〈７５〉３５３５）

市野球場の改修工事

団体での体育施設利用者登
録の更新
体育施設を利用する団体の登録基準
変更に伴い、登録の更新が必要となり
ます。次のとおり申請してください。
■対現在利用者登録があり、来年３月１
日掌以降も登録を希望する団体

■申１２月４日昭～来年２月２８日松午前９
時～午後５時（休館日を除く）に、申
込用紙を持って市体育館またはスポ
ーツセンター、南部公民館へ
※申込用紙は市体育館・市公式ウェ
ブサイトで配布。

■問市体育館（緯〈７５〉３５３５）

■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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今月のホコ天きーぼー市

■時捷～晶午前９時～午後５時３０分（松

掌抄承・年末年始を除く）
■場西三河県民事務所（岡崎市明大寺本
町）

■内解雇、賃金、退職金、労働時間、労
働条件など労働問題全般について、
来所か電話で相談できます 専用電
話獅緯０５６４〈２６〉６１００

■問西三河県民事務所産業労働課（緯０５６
４〈２７〉２７８２）、市商工課（緯〈７１〉２２３５）

労働相談

安城市民手帳、安城の統計を販売安城市民手帳、安城の統計を販売

■時発売日獅１２月２日昇

２０１５安城市民手帳
■内大きさ約１４尺×９尺、公共施設利
用案内などを掲載した別冊「市政
と暮らしのしおり」と鉛筆付き

■￥３９０円
■場■問秘書課広報広聴係（緯〈７１〉２２０２）

２０１４年版安城の統計
■内Ａ４サイズ、本市の最新の統計を
網羅

■￥２００円
■場■問経営管理課（緯〈７１〉２２０５）

個人事業税第２期の納期は
１２月1日捷

１１月中旬に県から納付書が送付され
ます。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。
■問西三河県税事務所（緯０５６４〈２７〉２７１３）、
市市民税課（緯〈７１〉２２１４）

■場■問マーメイドパレス（緯〈９２〉７３５１）
ＢＩＮＧＯ大会
■時１１月２３日抄午後２時
■内ビンゴになった人にプール利用券を
進呈

■対プール利用者
■定１００人（当日先着順）
■他開始１０分前から造波プールにて、参
加する本人にのみビンゴカードを配
布

文字探しラリー
■時１１月２４日承午前１０時
■内プールに隠された文字を探して、キ
ーワードを完成させよう。正解者に
お菓子を進呈

■対中学生以下
■定５０人（当日先着順）
マーメイドパレスの休館
設備改修のため休館します。

■時１２月１日捷～２３日抄

マーメイドパレスの催し

新新鮮な野菜を販売していま新鮮な野菜を販売していますす

ホコ天を楽しもホコ天を楽しもうう


