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中央図書館（緯〈７６〉６１１１）

※対象年齢は目安です。

３日抄・１７日昇
午前１０時３０分

えほんとわらべうた
の会（０～２歳）

５日昭
午前１０時３０分

おはなしゆりかご
（０～２歳）

６日晶
午前１０時３０分

おはなしポッケ
（０～２歳）

７日松
午後３時

おはなしレストラン
（小学生以上）

１０日昇
午前１０時３０分

えほんのとびら
（０～２歳）

１４日松
午後２時

おはなしどんどん
（３歳～小学３年生）

１５日掌
午後２時

かみしばいの会
（３歳～小学３年生）

１９日昭
午前１０時３０分

いないいないばあ
（１～５歳）

２１日松
午前１０時３０分

南吉朗読ででむし会
（一般）

２５日昌
午前１０時３０分

おはなしまあだ
（１～５歳）

２７日晶
午前１０時３０分

絵本好き集まれ！
おすすめ絵本紹介

２８日松
午前１１時

大人のための絵本朗
読会（一般）

１１月のおはなし会

１１月の休館日
２日捷・９日捷・１６日捷・３０日捷

■内■時■対パソコンお仕事応用（父子可）獅
来年１月・２月の松 調剤薬局事務
獅来年１月・２月の松 ガイドヘル
パー研修（父子可）獅来年１月～３月
の松

■場名古屋市内
■対県内の母子家庭の母・父子家庭の父・
寡婦で、全日程に出席できる人

■定各２０人（定員を超えた場合は抽選）
■￥教材費
■申１０月３０日晶～１１月２０日晶午前８時３０
分～午後５時１５分（松掌抄を除く）に、
直接子育て支援課（緯〈７１〉２２２９）へ
※申込書は同課・市役所西会館職業
相談室・総合福祉センターで配布。

母子家庭等就業支援講習会

■時１１月２０日晶午後７時～８時３０分
■場市民交流センター
■内NPOとはどんなものなのか？／
NPO法人を立ち上げるにはどうす
ればよいのか？／詳しい申請書類作
成のポイント
■講あいちNPO交流プラザ職員
■対NPO法人の設立を考えている人
■定２０人（先着順）
■申１０月２０日昇からの午前９時～午後８
時に、直接か電話で市民交流センタ
ー（緯〈７１〉０６０１）へ

NPO法人設立準備講座丈山苑の催し
■￥入苑料獅１００円（中学生以下無料）
呈茶料獅３００円

■問丈山苑（緯〈９２〉７７８０）
安城七夕親善大使写真撮影会
■時１１月１４日松午前１０時３０分～正午

夜間開苑
■時■内１１月１４日松・１５日掌は午後９時ま
で開苑（入苑は午後８時３０分まで）

紅葉茶会
■時１１月１５日掌午前１０時～午後３時
■他晴天時は野点も有ります

■問堀内公園（緯〈９９〉５９４７）
お得な回数券販売
■時１１月１日掌～３０日捷午前９時～午後
４時３０分（休園日を除く）
■内１０００円分の回数券を購入した人に有
料遊具利用券２枚進呈

わたがし作り体験会
■時１１月１日掌・３日抄午前１０時・１１時、
午後１時（各開始１０分前に整理券を配布）
■対小学生以下
■定各１０人（先着順）
■持汚れても良い服装
さつまいも芋堀り体験会
■時１１月３日抄午前１１時（開始１０分前に
整理券を配布。雨天中止）

■対小学生以下
■定１０人（先着順）
■持汚れても良い服装
赤ちゃんハイハイレース
■時１１月７日松・８日掌午前１０時３０分
（受付は午前１０時１０分。雨天中止）
■内参加者に有料遊具利用券を進呈
■対未歩行の赤ちゃんとその親
■定各４０人（先着順）

堀内公園の催し

■対■時■場乳幼児諮６日晶・２０日晶獅高棚
町公民館 １０日昇・１７日昇獅南部公
民館 １１日昌・１８日昌獅東部公民館
いずれも午前１０時～１１時
■問子育て支援センター（緯〈７２〉２３１７）

１１月の移動児童館

■時■内１日掌・３日抄・７日松・８日掌・
１４日松・１５日掌・２１日松～２３日抄・
２８日松・２９日掌午後１時３０分・３時
獅秋の夜長の星ものがたり
※２２日は午後１時３０分のみ。

■￥５０円（団体４０円、中学生以下無料）
■場■問文化センター（緯〈７６〉１５１５）

プラネタリウム１１月の生解
説

■問マーメイドパレス（緯〈９２〉７３５１）
■￥施設使用料
ジャンケン大会
■時１０月２５日掌午後２時
■内ジャンケンに勝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）
文字探しラリー
■時１１月３日抄午前１０時
■内プールに隠された文字を探して、キ
ーワードを完成した人にお菓子を進呈
■対小学生以下
■定５０人（当日先着順）

マーメイドパレスの催し

中央図書館の携帯電話
用ウェブサイトへ葛葛

読書感想画展
■時１０月２８日昌～１１月１１日昌午前９時
～午後７時（松掌抄は午後５時ま
で、捷を除く）
■内市内小中学校の子どもたちが描い
た読書感想画の優秀作品を展示
大人のためのおはなし会'１５
■時１０月３０日晶午前１０時～１１時１５分
■内言葉、表情、生の声によるストー
リーテリング おはなし獅若返り
の水、医者の薬、三つのねがい他
語り手獅おはなしレストラン
■定５０人（当日先着順）
子どもとえほんを楽しもう
■時１１月４日昌・１１日昌・２５日昌午前
１０時～１１時３０分（全３回）
■内絵本の持つ子育てパワーと、「良い
絵本」の選び方
■対３回受講可能な乳幼児を持つ家族
■定３０人（先着順）
■他託児可（先着１０人、１人１回３００円）
■申１０月２１日昌午前９時から電話で中
央図書館（緯〈７６〉６１１１）へ

催し・お知らせ

■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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■他入園料別途。都合により変更する場合あり。詳細は問い合わせてください
■申申込締切日を記載しているものは、各申込締切日までの午前９時３０分～午
後５時（休園日を除く）に、直接か電話・Ｅメールで、デンパーククラブハ
ウス（緯〈９２〉７１１２／taiken@denpark.jp）へ

コーヒー教室
「基本と淹れ方」を学び、好みの味

い

をより深めることができます。
■時１２月３日昭・１７日昭午前１０時～正
午（全２回）
■講倉橋誠氏（SpecialtyCoffee蒼）

まこと

■定１５人（定員を超えた場合は抽選）
■￥３５００円（２回目講座修了時にお土
産付）
■申申込締切日獅１１月１９日昭

和紅茶講座～和紅茶（国産）を楽しも
う～
■時１２月９日昌午前１０時３０分～正午、
午後１時～２時３０分
■講梅村篤志氏（宮ザキ園茶師）

あつ し

■定各７人（定員を超えた場合は抽選）
■￥各２０００円
■申申込締切日獅１１月２５日昌

愛知県産の米粉をつかった「クッキ
ーファクトリー」
■時１０月２４日松～２６日捷・３１日松～１１
月３日抄午前１０時～午後３時３０分

■￥各７５０円
■申時間内に同クラブハウスへ
手作りパン教室「デニッシュパン＆
動物あんパン」作り
■時１０月２４日松・２５日掌、１１月１日掌・
３日抄午後１時・２時３０分

■定各１８人（先着順）
■￥各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

地元の野菜を使って作るヘルシー料
理教室

■時１１月２０日晶午前１０時～午後０時３０
分
■内献立獅セロリとモロヘイヤのジュ
ース、リンゴとサツマイモのディ
ップ、チキンカチャトゥーラ、カ
ボチャのポタージュ

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

■他詳細は問い合わせてください
■申１０月２１日昌～各講座開催前日の午前
９時～午後４時３０分（休園日を除く）
に、直接か電話で堀内公園（緯〈９９〉５
９４７）へ
大人向け講座「フラエクササイズプロ
グラム」
■時①チャレンジクラス施１１月２日捷・
３０日捷午前１０時～１０時５０分 ②シル
バークラス施１１月４日昌・２５日昌午
前９時３０分～１０時２０分 ③親子フラ
エクササイズ施１１月４日昌・２５日昌

午前１０時３０分～１１時２０分
■対①施１８歳以上 ②施６０歳以上
③施１歳～未就学の子とその母親
■定①施２０人 ②施２０人 ③施１５組 い
ずれも先着順

■持運動のできる服装・タオル。③のみ
必要な人はおんぶ紐

大人向け講座「デコクレイ講座」
■時１１月６日晶・１８日昌・２０日晶午前１０
時～正午

■内デコクレイ粘土を使って小物作り諮

６日施花の小物作り １８日・２０日施

デコスイーツの小物作り
■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
■定各１０人（先着順）
■￥各５００円
ノルディックウォーキング＆棒ビクス
体験会
■時１１月１４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

■対小学生以上
■定①施４０人 ②施２０人 いずれも先着順
■￥器具使用料各５００円。２種類使用す
る場合は８００円、持参する人は無料
※料金は当日支払い。
■持運動しやすく体温調節のできる服装・
靴、飲み物

堀内公園の講座

ココーヒーのある生活をあなたコーヒーのある生活をあなたにに

■時１１月１４日松午後２時～３時３０分
■内曲目獅「ふるさと」、「夕焼け小焼け」、
「パッヘルベルのカノン」、「ディズニ
ーメドレー」他 演奏獅安城音楽協
会の皆さん 鈴木俊也（司会、リコ

とし や

ーダー）、細井敏恵（リコーダー）、永
とし え

田邦雄（リコーダー）、榎本和俊（ギタ
くに お かず とし

ー）、榊原裕美（電子オルガン）
ひろ み

■定１５９人
※未就学児は入場できません。
■他１０月３１日松午前９時から昭林公民館
で整理券を配布

■場■問昭林公民館（緯〈７７〉６６８８）

昭林コンサート デンパークの催し
■問デンパーク（緯〈９２〉７１１１）
秋の山野草展
■時１０月２１日昌～２６日捷午前９時３０分～
午後５時

■内丹精して育てた山野草約１５０点を展
示

愛知県三河菊花展覧会
■時１０月２８日昌～１１月２日捷午前９時３０
分～午後５時

■内競技花と自由花、切り花あわせて約
３５０鉢を展示。見事に仕立てられた
菊を観覧ください
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■場環境学習センターエコきち
■申１０月２０日昇から各開催日の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（緯・
胃〈７６〉７１４８）へ
エコきち環境大学「植物よもやま話」

■時１０月３１日松午前１０時～１１時３０分
■内『安城ホームニュース』で木々や葉っ
ぱ、木の実や草花等植物全般に関し
て連載している講師の話を聞きます

■講稲垣英夫氏
ひで お

■対１８歳以上
■定２０人（先着順、空きがあれば当日参
加可）
葉っぱで小物づくり
■時１１月１日掌午前１０時～１１時３０分
■内もみじ等の葉っぱをラミネートして
小物入れにしよう
■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）
■￥１００円
布ぞうりづくり
■時１１月３日抄・１７日昇午前１０時～１１時
３０分（全２回）
■内布を使ってぞうりをつくろう
■講阿部房子氏他

ふさ こ

■対２回とも参加できる１８歳以上
■定１０人（先着順）
■￥５００円
森の素材で工作
■時１１月８日掌午前１０時～１１時３０分
■内どんぐりやまつぼっくり等の森の素
材を使って楽しい工作をします
■対４歳以上（未就学児は保護者同伴）
■定１０人（先着順）
■￥１００円
牛乳パックでぶんぶんゴマづくり
■時１１月１４日松・２１日松午前１０時～１１時
３０分
■内牛乳パックで笛やコマ、トンボなど
を作って遊ぼう
■対４歳以上（未就学児は保護者同伴）
■定各１０人（先着順）
■￥各１００円

エコきちの体験講座安城市の原始の森ツアーガ
イド
■時１１月８日掌午後１時～４時
■場集合・解散獅市役所西駐車場
■内市の北東部周辺の矢作川流域に今も
残る「原始の森」をバスで巡ります
■定２０人（先着順）
■申１０月２０日昇～２７日昇に、郵便番号・
住所・氏名・生年月日・電話番号・
ファクス番号をファクスでエコネッ
トあんじょう（胃〈５５〉１３１５）へ
■問エコネットあんじょう（緯〈５５〉１３１５）、
環境首都推進課（緯〈７１〉２２０６）

■時①１１月２２日掌午後２時～３時３０分
②１２月６日掌午後２時～４時 ③１２
月２０日掌午後２時～４時（全３回）

■場中央図書館
■内■講①獅わが子と思いっきり遊ぼう／
男性保育士 ②獅わが子の写真をか
わいく撮ろう！／杉浦守久氏（mk*

もり ひさ

nikophotostudio） ③獅わが子
と絵本を読んでみよう！／安藤哲也

てつ や

氏（NPOファザーリング・ジャパン
代表理事）

■対未就学児と男性保護者（原則、子ど
も・保護者各１人）
■定１５組（先着順）
■他託児あり（１人３００円）
■申１０月２５日掌午前９時から電話で中央
図書館（緯〈７６〉６１１１）へ

イクメン応援講座

科学のひとときを過ごしませんか。
■時①１１月２７日晶 ②１２月１８日晶 いず
れも午後６時４５分～８時３０分（全２回）
■場勤労福祉会館
■内■講①獅水素自動車MIRAIに託す未
来／三谷和久氏（トヨタ自動車株式

み たに かず ひさ

会社技術統括部主幹） ②獅まちが
った愛に追われて～生物の分布と繁
殖干渉～／西田佐知子氏（名古屋大

さ ち こ

学准教授）
■対中学生以上
■定６０人（先着順）
■他駐車場がありませんので、隣接の安
城駅西駐車場（有料）に駐車して下さい
■申１０月２２日昭午前９時から電話で中央
図書館（緯〈７６〉６１１１）へ

ナイトサイエンス

■対市内で事業活動を行い、市税を滞
納していない事業者で、中小企業
基本法に規定される中小企業者
（個人事業主を含む）
■内対象経費獅償却資産（固定資産税）
の申告をした次の資産の内、新規
取得資産
第１種獅構築物・建物附属設備
第２種獅機械及び装置
第５種獅車両及び運搬具（自動車
税・軽自動車税の対象となる資産
を含まない）
第６種獅工具・器具及び備品
※１年内の取得額合計が１００万円
に満たない場合や、本市の他の補

助金の交付対象を除く。
補助金額獅対象経費の１００分の５
（上限１００万円）
■時交付の対象となる資産の取得期間
来年１月２日～平成３１年１月１日

※各年度の予算成立が前提です。
※償却資産（固定資産税）の申告後
に申請受け付け。

■問商工課（緯〈７１〉２２３５）

平成２８年度の投資時期・申請期間
平成２８年１月２日～
平成２９年１月１日設備投資時期

平成２９年１月４日～
３月３１日申請受付期間

中小企業者の設備投資促進及び経営基盤強化を図るため、市内に所在する
事業所において設備投資を行う場合に、その費用の一部を補助します。

■時１１月１６日捷午前１０時～１１時３０分・１７
日昇午後４時１５分～５時

■場安城保育園
■内保育行政と実務について学ぶ
■対保育士資格を有する人で、保育経験
のない人や、ブランクがあり保育園
勤務に興味のある人
■定１５人（先着順）
■申１０月２０日昇～３０日晶午前８時３０分～
午後５時（松掌を除く）に、直接か電
話で子ども課（緯〈７１〉２２２８）へ

潜在保育士のための職場復
帰研修会

■申各申込開始日の午前１０時から、電話
でマーメイドパレス（緯〈９２〉７３５１）へ
高齢者のためのお手軽エクササイズ～
転倒予防運動～
■時１１月６日晶午前１０時３０分～１１時３０分
■内下半身の筋力アップにつながる、自
宅でもできる簡単なエクササイズを
健康運動指導士が指導します

■対６０歳以上の女性
■定５人（先着順）
■￥５００円
■持運動のできる服装・タオル・飲み物
（ペットボトル）
■申申込開始日獅１０月２０日昇

ハーブ講座体験会
■時１１月１３日晶午前１０時３０分～正午
■内ハーブの凝集液とインフルエンザ予
防スプレーを作ります。他にハーブ
手浴あり

■講近藤恵理氏（日本フィトセラピー協
え り

会認定フィトセラピスト）
■対１８歳以上
■定８人（先着順）
■￥１９００円
■持バスタオル・筆記用具
■申申込開始日獅１０月２１日昌

女性のためのお手軽エクササイズ

■時１１月２０日晶午後１時３０分～２時３０分
■内ボールを使ったストレッチや、全身
運動を取り入れたお手軽エクササイ
ズを健康運動指導士が指導します

■対運動を始めたい中高年の女性
■定５人（先着順）
■￥５００円
■持運動のできる服装・タオル・飲み物
（ペットボトル）
■申申込開始日獅１０月２０日昇

マーメイドパレスの講座
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寺田真二郎さんによる料理
教室
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押し寿司講座
■時１１月１４日松午前９時１５分～正午
■内三河地方に伝わる郷土料理、押し寿
司を作ります
したじ飯を作ろう！
■時１１月２８日松午前９時１５分～正午
■内地域の味として古くから作られてき
た郷土料理、したじ飯を作ります
※以下両講座共通。
■場市民交流センター
■対４歳以上（小学３年生以下は保護者
同伴）
■定各４０人（定員を超えた場合は抽選）
■￥各３００円
■持エプロン・三角巾・手ふき
■他抽選の有無にかかわらず申込者に参
加の可否を１１月５日頃に通知予定
■申１０月３０日晶までの午前８時３０分～午
後５時１５分（松掌を除く）に、直接か
電話または講座名を明記して、参加
者全員の住所・氏名・生年月日・電
話番号を郵送（必着）・ファクス・E
メールで農務課（緯〈７１〉２２３３／〒４４６
－８５０１住所記載不要／胃〈７６〉１１１２／
nomu@city.anjo.aichi.jp）へ
■問グリーンそう古居敬子さん（緯０８０〈５

けい こ

２９５〉７７８２）、農務課（緯〈７１〉２２３３）

郷土料理を作ろう

■時１２月６日掌午後１時３０分～３時３０分
■場文化センター
■内地元特産品の
きゅうり、チン
ゲン菜や旬の農
産物をたくさん
使った料理教室

■講寺田真二郎氏
（安城出身の料
理研究家）
■対小学生以上（小学生は保護者同伴）
■定３６人（定員を超えた場合は抽選）
■￥５００円
■持エプロン・ふきん
■他抽選の有無にかかわらず申込者に参
加の可否を１１月６日頃に通知予定

■申１０月３０日晶までの午前８時３０分～午
後５時１５分（松掌を除く）に、直接か
電話または講座名を明記して、参加
者全員の住所・氏名・生年月日・電
話番号を郵送（必着）・ファクス・E
メールで農務課（緯〈７１〉２２３３／〒
４４６－８５０１住所記載不要／胃〈７６〉１１１
２／nomu@city.anjo.aichi.jp）へ

■時１１月２３日抄午前９時～午後１時
■場文化センター
■内秋野菜を収穫し、その野菜で炊き込
みご飯・鮭のきのこあんかけ・豚汁・
白菜サラダ・さつまいものプリン等
を作ります
※持ち帰り用の野菜収穫もあり。

■講創年塾耕し人他
■対市内在住の小学生とその保護者
■定１２組（定員を超えた場合は抽選）
■￥１人３００円
■持エプロン・三角巾・マスク・ふきん、
持ち帰り用の容器、軍手

■他抽選の有無にかかわらず申込者に参
加の可否を１１月５日頃に通知予定

■申１０月３０日晶までの午前８時３０分～午
後５時１５分（松掌を除く）に、参加者
全員の住所・氏名・生年月日・電話
番号を直接か電話・郵送（必着）・
ファクス・Ｅメールで農務課（〒４４６
－８５０１住所記載不要／緯〈７１〉２２３３／
胃〈７６〉１１１２／nomu@city.anjo.
aichi.jp）へ
※直接・電話以外の場合は、「とれた
て野菜で親子クッキング」と明記。
■問創年塾耕し人・天野さん（緯０９０〈４０８
０〉１２７０）、農務課（緯〈７１〉２２３３）

とれたて野菜で親子クッキ
ング

■時１１月７日松・１４日松・２１日松・２８日
松、１２月５日松・１２日松・１９日松午
前９時～正午

■場安祥閣
■対女性
■￥１回１０００円
■持着物セット
■申１１月４日昌までの午前９時～午後４
時（休館日を除く）に、直接か電話で
安祥閣（緯〈７４〉３３３３）へ

安祥閣「着物着付け教室」

寺寺田真二寺田真二郎郎

■時３日抄～６日晶・１０日昇～１４日松・
１７日昇～２０日晶・２３日抄～２８日松午
後１時から（受け付けは午後２時まで）
■対小学生以上（小学３年生以下は保護
者同伴）
■内弥生時代と同じつくりかたで土器を
つくります
■場■問埋蔵文化財センター（緯〈７７〉４４９０）

１１月の土器づくり教室
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■時１２月１３日掌午前１１時
■場総合福祉センター
■対市内在住のひとり親家庭の親子
■定２０人（先着順）
■￥１人８００円（３歳以下は無料）
■他サンドウィッチ等軽食付
■申１１月１日掌～１５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・緯

なり しま きよ み

〈９９〉６５５４）へ
※１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）

ひとり親家庭クリスマス会

福祉への善意・寄付ありが
とうございます
８月分／受け付け順／敬称略
市社会福祉協議会善意銀行／福祉基金
ほほえみダンス、中部福祉センター利
用者、廣瀬昌恵、ふれあいダンス、中
村富士子、さわやかダンス、株式会社
ヤマコ、日本郵趣協会あいち支部、匿
名
市役所関係
鈴木敏之、アイシン・エィ・ダブリュ
株式会社、NPO法人イエロー・エン
ジェル、匿名

碧海信用金庫本店前会場（御幸本町）
■時１０月２４日松午前１０時から（商品がな
くなり次第終了）
■内地元産野菜の販売・調理法の助言
■問農務課（緯〈７１〉２２３３）
JR安城駅南側ホコ天会場（御幸本町）
開催時間を延長します。
■時１０月２４日松午前１０時～午後５時
■内子どもの遊び場（昔懐かしい手作り
おもちゃが登場）、手作り品等の販売、
グルメ移動販売車、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、限定きーぼーグッズ
が買えるきーぼーショップミニ等を
開催。今回のみステージ前にて大ビ
ンゴ大会を開催
■他１０月１７日松～２４日松はスタンプラリ
ーも開催
■問叙安城スタイル（緯〈７３〉９５１１）、商工
課（緯〈７１〉２２３５）
まちなか発見クイズラリー
■時毎週松午前１０時～午後５時
■内南吉館を発着点にまちなかをまわっ
てクイズに答え、全問正解者に南吉・
きーぼーグッズを抽選で進呈
■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
■内各会場で買い物をした人に、当日か
ら次回のホコ天きーぼー市開催日ま
で利用できる乗車券を２枚進呈
■問都市計画課（緯〈７１〉２２４３）

今月のホコ天きーぼー市

安全安心メールで行方不明
高齢者の情報を配信
認知症等により行方不明となる高齢
者が増えています。行方不明になった
場合、早期に発見することが重要です。
今後、行方不明高齢者の情報を、安全
安心メールで配信しますので、安全安
心メールへの加入をお願いします。
※加入については本紙１０月１日号１９ペ
ージ参照。

認知症高齢者捜索・声かけ模擬訓練
認知症高齢者を真似た人がホコ天き
ーぼー市会場内を歩き回ります。認知
症の人を見かけた時、どう声をかけ、
対応すればいいのかを町のなかで体験
しましょう。
また、当日は安全安心メールにて模
擬行方不明高齢者の情報の配信も併せ
て行います。
■時１０月２４日松午前１０時～午後３時
■場ホコ天きーぼー市（JR安城駅から碧
海信用金庫本店前）
■問高齢福祉課（緯〈７１〉２２２３）

受講料定員対象とき講座名

２，４５０円（傷害
保険料含む）２０組幼児とその

保護者
１１月２２日掌～１２月１３日掌の
毎週掌午後１時～１時５０分
（全４回）

親子水泳

■時■対■定■￥下表のとおり
■他１１月４日昌～１５日掌に受講料を納めてください。期間中に入金がない場合
は、参加できません
■申１０月２０日昇～１１月１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、１１月３日抄に公開代理抽選（未受講・市内在住・
市内在勤者優先）。定員に満たない場合は追加募集あり。
※キャンセル待ちは抽選の順で５組まで。

■問マーメイドパレス（緯〈９２〉７３５１）

■時１０月２９日昭午前１０時～午後３時
■場イオンモール岡崎（岡崎市戸崎町）
■内民事上のもめごと・家事に関する問
題（夫婦、親子、相続等）の相談
※予約不要、当日先着順、１人３０分。
■問名古屋家庭裁判所岡崎支部（緯０５６４
〈５１〉８９７２）、市市民課（緯〈７１〉２２２１）

無料調停相談

昨昨昨年年の発表風の発表風景景：：榎前町三河万歳榎前町三河万歳ここどど
も教も教室室

市内の各町内公民館で活動している
グループが、日頃の成果を発表します。
■時１１月１５日掌午前９時３０分～午後３時
■場文化センター
■内三河万歳、大正琴、チアダンス、舞
踊、コーラス等
■問市民協働課（緯〈７１〉２２１８）

町内公民館芸能活動発表会

気楽に！楽しく！愉快に一日を過ご
そう錘楽しい催し物やおもてなしもあ
るよ～！さぁ～行こう！市民交流セン
ターまつりへ。
■時１１月１５日掌午前１０時～午後３時
■場■問市民交流センター（緯〈７１〉０６０１）

市民交流センターまつり
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年末調整で社会保険料控除を受ける
ための国民健康保険税・介護保険料・
後期高齢者医療保険料の納付額証明書
を発行します。
■場申請場所諮国民健康保険税獅国保年
金課国保係、南部・桜井支所、北部
出張所 介護保険料獅高齢福祉課介
護給付係 後期高齢者医療保険料獅

国保年金課医療係
■申１１月２日捷から、直接獅捷～晶午前
８時３０分～午後５時１５分（抄を除く）
に、本人（世帯主）又は代理人（税理
士事務所や本人勤務先を含む）が身
分証明書を持って各申請場所へ 郵
送・ファクス獅申請書を下記の各担
当課（〒４４６－８５０１住所記載不要／胃

〈７６〉１１１２）へ。後日郵送します
※申請書は市公式ウェブサイトで配
布。
※本人（世帯主）と別世帯の人が申請
する場合は、委任者及び代理人の氏
名、住所、生年月日、連絡先を記入
し、押印した委任状が必要です。（委
任状の様式は問わない）
■問国民健康保険税獅国保年金課国保係
（緯〈７１〉２２３０） 介護保険料獅高齢福
祉課介護給付係（緯〈７１〉２２２６） 後期
高齢者医療保険料獅国保年金課医療
係（緯〈７１〉２２３２）

年末調整用の国民健康保険
税等の納付額証明書

公共下水道の事業計画の変
更案を縦覧
市公共下水道の衣浦東部処理区にお
ける整備予定区域の一部追加等の変更
に伴う事業計画変更案を縦覧します。
■時１０月１９日捷～１１月２日捷午前８時３０
分～午後５時１５分（松掌を除く）
■内下水道（汚水）の整備予定区域に和泉
町の大北、大上、中北、八斗蒔及び
北梶の各一部並びに榎前町の東林の
一部を追加。東端第８処理分区を削
除し東端第８－２処理分区を追加

■他変更案に意見のある利害関係人は、
縦覧期間中に市に対して意見書を提
出できます

■場■問下水道建設課（緯〈７１〉２２４８）

安城更生病院 救急患者受
け入れを一時停止
電子カルテの全面的なシステム更新
を行うため、一時的にカルテを停止さ
せます。電子カルテが停止している間
は、患者受け入れを原則として停止し
ます。大変ご迷惑をおかけしますが、
期間中は他の医療機関への受診をお願
いします。
■時１０月３０日晶午後５時～１１月１日掌

午前８時
■問安城更生病院総務課（緯〈７５〉２１１１）、
市保健センター（緯〈７６〉１１３３）

農用地区域からの除外等の
申出の受け付けを停止
平成２８年度に優良農地の確保・保全
方針等について定めた「農業振興地域
整備計画」を見直します。この見直し
に係る法手続きに伴い、農用地区域か
らの除外等農用地利用計画の変更申出
の受け付けは、次のとおりとします。
なお、法手続きの進捗状況によって
変更する場合があります。
農用地区域からの除外・同区域への編
入の締切日とその取り扱い
■内１１月２０日、来年２月２２日獅受け付け
をします 来年５月２０日、８月２２日、
１１月２１日獅受け付けをしません 平
成２９年２月２０日以降獅受け付けをし
ます

農地から農業用施設用地への用途変更
の締切日とその取り扱い
■内１０月～来年２月獅受け付けをします
来年３月～平成２９年１月獅受け付け
をしません 平成２９年２月以降獅受
け付けをします
※締切日は毎月２０日（松掌抄の場合
はその翌日）。

■問農務課（緯〈７１〉２２３４）

■申各申込期間の、午前８時３０分～午後
５時１５分（松掌抄を除く）に、印鑑を
持って市保健センター（緯〈７６〉１１３３）
へ
※募集要項は同センターで配布。

■対現在市内に居住し、住民登録があり、
引き続き永住する人で、次のいずれ
かにあてはまる人

暫死亡者の遺骨があり、墓地のない人
暫市外に墓地があり、墓地の移転を必
要とする人
※安城霊園と多門霊園の両方に申し
込むことはできません。
安城霊園（北山崎町柳原）
■内面積／永代使用料／区画数獅１．３２釈
（１．１杓×１．２杓）／２５万８００円／１区
画 １．４４釈（１．２杓×１．２杓）／２７万３
６００円／２区画 ２．２５釈（１．５杓×１．５杓）
／４２万７５００円／５区画 ３．２４釈（１．８
杓×１．８杓）／６１万５６００円／１区画
４．００釈（２．０杓×２．０杓）／７６万円／
１区画 いずれも使用済返還区画

■申申込期間獅１０月１６日晶～３０日晶

※申し込みが区画数を超えた場合は
１１月１７日昇午後２時から市保健セン
ターで抽選会を行います。
多門霊園（安城町多門）
■内面積／永代使用料／区画数獅１．４４釈
（１．２杓×１．２杓）／２７万３６００円／７区
画 使用済返還区画
■申申込期間獅１０月１６日晶～３０日晶

※申し込みが区画数を超えた場合は
１１月１７日昇午前１０時から市保健セン
ターで抽選会を行います。
橋目霊園（橋目町宮東）
■内面積／永代使用料／区画数獅１．４４釈
（１．２杓×１．２杓）／２７万３６００円／７９区
画 ２．２５釈（１．５杓×１．５杓）／４２万７５００
円／１３区画
■申申込期間獅随時
※先着順で受け付け。区画数は９月
１０日現在。

市営霊園申込受付

古くからの市街地や集落内
には、道幅（幅員）４杓未満の
狭い道が存在します。本市で
は、安全で良好な住みよいま
ちづくりのため、狭い道を広
げる「狭あい道路拡幅整備事
業」を実施しています（右図）。
建物の新築・増改築等を行う
際には当事業への協力をお願
いします。
■問維持管理課（緯〈７１〉２２３７）、建築課（緯〈７１〉２２４１）

広げよう！狭い道 狭あい道路拡幅整備事業にご協力を


