
ご存じ、よしもと爆笑ライブの安城市民会館公演が決定！
■時来年１月１７日掌午後３時
■内出演獅COWCOW、ダイノジ、キングコング、しずる、シソンヌ他
■￥前売り獅３５００円 当日獅４０００円
チケット販売所獅市民会館、稲垣電気商会（緯〈９７〉８１８１）、竹内書店（緯〈７４〉
０５１１）、産直センター安城南部（緯〈９２〉１３１６）、グリーンセンター安城北部（緯

〈９６〉１０５１） 発売開始日獅１１月２８日松午前９時（市民会館以外の販売所の営
業時間等は直接問い合わせ
てください）
※電話予約は１１月２９日掌か
ら。車いす席は１１月２１日松

午前１０時から電話で受け付
け。いずれも市民会館。

■場■問市民会館（緯〈７５〉１１５１）
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■図書館友の会「みんなのひろば」
■時１１月２２日掌午前１０時～午後３時
■内午前１０時獅折り紙・ぬりえ 午前
１１時３０分、午後１時３０分獅マジッ
ク 午後２時獅桜井凧づくり（１
人３００円）

■蔵書点検のため休館します
■時１２月１日昇～４日晶

■内中央図書館は特別図書整理のため
休館します。
なお、公民館図書室は通常通り利
用できます。また、１１月中下旬の
貸出期間を３週間にします

中央図書館（緯〈７６〉６１１１）

中央図書館の携帯電話
用ウェブサイトへ葛葛

催し・お知らせ

※対象年齢は目安です。

５日松
午後３時

おはなしレストラン
（小学生以上）

８日昇
午前１０時３０分

えほんのとびら
（０～２歳）

９日昌
午前１０時３０分

おはなしたまてばこ
（１～５歳）

１０日昭
午前１０時３０分

おはなしゆりかご
（０～２歳）

１２日松
午後２時

おはなしえがお
（３歳～小学３年生）

１５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）

１７日昭
午前１０時３０分

いないいないばあ
（１～５歳）

１８日晶
午前１０時３０分

このゆびと～まれ
（０～２歳）

１９日松
午前１０時３０分

南吉朗読ででむし会
（一般）

２０日掌
午後２時

かみしばいの会
（３歳～小学３年生）

２３日抄
午前１０時３０分

おはなしまあだ
（１～５歳）

２５日晶
午前１０時３０分

絵本好き集まれ！
おすすめ絵本紹介

２６日松
午前１１時

大人のための絵本朗
読会（一般）

１２月のおはなし会

１２月の休館日
１日昇～４日晶・７日捷・１４日捷・
２１日捷・２８日捷～３１日昭

CCOWCOCOWCOWWキングコンンキングコングググ

■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
■問デンパーククラブハウス（緯〈９２〉７１１２）
愛知県産の米粉をつかった「クッキー
ファクトリー」
冬限定企画。プレゼントにも最適錘

クリスマス親子ベアクッキーを作ろう。
■時１１月２８日松～３０日捷、１２月５日松～
７日捷午前１０時～午後３時（松掌は
午後６時まで）
■￥各１０００円
■申時間内に同クラブハウスへ
手作りパン教室
クリスマス限定企画。ツリーのメロ
ンパンとトナカイパンを作ろう。
■時１２月６日掌午後１時・２時３０分
■定各１８人（先着順）
■￥各１０００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１２月１８日晶午前１０時～午後０時３０分
■内献立獅アンチョビキャベツ、フリッ
トミスト、チキンピラフ、ジュース
■講入山竜彦氏

たつ ひこ

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

デンパーク クラブハウス
の体験教室 あなたが２０１５年で最も印象に残った

本、感動した本「ベストワン」を紹介し
てください。
■内提出された「ベストワン」のうち５０件
を、来年１月６日昌～３１日掌に中央
図書館エントランスで展示します。
なお、１２月５日松～２７日掌に、図書
館職員のベストワンを展示します
※匿名・ニックネームでの応募も可。

■対１５歳以上（中学生不可）
■申１１月２０日晶～１２月２２日昇に、応募用
紙を持参かEメールで中央図書館
（tosyo@city.anjo.aichi.jp／緯〈７６〉
６１１１）へ
※応募用紙は同館・同ウェブサイト
で配布。

２０１５わたしのベストワン

「本との出会い、人との出会い」をテ
ーマに、好きな本について気楽に和気
あいあいと語り合う読書会です。
■時①来年１月８日晶 ②２月１２日晶

③３月１１日晶 ④４月８日晶 ⑤５
月１３日晶 いずれも午後６時４５分～
８時３０分（全５回）
■場勤労福祉会館
■内①獅２０１５わたしのベストワン ②獅

２０１５わたしのベストツー＆ベストス
リー（第３回以降のテーマは参加者
で決定）

■講ファシリテーター獅中島駆氏（書評家）
かける

■対１５歳以上（中学生不可）
■定５０人（先着順）
■持参加者がすすめたい本
■申１１月２０日晶午前９時から、電話かE
メールで中央図書館（緯〈７６〉６１１１／
tosyo@city.anjo.aichi.jp）へ

安城駅前読書交流会

■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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丈山苑ホワイトコンサート
■時１２月１２日松午後２時～３時
■内グループ「♪Tai」によるトーンチャ

タイ

イムの演奏です
■￥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）

各地で活躍している市民活動団体を
訪問し、活動の見学や現場の生の声を
聴き意見交換をします。
■時１２月４日晶午前８時３０分～午後５時
３０分
■場集合・解散場所獅市民交流センター

見学場所獅とよた市民活動センター他
■対市民交流センター登録団体、市民活
動をしている人、市民活動・ボラン
ティアに興味のある人

■定２０人（定員を超えた場合は抽選）
■￥１０００円（昼食代他）
■申１１月２９日掌までの午前９時～午後８
時（１６日捷を除く）に、直接か電話で
市民交流センター（緯〈７１〉０６０１）へ

親子で年賀状を描いてみま
せんか！

市民活動 見学バスツアー

■時１１月２９日掌午後２時～４時
■場市民交流センター
■内親子で楽しく年賀状の絵を描きます
■講鬼頭茂雄氏

しげ お

■対幼児～小学生の子とその保護者
■定１０組程度（先着順）
■持サインペン、色鉛筆、絵の具セット
■申１１月２０日晶午前９時から、直接か電
話で市民交流センター（緯〈７１〉０６０１）
へ

■時１２月９日昌午後１時３０分～３時３０分
■場市民交流センター
■内撮影した写真をパソコンに取り込み、
wordに貼り、説明文を付け、吹き
出しを使って市民活動の様子をわか
りやすくPRする方法を学びます
■講NPO法人コミュニティサポーター
ほっぷ
■対市民活動に携わり、パソコンの操作
ができる人（中級程度）

■定１０人（先着順）
■持筆記用具、ノートパソコン、デジタ
ルカメラ又はスマートフォン、
USBケーブル又はカードリーダー

■他パソコンのレンタルもありますので、
希望者は問い合わせてください。
なお、講座で使用するパソコンは
Windows７、word２０１０です

■申１１月２０日晶午前９時から、申込書を
持参かファクスで市民交流センター
（胃〈７１〉０６６８／緯〈７１〉０６０１）へ
※申込書は同センターで配布。

パソコンde画像編集

■他詳細は問い合わせてください
■申１１月２０日晶～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１２月７日捷・
１４日捷午前１０時～１０時５０分 ②シル
バークラス施１２月９日昌・１６日昌午
前９時３０分～１０時２０分 ③親子フラ
エクササイズ施１２月９日昌・１６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１２月１１日晶・１８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

１１日施花の小物作り １８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１２月１２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

デンパークの催し
安城音楽協会２５周年記念コンサート
■時１１月２２日掌午後３時～４時
■内多彩な楽器によるコンサートです
■問安城音楽協会（緯〈９７〉８０１４）
写真展～わたしたちのデンパーク２０１５
■時１１月２５日昌～１２月７日捷

■内四季を通じ、デンパークで撮影した
写真約１２０点を展示します
■問デンパーク（緯〈９２〉７１１１）

堀内公園の講座

パソコンde画像編集講座

■時１２月１２日松午後６時３０分～８時
■内出演獅森谷ワカ（ピアノ・ボーカル）、
長谷川英喜（ベース）、浅井翔太（ジャ
ズドラム）他
■定１５９人（未就学児の
入場不可）
■他１１月２８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 森谷ワカ
JAZZコンサート

堀内公園の催し
■問堀内公園（緯〈９９〉５９４７）
Mama'smarché ～ママたちの手作
り・愛情こもった市場～
■時１１月２９日掌午前１０時～午後３時（雨
天中止）
■内手作り雑貨、オーガニック食品・野
菜、ワークショップ等の出店

作ってみよう！「カラ―バンドで金魚
の小物づくり」
■時１２月５日松・６日掌午前１０時～午後
３時

■定各３０人（当日先着順）
作ってみよう！「デンマークのクリス
マス飾り」
■時１２月１２日松・１３日掌午前１０時～午後
３時

■定各３０人（当日先着順）
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碧海信用金庫本店前会場（御幸本町）
■時１１月２８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・調理法の助言
■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２８日松午前１０時～午後３時
■内子どもの遊び場（昔懐かしい手作り
おもちゃが登場）、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。
今回は高田本町商店街アイドル（新
潟県上越市）「がんぎっこ」のステー
ジがあります。また、ハンドクラフ
トグッズの販売もあります

■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
てクイズに答えた、全問正解者に南
吉・きーぼーグッズを抽選で進呈。
１１月は「商店街看板編」です
■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

碧海農業フェスティバル

■時１日昇～４日晶・８日昇～１２日松・
１５日昇～１８日晶午後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）

１２月の土器づくり教室

■時■内５日松・６日掌午後１時３０分・３
時獅オリオンとおうしの物語 １９日
松・２３日抄・２６日松・２７日掌午後１
時３０分・３時獅冬の空を駆けるトナ
カイ座随

※２０日掌は特別投映のため生解説は
ありません。
※１２日松・１３日掌は「こどものまち・
ドリームタウン」開催のため、プラ
ネタリウムの投映はありません。
■￥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１２月の生解
説

■時１２月５日松午後１時３０分～３時３０分
■内かわいい絵柄を巻き込んだ、彩り豊
かな巻き寿司を親子で楽しく作ります
■場市民交流センター
■対４歳以上の子とその保護者
■定１０組（先着順）
■￥１組５００円
■持エプロン・三角巾・手ふき
■申１１月２０日晶～２７日晶までの午前８時
３０分～午後５時１５分（松掌抄を除く）
に、直接か電話で農務課（緯〈７１〉２２
３３）へ
■問安城生活改善グループ・黒柳さん
（緯０９０〈４０８０〉６８６７）、農務課（緯〈７１〉
２２３３）

親子変わり巻き寿司教室

■時１１月２９日掌、１２月６日掌午前９時～
１０時３０分
■場２９日諮集合場所獅マーメイドパレス
臨時駐車場 清掃場所獅半場川堤防
とその周辺（隅田橋～惣山橋） ６日

そう やま

諮集合場所獅子安観音駐車場（城ヶ
こ やす かん のん

入町） 清掃場所獅半場川堤防とそ
の周辺（惣山橋～内浜橋）
■内最寄りの場所からごみを拾いながら、
午前１０時までに集合場所へ来てくだ
さい。活動終了後、豚汁の振る舞い、
抽選会あり
■持ごみ拾い用具・ごみ袋・軍手
■問ＮＰＯ法人エコネットあんじょう河
川部会（緯〈５５〉１３１５）、環境首都推進
課（緯〈７１〉２２０６）

はんば川クリーン活動

■対■時■場乳幼児諮１日昇・１５日昇獅南部
公民館 ２日昌・１６日昌獅東部公民
館 ４日晶・１８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

■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
目指せ美ボディ！骨盤エクササイズ
■時１１月２７日晶午前１０時３０分～正午
■内左右の骨盤の歪みを整えてスタイル
や姿勢を改善する骨盤体操をします
■講岩瀬裕子氏

ゆう こ

■対１８歳以上の女性
■定８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）、ヨガマット又はバ
スタオル
■申申込開始日獅１１月２０日晶

高齢者のためのお手軽エクササイズ～
転倒予防運動～
■時１２月４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８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１１月２４日昇

ハーブ講座体験会～フィトセラピーで
冷え対策～
■時１２月１１日晶午前１０時３０分～正午
■内ハーブ手浴やオリジナルの冷え対策
フットトリートメントオイル作り
■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１１月２５日昌

女性のためのお手軽エクササイズ

■時１２月１８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８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１１月２４日昇

マーメイドパレスの講座

感じる！碧海の農と食
■時１１月２８日松午前９時～正午
■場でんまぁと安城西部（福釜町）
■内地元特産野菜の試食、バターの加工
体験、地域産米のもちつきと試食、
ガーデニング親子体験、野菜の重さ
当てクイズ、YES農クイズ～目指せ!!
農業博士～等
■問県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〉
２２３３）

■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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平成２５年に改正労働契約法が施行さ
れたことに伴い、有期労働契約が繰り
返し更新されて通算５年（平成２５年４
月１日以後に開始する有期労働契約が
対象です）を超えたときは、労働者の
申込みにより期間の定めのない労働契
約に転換できるルール（無期転換ルー
ル）が規定されました。
このルールは、有期労働契約の濫用

らん よう

的な利用を抑制し、労働者の雇用の安
定を図ることを目的としています。
詳しくは、厚生労働省ウェブサイト
内「有期労働者の円滑な無期転換のた
めに」ページを参照してください。
■問愛知労働局労働基準部監督課（緯０５２
〈９７２〉０２５３）、市商工課（緯〈７１〉２２３５）

ご存じですか「無期転換ル
ール」

全国瞬時警報システム（Ｊアラート）
を使用した全国一斉情報伝達訓練（国
民保護に関する情報）を実施します。
なお、緊急地震速報の他に弾道ミサ
イル等の国民保護に係わる情報も防災
ラジオを使用して伝達できる仕組みと
なっています。
■時１１月２５日昌午前１１時頃
■内防災ラジオ、小・中学校等市内公共
施設９５カ所への訓練放送

■他毎月１日午後４時頃に実施している
防災ラジオのテスト放送も、予定ど
おり実施します

■問危機管理課（緯〈７１〉２２２０）

全国一斉情報伝達訓練放送

福祉への善意・寄付ありが
とうございます
９月分／受け付け順／敬称略
市社会福祉協議会善意銀行
赤堀やす子、後藤春子、イセ工業株式
会社、株式会社デンソー、西部福祉セ
ンター利用者、吉田實、東端町内会、
ほほえみダンス、太田勉、中村富士子、
黒田多惠子、さわやかダンス、ふれあ
いダンス、二本木公民館利用者、松竹
工業、愛知県立安城南高等学校、匿名
市役所関係
株式会社みなみコーポレーション、匿名

１１月２５日〜１２月１日は犯罪
被害者週間
犯罪は、ある日突然、自分や家族、
友人の平穏で幸せな毎日を一瞬で奪い
去ってしまいます。犯罪被害に遭われ
た人が明日への一歩を踏み出せるよう、
私たちに支援できることを考えましょう。
警察では、犯罪被害者相談専用電話

「ハートフルライン」を設置して、臨床
心理士が相談に対応しています。
■内ハートフルライン獅緯０５２〈９５４〉８８９７
捷～晶午前９時～午後５時（抄、年
末年始を除く）

■問安城警察署警務課（緯〈７６〉０１１０）、市
市民安全課（緯〈７１〉２２１９）

１２月４日～１０日は人権週間です。
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８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１４ペ
ージ及び毎月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、虐待等日常生
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）獅杉浦智之

とも ゆき

（城ヶ入町）、榊原真由美（東明町）、山
ま ゆ み

口俊雄（池浦町）、岩月浩治（野寺町）、
とし お こう じ

白谷隆子（城南町）、板本
しら や たか こ

宗
しゅう

一（篠目
いち

町）、野村裕子（高棚町）、柴田早智子
ひろ こ さ ち こ

（里町）
■問市民課相談室（緯〈７１〉２２２２）

特設人権相談所を開設

自転車購入費補助金の申請に必要な
講習会です。
■時１１月２８日松、１２月１９日松午前１０時～
１１時３０分
■場市民会館
■内自転車の安全利用のための講習、補
助金交付対象自転車の試乗
■持筆記用具（当日補助金の申請をする
場合は、必要書類一式・印鑑・通帳）
※必要書類は都市計画課・市公式ウ
ェブサイトで配布。

■他自転車購入費補助金の詳細は、本紙
４月１日号２８ページを参照ください
■申各講習会３日前までの午前８時３０分
～午後５時１５分（松掌抄を除く）に、
電話で都市計画課（緯〈７１〉２２４３）へ

自転車安全利用講習会

１２月３日～９日は障害者週間です。
障害や障害のある人への関心と理解を
深め、障害のある人が多方面で、積極
的に社会参加する意欲を高めることを
目的とし、その啓発事業としてあんぷ
くまつりを開催します。
■時１２月５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、映画上映会等
■問障害福祉課（緯〈７１〉２２５９）

あんぷくまつり

■時発売日獅１２月１日昇

２０１６安城市民手帳
■内大きさ約１４尺×９尺、公共施設利
用案内等を記載した別冊「市政と
暮らしのしおり」と鉛筆付

■￥３９０円
■問秘書課広報広聴係（緯〈７１〉２２０２）

２０１５年版安城の統計
■内 A4サイズ、本市の最新の統計を
網羅。市勢を多方面から把握でき
ます
■￥２００円
■問経営管理課（緯〈７１〉２２０５）


