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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。

■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、１２月５日松から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、直接か電話でデンパーククラブ
ハウス（緯〈９２〉７１１２）へ

寄せ植え講座「苔玉作り」
■時来年１月８日晶午前１０時
■内土作りから可愛い苔玉作りまで
■講野正美保子氏（RHSJコンテナガ

み ほ こ

ーデニングマスター）
■定２０人（先着順）
■￥４０００円
■持薄手袋、はさみ、エプロン（ガー
デニング用）

■申申込締切日獅１２月２５日晶

フォトマスターEXによる写真講座
■時来年１月８日晶・２２日晶午前１０時
（全２回）
■内露出と作品効果
■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１２月５日松午前９時３０分から、直
接か電話で同クラブハウスへ
新春 開運！おうちとココロのおか
たづけ講座～かたづくと よい事い
っぱい～
おうちを家族みんなの大好きなエ
ネルギースポットにしませんか？
■時来年１月２２日晶、２月１９日晶、３
月１１日晶午前１０時３０分～正午（全
３回）
■講岡京

きょう

子氏（整理収納アドバイザー）
こ

■定２０人（先着順）
■￥６０００円
■申申込締切日獅来年１月８日晶

コーヒー教室（バレンタインバージ
ョン）
女性限定企画！バレンタインに向
けて大切な人へ。ねぎらいの一杯を
淹れる為に…。
■時来年１月２７日昌、２月１０日昌午前
１０時～正午（全２回）
■講倉橋誠氏（SpecialtyCoffee蒼代

まこと

表）
■定１５人（先着
順）
■￥３５００円（２
回目講座修
了時にお土
産付）

■申申込締切日
獅来年１月
１３日昌

ジェルキャンドル教室
■時１２月１２日松・１３日掌午前１０時～午後３時
■内砂とガラス細工を入れてクリスマ
スキャンドルを作りましょう
■定各５０人（当日先着順）
■￥各１２００円から
愛知県産の米粉をつかった「クッキ
ーファクトリー」
■時１２月１２日松～１４日捷・１９日松～２７
日掌午前１０時～午後６時（１４日捷

は午後３時３０分まで）
■内クリスマス親子ベアクッキーを作ろう
■￥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」
■時１２月１２日松・１９日松・２０日掌・２３
日抄～２７日掌午後１時・２時３０分

■内ツリーのメロン
パンとトナカイ
パンを作ろう
■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

フォトスポット撮影ツアー
■時１２月１３日掌午後４時３０分
■内園内を歩きながら、撮影のコツを
アドバイス。テーマは「クリスマス」
■講鶴田郁夫氏（フォトマスター

いく お

Ｅ
エキス

Ｘ）
パート

■定２０人（先着順）
■￥１３００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

JB'Sダンス講座
おじさん・おじいさん・おばさん・
おばあさんのためのヒップホップ＆
ソウルダンス講座。
■時来年１月７日昭・２１日昭、２月４
日昭・１８日昭、３月３日昭・１７日
昭午前１０時～１１時３０分（全６回）

■内フラフープで体幹を鍛え、ダンス
の振付を毎回少しずつ練習します。
講座終了後は、デンパークのステ
ージにデビューしましょう！
■講 MARI氏（国際パルスリズムトレ
ーナー）

■定２０人（先着順）
■￥１２０００円
■申申込締切日獅１２月２４日昭

簡単！誰にでも編める
おしゃれなマフラー作り
クリスマスプレゼントにも最適です。
■時１２月１６日昌午前１０時～正午
■場安祥閣
■講中嶋雅子氏

まさ こ

■対女性
■￥１０００円
■持玉つき棒針１２号以上（持参できない
場合は申し込み時に申し出てくださ
い）
■申１２月９日昌までの午前９時～午後４
時（捷を除く）に、住所・氏名・電話
番号・参加人数を直接か電話で安祥
閣（緯〈７４〉３３３３）へ

輝く女性の再就職サポート
セミナー
再就職に向けた不安の解消から、実
践的な対策、資生堂ビューティーコン
サルタントによるメイクアップ実習ま
で、女性の再就職をトータルサポート
します。
■時■内下表のとおり

■場文化センター
■対再就職を希望、検討している未就職、
求職中の女性
■定２０人（先着順）
■他無料託児有
■申１２月７日捷～２５日晶午前８時３０分～
午後５時１５分（松掌抄を除く）に、直
接か電話・ファクスで商工課（緯〈７１〉
２２３５／胃〈７６〉００６６）へ
※受講申込書は市公式ウェブサイト
で配布。

来年１月２１日昭午後１時～４時
ワークライフバランスを考える～家庭、
プライベート、仕事、どれも欲張っても
いい！後悔しない私の時間の使い方～
暫キャリアの棚卸し
暫私の大切にしたいこと、優先順位のつ
け方

暫仕事と働き方のバリエーションを知る
暫もう一度働くために準備しておきたい
こと

就職活動に即役立つ知識とスキルを身に
つける
暫応募書類（履歴書）作成の基本
暫自己PRと志望動機が書けるようにな
る自己分析の仕方

暫就職活動のワンポイントアドバイス
来年１月２６日昇午後１時～２時３０分
資生堂ビューティーアップコース
暫メイクアップテクニックの案内と実習
暫好感を持たれる表情、身だしなみを身
につける

■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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■場■問環境学習センターエコきち
■申１２月５日松から各開催日の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（環境フェア・環境サ
ミットは申し込み不要）

ミニシクラメンの苔玉（こけだま）づくり
■時１２月１１日晶午前１０時～１１時３０分
■内ミニシクラメンの根を土で包み、ほ
っこり癒される苔玉を作りましょう

■講大橋輝美子氏（安城オープンガーデ
き み こ

ンクラブ会員）
■対１８歳以上
■定２０人（先着順）
■￥４００円
ロケットストーブづくり
■時１２月１２日松午前１０時～正午
■内エコで災害時にも役立つロケットス
トーブを作り、活用法を考えます

■講高橋忠夫氏
ただ お

■対１８歳以上
■定５人（先着順）
■￥４０００円
■持軍手
門松づくり
■時１２月２５日晶午前９時～１０時３０分・１０
時４５分～午後０時１５分

■講平野周
しゅう

一氏（株式会社西三河エリア
いち

ワン社長、一級造園技能士、造園職
業訓練指導員）

■対１８歳以上
■定各５人（先着順。夫婦での参加も可）
■￥２０００円（１対分）
環境フェア・環境サミット
■時■内１２月５日松午前１０時諮環境フェア
獅体験講座「わらを使った正月飾り
をつくろう」、根羽村物産展・安城物
産展・バザー・抽選会等 午後１時
３０分諮環境サミット獅蛍の保存活動、
生き物が共生できる環境に関する発
表を聞きあい、環境について考えま
しょう

■問堀内公園（緯〈９９〉５９４７）
作って遊ぼう「松ぼっくりのミニクリ
スマスツリーを作ろう！」
■時１２月１２日松・１３日掌・１９日松・２０日
掌・２３日抄午前１０時～午後３時

■定各３０人（当日先着順）
南吉スタンプラリー
■時１２月１９日松・２０日掌・２３日抄午前９
時～午後４時
※雨天中止。

■内新美南吉の作品にちなんだスタンプ
ラリー
■対小学生以下
■定各１００人（当日先着順）
利用者還元抽選会
■時１２月１９日松・２０日掌・２３日抄午前９
時～午後４時３０分

■内各日の指定遊具に乗った人に抽選で
有料遊具利用券を進呈 指定遊具諮

１９日松獅汽車メルヘン号 ２０日掌獅

観覧車 ２３日抄獅メリーゴーランド
■対４歳以上（未就学児は１８歳以上の保
護者同伴）
■定各１００人（当日先着順）
クリスマスビンゴ大会
■時１２月１９日松・２０日掌・２３日抄午後２
時３０分
※雨天中止。
※開始各１０分前に、参加する本人に
ビンゴカードを配布。

■内ビンゴになった人にお菓子を進呈
■対小学生以下
■定各１００人（先着順）

堀内公園の催し

■問清掃事業所（緯〈７６〉３０５３）
年末の最終収集日以降は、１週間程度ごみ収集がありません。収集日程は、
各家庭に配布した「ごみカレンダー」で確認してください。
また、年末年始は出されるごみが非常に多いため、特別体制で収集します。
ごみは適正に分別したうえで、必ず午前８時までに出してください。
■他家庭の大掃除等で出た多量のごみ・粗大ごみは、環境クリーンセンター・
リサイクルプラザへ搬入してください。年末は大変混雑しますので、早め
の搬入をお願いします。また、手数料の納付に小銭の用意をお願いします。

自年内の粗大ごみ有料収集の最終日は１２月２５日晶

■申収集希望者は１２月２２日昇までの捷～晶午前８時３０分～午後５時（抄を除く）
に、受付センター（緯〈７７〉４４１１）へ

自ごみ関連施設の年末年始の休業日

せん定技術を習得し、シルバー人材
センターの会員として社会参加しませ
んか。
■時来年１月２６日昇午前９時～正午
■場シルバー人材センター
■対市内在住の６０歳以上
■定１０人程度（先着順）
■持せん定はさみ、作業のできる服装
■申１２月７日捷～２１日捷の午前９時～午
後５時（松掌を除く）に、電話でシル
バー人材センター（緯〈７６〉１４１５）へ

危険物取扱者保安講習会
■時■内下表のとおり

■場ウィルあいち（名古屋市東区）
■￥各４７００円
■申１２月２５日晶までに、申請書を郵送で
愛知県危険物安全協会連合会（〒４６０
－０００１名古屋市中区三の丸３‐２‐１）へ
※申請書は、各消防署で配布。同連
合会ウェブサイトからも申し込み可。

■問愛知県危険物安全協会連合会（緯０５２
〈９６１〉６６２３）、衣浦東部広域連合予防
課（緯〈６３〉０１３７）

講習種別講習日 一般特定給油
午前－午後来年１月２８日昭

午後午前－２９日晶

午前
午後－－２月１日捷

午後－午前２日昇

午前午後－３日昌

給油＝給油取扱所 特定＝特定事業所

休業日施設名
１２月２９日昇～来年１月３日掌（※）環境クリーンセンター・リサイクルプラザ
１２月３０日昌～来年１月４日捷せん定枝リサイクルプラント

来年１月１日抄～３日掌
リサイクルステーション・エコらんど・
エコセンターあんじょう

せん定講習会

エコきちへ行こう

※１２月２９日昇は一般家庭からの持ち込みのみ午前８時３０分～正午まで受け付けま
す。



館内にクリスマスの飾りつけをして
皆さんを迎えます。
■時１２月５日松～２５日晶午前９時～午後
７時（捷を除く。松掌抄は午後５時
まで）

■内クリスマスの本・絵本を大放出しま
す。図書館で１０００冊以上所蔵してい
る、クリスマスがモチーフの絵本や
一般書を館内で展示。ツリー型の展
示棚も登場します。また、期間中は
館内スタッフが、サンタ帽子やトナ
カイのツノを着けクリスマスの装い
となります。さ
らに、館内の壁
にツリーやサン
タの絵を飾りつ
け、おはなしコ
ーナーでは、期
間限定の折り紙
コーナーも登場
します
■場■問中央図書館
（緯〈７６〉６１１１）

サンタでお出迎え図書館

市スポーツセンターの催し
■問市スポーツセンター（緯〈７５〉３５４５）
■￥施設使用料
■申１２月５日松から開催日前日までの午
前９時～午後８時（休館日を除く）に、
直接か電話で同センターへ
新年タイム測定会

■時来年１月１７日掌午後１時～２時３０分
■内自動計測装置でタイムを測定できま
す
■対２５ｍ以上泳ぐことができる人
※小学３年生以下は保護者同伴。保
護者１人につき２人まで参加可。
■定５０人（先着順）
■持水着・水泳帽子・ゴーグル
■他２５ｍ・５０ｍ・１００ｍのうち、２種目
まで申し込み可

大人水泳体験会
■時来年１月２２日晶・２９日晶午後１時～
２時（全２回）
■内来年２月から開催の水泳教室を体験
できます
■対１８歳以上で２５杓泳げない人
■定１０人（先着順）
■持水着・水泳帽子・ゴーグル

■時来年１月７日昭・２１日昭、２月４日
昭・１８日昭、３月３日昭・１７日昭

押し花獅午前１０時 フラワーアレン
ジメント獅午後１時３０分 いずれも
全６回
■場デンパーククラブハウス
■講押し花獅長谷川はる子氏（ふしぎな
花倶楽部押し花インストラクター）
フラワーアレンジメント獅山口秋子

あき こ

氏（日本フラワーデザイナー協会
NFD講師）
■定各２０人（先着順）
■￥各６０００円（期間中の入園パスポート
付。材料費は別途必要）

■申１２月５日松午前９時３０分から、直接
か電話でデンパーククラブハウス
（緯〈９２〉７１１２）へ

デンパーク花の講座

デンマークの国民的キャラクター
“ラスムス クルンプ”がデンパークに
登場！
■時１２月５日松・６日掌午前１１時、午後
１時・３時・５時・７時
■場デンパークフローラルプレイス
■他握手＆撮影会あり
■問デンパーク（緯〈９２〉７１１１）

デンパークの催し
■問マーメイドパレス（緯〈９２〉７３５１）
■￥施設使用料
お菓子のつかみどり
■時１２月１９日松・２０日掌

■内つかんだ分のお菓子をプレゼントし
ます

■対当日プールを利用した小学生以下
■定各５０人（当日先着順）
ジャンケン大会
■時１２月２０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１２月２３日抄午前１０時
■内プールに隠された文字を探し、キー
ワードを完成させた人にお菓子を進
呈

■対当日プールを利用した小学生以下
■定５０人（当日先着順）

マーメイドパレスの催し

マーメイドパレスの講座
■問マーメイドパレス（緯〈９２〉７３５１）
■申各申込開始日の午前１０時から電話で
マーメイドパレスへ
アロマテラピー体験会
■時１２月１５日昇午前１０時３０分～１１時３０分
■内アロマテラピーの紹介としっとりぷ
るぷるリップクリーム作り
■対１８歳以上
■定１０人（先着順）
■￥１４５０円
■申申込開始日獅１２月８日昇

はじめてのお灸～お正月太り対策～
■時１２月１７日昭午前１０時３０分～正午
■内初歩的なお灸の仕方を体験
■対１８歳以上の女性
■定５人（先着順）
■￥１５００円
■持肘、膝を出せる服装（スカート不可）
■申申込開始日獅１２月８日昇

ベビーマッサージ
■時１２月１８日晶午前１０時３０分～正午
■対２カ月～１歳の子とその保護者
■定８組（先着順）
■￥１５００円（保護者が２人の場合は２０００
円）
■持大きめのバスタオル・子どもの水分
補給用飲料等
■申申込開始日獅１２月１０日昭

託児あり！トレーニングジム利用会
■時１２月２４日昭午前１０時３０分～正午
■対６カ月～未就園児とその保護者
■定５人（先着順）
■￥施設利用料
■持運動できる服装・室内用シューズ
■他修了証がない人は講習会にも参加可
■申申込開始日獅１２月１１日晶

目指せ美ボディ！骨盤エクササイズ
■時１２月２５日晶午前１０時３０分～正午
■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１２月１１日晶
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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１２月２０日掌午前９時～１１時
■場市民交流センター
■内親子でキャンドル用カップに絵を描
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２０人程度（先着順）
■持油性カラーペン
■申１２月６日掌午前９時から、直接か電
話で市民交流センター（緯〈７１〉０６０１）へ

親子でクリスマスキャンド
ルを作ろう！

■時来年１月２４日掌・３１日掌、２月７日
掌・１４日掌・２１日掌・２８日掌午前１０
時～１１時３０分（全６回）

■場市民会館
■内ボランティアの先生と一緒に、学校
や日常生活で必要な日本語を学びま
す

■対市内の小学校に通う小学１年生～６
年生の外国籍児童（外国にルーツを
持つ子を含む）

■定１０人（先着順）
■￥３００円
■他会場まで保護者が子どもを送迎して
ください。子どもに日本語を教える
ボランティアも随時募集しています

■申１２月７日捷～２１日捷午前８時３０分～
午後５時１５分（松掌を除く）に、直接
か電話で市国際交流協会（緯〈７１〉２２
６０）へ

冬期子ども日本語教室

■時１２月６日掌午前９時～午後４時
■場総合運動公園
■内スポーツ教室、職業・ものづくり体
験等

■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２０１５

第６回松平シンポジウム

マーメイドパレスの水中講
座
■時１２月１６日昌午前１１時～正午
■内■定①初級水泳「クロールから始めま
しょう」獅２０人 ②体験アクアビク
ス獅４０人 いずれも先着順
■対１８歳以上
■他６カ月～未就園児の託児あり（先着
５人）
■申１２月９日昌午前１０時から、直接か電
話でマーメイドパレス（緯〈９２〉７３５１）
へ

■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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■定各２０人（先着順）
■対安城・碧南・刈谷・知立・高浜市在
住・在勤・在学の人は、どの会場で
も受講できます
※団体での受講を希望する場合は、
各申し込み先へ問い合わせてくださ
い。

■申１２月５日松午前９時から、電話で各
申し込み先へ

■問衣浦東部広域連合消防課（緯〈６３〉０１
３５）
普通救命講習Ⅲ
■時１２月１９日松午前９時～正午
■内小児・乳児・新生児の心肺蘇生法、
ひきつけ・のどに異物が詰まった時
の処置等

■場■申高浜消防署救急係（緯〈５２〉１１９０）
普通救命講習Ⅰ
■時１２月２０日掌午前９時～正午
■内心肺蘇生法（気道確保・人工呼吸・
胸骨圧迫）、ＡＥＤの使用法、止血法等
■場■申刈谷消防署救急係（緯〈２３〉１２９９）
普及員講習再教育
■時１２月２７日掌午前９時～正午
■内応急手当普及員有資格者が、前回講
習受講日から３年以内に再受講する
講習

■場■申碧南消防署救急係（緯〈４１〉２６２５）

救命講習会

■時１２月１３日掌午後１時
■内テーマ獅今度、駿河没落～今川氏の
滅亡と三河～ 永禄７年から１２年に
かけての時期の今川氏と徳川家康の
動きや、今川氏滅亡についてのシン
ポジウムです

■講コーディネーター獅播磨良紀氏（中
はり ま よし のり

京大学教授） パネラー獅久保田昌
まさ

希氏
き

（駒沢大学副学長）、平野明夫氏
あき お

（駒沢大学非常勤講師）、岡田正人氏
まさ と

（歴史研究家、『織田信長総合辞典』著
者）
■場■問歴史博物館（緯〈７７〉６６５５）

費用定員対象とき講座名

３，１５０円２０組幼児とそ
の保護者

１月１０日掌～２月７日掌の毎週掌午後１時～
１時５０分（全５回）親子水泳

５，７５０円

２０人４歳以上１月１３日昌～３月１６日昌の毎週昌午後４時～
４時５０分（全１０回）

幼児スイミ
ング

各３０人

小学１～
３年生

１月１５日晶～３月１８日晶の毎週晶午後４時～
４時５０分（全１０回）

児童スイミ
ング晶

１月１０日掌～３月１３日掌の毎週掌午後２時～
２時５０分（全１０回）

児童スイミ
ング掌

１８歳以上
の女性

１月１２日昇～３月１５日昇の毎週昇午後１時～
１時５０分（全１０回）昇

ゆったり
スイム １月７日昭～３月１７日昭の毎週昭（２月１１日

抄を除く）午後１時～１時５０分（全１０回）昭

各４０人

１月１２日昇～３月１５日昇の毎週昇午前１１時～
１１時５０分（全１０回）昇

アクアビ
クス １月１５日晶～３月１８日晶の毎週晶午後１時～

１時５０分（全１０回）晶

■内■時■対■定■￥下表のとおり（表内の日付は全て来年）
■他１２月１６日昌～２５日晶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１２月５日松～１３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、１２月１５日昇に公開代理抽選（市内在住・在勤・未受講
者優先）。定員に満たない場合は追加募集します。
※キャンセル待ちは抽選順で各５人。
■問マーメイドパレス（緯〈９２〉７３５１）

※費用には傷害保険料を含みます。
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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１２月１３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）

今月の再生家具入札販売

■時来年１月１７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子
■定３０人（先着順）
■￥１人１１００円（３歳以下は無料）
■申１２月６日掌～２０日掌に、参加者の住
所・氏名・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
※１２月６日午前８時～正午のみ、電
話で申し込み可。

■問子育て支援課（緯〈７１〉２２２９）

ひとり親家庭ボウリング大
会

フォレストくらぶ・クリス
マスイベント
■時１２月１９日松午前９時３０分～午後３時
３０分
■場青少年の家
■内クリスマスグッズの手作り体験講座
講座獅①お菓子の家つくり ②ビー
ズブレスレット ③ステンドグラス
風モビール ④カラフルバンド
⑤カッティング工作
■講フォレストくらぶ
■対小・中学生
■定各３０人（先着順）
■他各講座で開始時間が異なります。申
し込み時に確認してください
■申１２月４日晶～１２日松午前９時～午後
５時１５分（捷を除く）に、講座名・住
所・氏名を電話かファクス・Ｅメー
ルで青少年の家ボランティア支援セ
ンター（緯〈７７〉５５３５／胃〈７６〉１１３１／
i-ne.forest@city.anjo.aichi.jp）へ

年末の安全なまちづくり市
民運動
愛知県の住宅対象侵入盗は、昨年ま
で８年連続全国ワースト１位であり、
今年も依然多発しています。また、振
り込め詐欺等の被害も絶えません。
新年の準備等で金融機関で出入金す
る機会が増えることに伴い、ひったく
り被害にあう危険性も高まります。「自
分は大丈夫」と油断せず、「自分は狙わ
れている」と気を引き締めましょう。
暫住宅を対象とした侵入盗の防止
暫振り込め詐欺等特殊詐欺の被害防止
暫自動車盗の防止
暫ひったくり等街頭で発生する犯罪の
防止
■時運動期間獅１２月１日～２０日
■問市民安全課（緯〈７１〉２２１９）、安城警察
署（緯〈７６〉０１１０）

「子宮頸がん等ワクチン接種緊急促
進事業」に基づく接種での医薬品副作
用被害救済制度の請求には期限があり
ます。平成２５年３月３１日までに、市町
村の助成により、ヒトパピローマウイ
ルスワクチン、ヒブワクチン、小児用
肺炎球菌ワクチンのいずれかを接種後
に何らかの症状が生じ、医療機関を受
診した人は、接種との関連性が認定さ
れると、医療費・医療手当が支給され
る場合があります。該当する人は、請
求方法等を、独立行政法人医薬品医療
機器総合機構救済制度相談窓口フリー
ダイヤル（緯０１２０〈１４９〉９３１）又は、（緯０３
〈３５０６〉９４１１）に至急問い合わせてください。
■問市保健センター（緯〈７６〉１１３３）

子宮頸がん等ワクチン接種
の医薬品副作用被害救済制
度の請求

年末の交通安全市民運動
■時運動期間獅１２月１日～１０日
■内運動重点獅飲酒運転を根絶しよう
子どもと高齢者を交通事故から守ろ
う 夕暮れ時と夜間の歩行中・自転
車乗用中の交通事故をなくそう 後
部座席を含めた全ての座席でシート
ベルトとチャイルドシートを正しく
着用しよう
■問市民安全課（緯〈７１〉２２１９）

衣浦東部広域連合財政状況の公表
９月３０日現在の平成２７年度予算執行状況をお知らせします。
■問衣浦東部広域連合総務課（緯〈６３〉０１３３）

広域連合所有財産

２８５．９８釈土地
２０，１８８．１１釈建物

単位：千円■歳出
執行率（％）構成比（％）支出済額予算現額科目
３１．４０．０７３６２，３４２議 会 費
３６．２３．６７１，９７６１９８，８９８総 務 費
３９．７９６．２１，９０５，６０４４，７９７，４９６消 防 費
３８．３０．２３，９３６１０，２６４公 債 費
０．００．００２０，０００予 備 費
３９．４１００．０１，９８２，２５２５，０２９，０００計

広域連合債の現在高（消防債）
単位：千円
構成比（％）現在高区分
３８．２１８，６３７安城市分市別
０．００碧南市分
４８．３２３，５９０刈谷市分
０．００知立市分
１３．５６，６１２高浜市分
１００．０４８，８３９計

８６．５４２，２２７
愛知県都
市職員共
済組合

借入
先別

１３．５６，６１２
愛知県中
央信用組
合

１００．０４８，８３９計

平成２７年度一般会計予算執行状況
単位：千円■歳入

収入率（％）構成比（％）収入済額予算現額科目
４２．８９２．３２，０６５，３８４４，８２０，５４２分担金及

び負担金
６０．６０．４９，０４７１４，９２１使用料及

び手数料
１７１．７０．０１０３６０県支出金
０．００．００１財産収入
０．００．００１寄 附 金
１００．０７．０１５６，３４０１５６，３４１繰 越 金
１８．７０．３６，９３６３７，１３４諸 収 入
４４．４１００．０２，２３７，８１０５，０２９，０００計

■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

壊 広報あんじょう 2015.12.1

地球温暖化・大気汚染の防
止にご協力を
地球温暖化をもたらす二酸化炭素濃
度は年々増え続けています。
また、冬は暖房機器等の使用により
空気が汚れやすい季節です。家庭でで
きる小さな心がけで、地球温暖化・大
気汚染を防止しましょう。
※「あいちエコチャレンジ２１」県民運動
実施中。

暫重ね着等の工夫で暖房は１９寿を目安
にしましょう

暫照明や電化製品はこまめにスイッチを
消しましょう

暫こたつ等の設定温度はこまめに調節
しましょう

暫不要なアイドリングや、急発進、急
加速を避け、エコドライブに努めま
しょう

暫公共交通機関や自転車を利用しま
しょう

■問県大気環境課（緯０５２〈９５４〉６２１５）、市
環境首都推進課（緯〈７１〉２２０６）

平成２８年４月１日から施設の管理・
運営を行う指定管理者の候補者を選定
しました。選定された候補者は、議会
の議決を経て正式に指定管理者として
指定されます。
■内指定管理者候補者（管理運営施設）施

叙愛知スイミング三河安城支店（①堀
内公園、②マーメイドパレス）、安祥
文化のさと地域運営共同体（③安城
市歴史博物館他３施設） 指定期間
諮①②獅平成２８年４月１日～３３年
３月３１日 ③獅平成２８年４月１日～
３１年３月３１日
■他詳細は、経営管理課・市政情報コー
ナー・市公式ウェブサイトで閲覧で
きます

■問経営管理課（緯〈７１〉２２０５）

指定管理者候補者の選定

安全に通行できるよう、道路の穴ぼ
こ、陥没、ガー
ドレール・カー
ブミラーの損傷、
側溝などの破損、
照明灯の球切れ・
異常点灯を見つ
けたら、連絡し
てください。
■問維持管理課（緯〈７１〉２２３７）

道路の損傷等をお知らせく
ださい

■内募集住宅獅下表のとおり
■申入居資格を事前に確認し、１２月１４日
捷～１８日晶午前８時３０分～午後５時
１５分に、直接建築課（緯〈７１〉２２４０）へ

入居時家賃
（月額）

建設
年度

部屋番号
・間取り住宅名

２万１０００～
４万１２００円Ｓ６０

C２０６
（３DＫ）小川

（小川町）
C３０１

（３DＫ）

２万６２００～
５万１４００円Ｈ７３０８

（３DＫ）
吹付
ふき つけ

（上条町）

市営住宅入居者（抽選）

※小川住宅には浴槽・風呂釜、駐車場
はありません。

平成２８年４月から市内の児童クラ
ブ・児童センターで働く人を募集し
ます。
■内職務内容獅児童クラブ・児童セン
ターを利用する児童に対する遊び
や生活の指導 勤務場所獅市内の
各児童クラブ・児童センター 勤
務日時

▲

児童センター獅午前９時
～午後５時で週２～３日（松掌勤
務有） 児童クラブ獅午後１時～
７時・２時 ～７時 で 週３～５日
（掌抄休み。松は交代で勤務。学
校休業日は午前７時３０分～午後７
時の間で交代勤務） 賃金

▲

有資
格者獅時給１１４０円 無資格者獅時
給１０００円 いずれも通勤割増１日
２００円 選考

▲

面接（１月中旬予定）
■対児童センター獅保育士・教員の資
格を有する人又は来年３月までに
資格取得見込みの人 児童クラブ
獅保育士・教員・社会福祉士の資
格を有する人又は資格取得見込み
の人又は１８歳以上で子どもが好き
で元気とやる気のある人（無資格可）

■定児童センター獅２人 児童クラブ▲

有資格者獅１０人程度 無資格者
獅５人程度

■申１２月７日捷～２５日晶午前８時３０分
～午後５時（松掌を除く）に、顔写
真付きの履歴書又は申込書と、有
資格者は資格証等を持って直接子
育て支援課（あんぱ～く内／緯〈７２〉
２３１９）へ
※申込書はあんぱ～く、市公式ウ
ェブサイトで配布。
※民間の児童クラブでも指導員を
募集しています。詳細は各クラブ
へ問い合わせてください。

電話番号所在地クラブ名

〈７４〉３６６４昭和町なかよしクラブ

〈７４〉４４００御幸本町ひまわりクラブ

〈９８〉７７０２住吉町みつばちぶんぶ
ん

〈７６〉７５６７緑町安城つくしクラ
ブ

〈７２〉３３３３池浦町池浦児童クラブ

平成２８・２９年度に市が発注する①「建
設工事」、②「工事委託」、③「物品購入」、
④「その他委託」の見積及び競争入札に
参加を希望する場合は、入札参加資格
申請が必要です。
■時申請期間獅来年１月４日捷～２月１５
日捷午前８時～午後８時（松掌抄を
除く） 入札参加資格有効期間獅平
成２８年４月１日～平成３０年３月３１日
■他申請の手引き等は、あいち電子調達
共同システムのホームページに掲載

■問あいち電子調達共同システムヘルプ
デスク諮①②獅CALS/EC（緯０１２０
〈０５９〉３９９） ③④獅物品等（緯０１２０
〈５１１〉２７０） 市契約検査課諮①②④
獅契約係（緯〈７１〉２２１１） ③獅用度係
（緯〈７１〉２２１２）

平成２８・２９年度入札参加資
格審査申請を受付



（ ）内は前月比

〈平成27年11月1日現在〉
総 人 口
男 性
女 性

世 帯 数

18万5625人（＋10）
9万5102人（＋12）
9万523人（－ 2）

7万2127世帯（＋22）

火 災
救 急

（年間累計／前年対比）

刑 法 犯
交通事故
負 傷 者
死 者

147件（1448件／－167）
559件（6023件／－ 8）
122人（1044人／－ 66）
0人（ 5人／± 0）

人口・世帯

10月の火災・救急

10月の犯罪・事故

5件（うち建物 3件）
608件（うち急病387件）
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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。

こうた凧揚げまつり 幸
田

■時来年１月１０日掌午前９時３０分～午後
１時３０分

■場幸田町大字菱池地内
ひし いけ

■内たたみ１０畳の大凧から小凧まで、約
１８０基の手作り凧が新春の空を彩り
ます。屋台の出店もありますので、
ぜひ、家族で来場ください
■他 JR幸田駅西口及び幸田町役場庁舎
前駐車場から会場までシャトルバス
を運行します

■問こうた凧揚げまつり実行委員会事務
局（幸田町生涯学習課内／緯０５６４〈６２〉
１１１１）

かぼちゃサミット 西
尾

西尾市東幡豆町には、ハズ観音と呼
ばれ親しまれている、妙

みょう

善寺がありま
ぜん じ

す。妙善寺は別名“かぼちゃ寺”と呼ば
れ、かぼちゃ伝来発祥の地とも言われ
るほど、かぼちゃとの縁の深い寺です。
この寺では、全国から特大かぼちゃや
珍しい形のかぼちゃが大集合する「か
ぼちゃサミット」が開催されます。
■時■内１２月２２日昇午前７時～午後３時獅

かぼちゃしるこ接待 午前８時～午
後２時獅物産展 午前１０時３０分獅か
ぼちゃみこしお練り 午前１１時獅表
彰式
■場妙善寺（西尾市東幡豆町。名鉄東幡
豆駅から徒歩約４分）
■問西尾市観光協会（西尾市商工観光課
内／緯０５６３〈６５〉２１７０）

第３回家康公生誕祭 岡
崎

■時１２月２３日抄～２６日松

■場岡崎公園、乙川河川敷他
■内岡崎公園がイルミネーションに彩ら
れ、家康公の生誕を祝います。２６日
松には市内で提灯行列が行われる他、
乙川にLEDを光源とした光の玉「祈
り星®」を流す「乙川リバーフロント
泰平の祈りプロジェクト」も行われ、
光の祭典を盛大に繰り広げます
■問岡崎市観光課（緯０５６４〈２３〉６３８４）

新成人の家族・先輩からの、お祝い
や励ましのメッセージを募集します。
メッセージは式典当日、会場に掲示し
ます。
■申１２月１１日晶までの午前８時３０分～午
後１０時（捷を除く）に、応募用紙に町
名・氏名（匿名可）、メッセージを記
入し、持参か郵送（必着）・Ｅメール
で青少年の家（〒４４６－００６１新田町池
田上１／seishounen@city.anjo.
aichi.jp／緯〈７６〉３４３２）へ
※応募用紙は青少年の家・各地区公
民館で配布。

新成人への激励メッセージ

テレビやインターネット等で授業を
行う通信制の大学です。心理学・福祉・
経済等幅広い分野を学べます。
働きながら大学を卒業したい人、学
びを楽しみたい人等、様々な目的で幅
広い世代、職業の人が学んでいます。
■時出願期間諮第１回獅来年２月２９日捷

まで 第２回獅来年３月２０日掌まで
■申放送大学愛知学習センター（緯０５２
〈８３１〉１７７１）へ
※資料は同センターで配布。

平成２８年度第１学期放送大
学学生

市内の調理場で働く職員を募集し
ます。
■内職種獅栄養士 勤務内容獅物資の
検収、調理・衛生指導等 勤務日
獅捷～晶（抄、年末年始を除く）
勤務時間諮北部調理場・南部調理
場獅午前８時３０分～午後５時１５分
中部調理場獅午前８時１５分～午後
５時 選考獅作文と面接（１２月１５
日昇午前９時、市役所西庁舎）
結果発表獅１２月下旬に本人に通知

■対管理栄養士の資格を有し、昭和４５
年４月２日以降に生まれた人
■定１人

■申１２月２日昌～１０日昭午前９時～午
後５時（松掌を除く）に、受験申込
書・面接カード・管理栄養士免許
証の写しを持って市学校給食協会
事務局（市役所西庁舎／緯〈７５〉２３
２２）へ
※受験申込書は必ず申込者本人が
持参してください。
※受験申込書・面接カードは同協
会・市公式ウェブサイトで配布。
提出書類は返却しません。
※南部調理場の臨時給食調理職員
（午後勤務）を募集しています。詳
細は問い合わせてください。

■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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INFORMAÇÕESÚTEIS
SEF INFORMATION

Português

Englis
外国語の
情報ボックス

※申し込みや問い合わせは、日本語
でお願いします。

※Inscriçõeseinformaçõessomente
emjaponês

※Applicationsandinquirieswillbein
Japanese.


