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■年末年始休館日のご案内
■時１２月２８日捷～来年１月５日昇

暫返却は同館の返却ポストを利用し
てください

暫予約は同館ウェブサイトで受け付
けています

暫１２月１５日昇～２７日掌は貸し出し期
間を３週間に延長します

■年越しにオススメ！１０８つの福袋
図書館職員が年越しにオススメの
本を選び、福袋にして貸し出します。
■時１２月２３日抄～２７日掌

■定配布数諮一般向け獅５４個 児童向
け獅５４個（先着順、１人１袋）
■他貸し出しには１～３冊分の貸し出
し枠が必要です

■新春たこ展示会
本市の伝統的な桜井凧を中心に、
館内にさまざまな凧を展示します。
■時来年１月６日昌～２１日昭

１日抄～５日昇・１８日捷・２２日晶・
２５日捷

中央図書館（緯〈７６〉６１１１）

１月の休館日

お知らせ

１月の土器づくり教室
■時１２日昇～１６日松・１９日昇～２２日晶・
２６日昇～３０日松午後１時～４時（受
け付けは午後２
時まで）
■内弥生時代と同じ
方法で土器作り
■対小学生以上（小
学１～３年生は
保護者同伴）

■場■問埋蔵文化財センター（緯〈７７〉４４９０）

■他詳細は問い合わせてください
■申１２月２０日掌～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〉
５９４７）へ
ノルディックウォーキング＆棒ビクス
体験会
■時来年１月９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
■持運動しやすく体温調節のできる服装・
靴、飲み物

デコクレイ講座（大人向け講座）
■時来年１月２２日晶午前１０時～正午
■内デコクレイ粘土を使って花の小物作
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１０人（先着順）
■￥５００円
フラエクササイズプログラム（大人向
け講座）
■時①チャレンジクラス施来年１月２５日
捷午前１０時～１０時５０分 ②シルバー
クラス施来年１月１３日昌・２０日昌・
２７日昌午前９時３０分～１０時２０分
③親子フラエクササイズ施来年１月
１３日昌・２０日昌・２７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

堀内公園の講座プラネタリウム１月の生解
説
■内■時冬の星ものがたり獅５日昇・６日
昌午後１時３０分・３時 星はすばる
獅９日松～１１日抄・１６日松午後１時
３０分・３時 よだかのほし獅１７日掌・
２３日松・３０日松・３１日掌午後１時３０
分・３時

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

安城選手権大会冬季スキー
競技会
■時■場①一般の部獅来年２月２０日松／白
馬五竜スキー場いいもりゲレンデ
（長野県北安曇郡白馬村） ②少年の
部獅来年３月６日掌／ひだ舟山スノ
ーリゾートアルコピア（岐阜県高山
市）

■内①獅個人大回転、団体大回転 ②獅

個人大回転
※団体は男性４人、女性１人で構成。

■対①獅市内在住・在勤・在学のアマチ
ュア競技者 ②獅保護者同伴又はク
ラブ責任者の引率により参加できる
市内在住の小・中学生

■￥１５０円（保険料）
■申保険料を持って ①獅来年１月６日
昌～２２日晶 ②獅来年１月６日昌～
２月５日晶に和田スポーツ（緯〈９７〉０
２７９）へ
■問市体育館（緯〈７５〉３５３５）

※対象年齢は目安です。

来年１月７日昭
午前１０時３０分

おはなしゆりかご
（０～２歳）

来年１月９日松
午後２時

おはなしどんどん
（３歳～小学３年生）

来年１月１２日昇
午前１０時３０分

えほんのとびら（０
～２歳）

来年１月１３日昌
午前１０時３０分

おはなしたまてば
こ（１～５歳）

来年１月１６日松
午前１０時３０分

南吉朗読ででむし
会（小学生以上）

来年１月１７日掌
午後２時

かみしばいの会「新
年お楽しみ会」（３
歳～小学３年生）

来年１月１９日昇・
２６日昇午前１０時
３０分

えほんとわらべう
たの会（０～２歳）

来年１月２１日昭
午前１０時３０分

いないいないばあ
（１～５歳）

来年１月２３日松
午前１１時

大人のための絵本
朗読会（一般）

来年１月２７日昌
午前１０時３０分

おはなしまあだ（１
～５歳）

来年１月２９日晶
午前１０時３０分

絵本好き集まれ！お
すすめ絵本紹介

おはなし会

■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。

堀内公園の催し
■問堀内公園（緯〈９９〉５９４７）
スタンプ DEGET
■時１２月２６日松・２７日掌午前９時～午後
４時（雨天中止）

■内有料遊具を利用し、
スタンプを集めた
人に抽選で景品を
進呈
■対３歳～小学生（未
就学児は保護者同伴）

■定各２００人（当日先着順）
こども無料開放
■時来年１月４日捷午前９時～午後４時
３０分
■内有料遊具を無料で利用できます
■対４歳～小学生（未就学児は保護者同
伴）
回数券限定販売
■時来年１月４日捷～３１日掌午前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遊
具券を２枚進呈
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１月の移動児童館
■対■時■場乳幼児親子諮６日昌・２０日昌獅

東部公民館 １５日晶・２９日晶獅高棚
町公民館 １９日昇・２６日昇獅南部公
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）

碧海信用金庫本店前会場（御幸本町）
■時１２月２６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１２月２６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）、パパかふぇ（子育
てパパたちの憩いの場）、グルメ移動
販売車、商店街アイドル「看板娘。」
ステージ、きーぼーお楽しみ抽選会
等、今回はき～☆モビの展示もあり

■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
■内安城市観光案内所「KEYPORT」を発

キ ー ポ ー ト

着点にまちなかをまわってクイズに
答え、全問正解した人に南吉・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

■時来年１月１０日掌午前１０時～午後３時
■内筝の演奏を聴きながら、お抹茶を楽
しめます
■￥入苑料獅１００円（中学生以下無料）
呈茶料獅３００円

■場■問丈山苑（緯〈９２〉７７８０）

丈山苑新春茶会

■安城の三河万歳保存会の舞
■時■場来年１月１日抄午前０時施不乗森神社

のらずのもり

（里町）・南明治八幡社（花ノ木町）・大岡白山
神社（大岡町）・榎前八劔神社（榎前町） 午

はっ けん

前０時４５分施白山比売神社（今本町）・二本
はく さん ひ め

木八幡社（緑町）・上条白山媛神社（上条町）
はく さん ひめ

■問歴史博物館（緯〈７７〉６６５５）
■丈山苑新春三河万歳
丈山小学校の児童が舞う「招福の舞」をお楽しみください。

■時来年１月９日松午後２時～２時２０分
■￥入苑料１００円（中学生以下無料）
■場■問丈山苑（緯〈９２〉７７８０）

■場環境学習センターエコきち
■申１２月２０日掌～各講座開催日３日前ま
での午前９時～午後９時（昌、１２月
２８日捷～来年１月４日捷を除く）に、
講座名・住所・氏名・年齢・電話番
号・参加人数を直接か電話、ファク
スで環境学習センターエコきち（☎・
胃〈７６〉７１４８）へ

七草がゆを味わおう
春の七草でおかゆをつくり、一年間
の健康を祈ります。
■時来年１月９日松午前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歳以上の子とその保護者
■定１０組（先着順）
■￥１００円
■持エプロン・三角巾・マスク・ふきん・
椀・箸

桜井凧を作ろう
世界の凧の祭典でグランプリを獲得
した、伝統ある「桜井凧」を作ってみま
せんか。
■時来年１月１０日掌午前１０時～１１時３０分
■講桜井凧保存会の皆さん
■対４歳以上の子とその保護者
■定１０組（先着順）
■￥３００円
大福もちをつくろう
自然農法で育てた小豆を使って大福
もちを作り、自然の恵みと季節の味を
楽しみましょう。
■時来年１月１１日抄午前１０時～１１時３０分
■講神谷直子氏

なお こ

■対４歳以上の子とその保護者
■定５組（先着順）
■￥３００円
■他エプロン・三角巾・マスク・ふきん・
皿・箸

親子で楽しむ「新春エコき
ち講座」

デンパーク年末年始のイベ
ント

■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

■場■問デンパーク（緯〈９２〉７１１１）
グリーンサンタがやってくる
■時１２月２０日掌午後２時・５時
クリスマスコンサート
■時１２月２２日昇午後３時・５時
■内出演獅愛知学泉大学オーケストラ
クリスマスキャロル
■時１２月２３日抄午後３時・５時
■内出演獅光ヶ丘女子高等学校合唱部
クリスマスコーラス
■時１２月２４日昭午後３時・５時
■内出演獅安城学園高等学校合唱部
三河万歳の初舞
■時来年１月２日松午後１時
書道パフォーマンス

■時来年１月２日松午後３時
■内出演獅安城高等学校書道部
舞楽（ぶがく）
■時来年１月３日掌午後１時・３時３０分
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■中心市街地拠点施設と自治基本条例①
きくぞう君：JR安城駅の南側で大きな工事をしているけれど、
これから何ができるんだろう。

サルビー：あれは、平成２９年にオープンする中心市街地拠点施
設を作っているんだよ。この拠点施設には図書情報館や多目
的ホール、スーパーマーケット、公園等があって、たくさん
の人が集まる施設になるんだよ。

きくぞう君：なんだかわくわくするな。そこではどんなことが
できるの？

サルビー：今年から始まった新しい取り組みとして、公募で集
まった人たちがまちなかを元気にするために拠点施設を使っ
て何ができるか考えるワークショップをしているよ（※）。意
見の中には、絵本に出てくる料理を拠点施設に集まった人た
ちと実際に作って食べるイベントをしたいというのもあったよ。

きくぞう君：僕たちにできることを考えるのは楽しそうだな。
〈来年1月１５日号へつづく〉

※安城市まちなか賑わい創出プロジェクト…中心市街地拠点施設を核とし
た、まちなかの賑わいを地域一体となって創り出す取り組み。
■問企画政策課（緯〈７１〉２２０４）

■場■申来年１月７日昭午前９時から、電
話で子育て支援センター（あんぱ～
く内／緯〈７２〉２３１７）へ
※１人１講習まで。
子育て何でも相談広場「絵本をえらぶ・
絵本であそぶ」
■時来年２月２日昇午前１０時～１１時３０分
■講中央図書館司書
■対乳幼児とその保護者
■定２０組（先着順）
育児講習会「快適育児環境！ラクラク
おそうじ術」
■時来年２月５日晶午前１０時～１１時３０分
■講知念亜希氏

あ き

■対乳幼児の保護者
■定３０人（先着順）
■他別室託児あり
親子遊び講習会「親子で楽しもう！キ
ッドビクス」
■時来年３月８日昇午前１０時～１１時３０分
■講元田久美子氏

く み こ

■対１歳～未就園の子とその保護者
■定３０組（先着順）

子育て支援センター講習会

障害者就労支援講演会
障害者の就労の現状や、就労を目指
す障害者が知っておきたい心構え等に
ついて話します。
■時来年１月２７日昌午前１０時～１１時３０分
■場文化センター
■内講師獅岡田將男氏（刈谷公共職業安

まさ お

定所就職促進指導官）
■問障害福祉課（緯〈７１〉２２２５）

■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～
■時来年１月８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
■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１２月２２日昇

ハーブ講座体験会～花粉症予防のハー
ブ～
■時来年１月１５日晶午前１０時３０分～正午
■内ハーブ手浴や花粉症対策スプレー作
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１２月２４日昭

女性のためのお手軽エクササイズ
■時来年１月２２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
■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１２月２２日昇

マーメイドパレスの講座

■場■問マーメイドパレス（緯〈９２〉７３５１）
歳末抽選会
■時１２月２７日掌午前１０時から
■内電化製品や生活用品、無料券等が当
たる抽選会
■対高校生以上のプール又はトレーニン
グルーム利用者
■定１００人（当日先着順）
■￥施設使用料
水中宝探し
■時１２月２７日掌午前１０時から
■内プール内に隠されたカプセルを見つ
けた人に景品を進呈
■対プールを利用中の小学生以下
■定５０人（当日先着順）
■￥施設使用料

マーメイドパレスの催し

男女共同参画の必要性や県の取り組
み等に関する講座です。
■時来年１月１７日掌午後３時～４時
■場市民交流センター
■内講師獅服部克己氏（県県民生活部男

かつ み

女共同参画推進課長）
■定２０人（先着順）
■申１２月１９日松午前９時から、直接か電
話で市民交流センター（緯〈７１〉０６０１）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。

県政お届け講座「男女共同
参画社会づくり」

きくぞう君

サルビー

毎月１日午後４時に実施している試
験放送は、各家庭への影響等を考慮し、
来年１月１日抄

の放送を取り止
め、１月４日捷

午後４時に実施
します。
■問危機管理課（緯〈７１〉２２２０）

防災ラジオ試験放送日の変
更

■問市学校給食協会（緯〈７５〉２３２２）
イメージキャラクターを決定
６０４点の応募作品からイメージキャ
ラクターを決定しました。入賞者は次
の皆さんです。今後、協会のPRポス
ター、チラシ、啓発用品等に使用しま
す。 〈敬称略〉
特選獅新美友子（知立市） 入選獅小西

とも こ

智恵美（川島町）、佐藤真希子（篠目町）、
ち え み ま き こ

滝沢卓（大阪市）
たく

公式ウェブサイトを開設
毎日の給食や人気給食メニューのレ
シピ等を掲載します。ぜ
ひ、ご覧ください。URL
獅http://www.anjo-sc
hool-lunch.jp

市学校給食協会からのお知
らせ

償却資産の申告を忘れずに
来年１月１日現在、市内に償却資産
を所有し、事業を営む法人・個人に申
告書を送付します。新たに事業を始め
た法人・個人で申告書が届かない場合
は、連絡してください。
■申来年１月４日捷～２月１日捷の午前
８時３０分～午後５時１５分（松掌抄を
除く）に、申告書を持参か郵送で資
産税課（〒４４６－８５０１住所記載不要）
へ

■問資産税課（緯〈７１〉２２１５）
償却資産の申告はインターネットのご
利用を
地方税ポータルシステムｅＬＴＡＸ（エ

ルタックス）でも申告ができます。
エルタックス URL獅http://www.el
tax.jp/

青少年の非行・被害防止に
取り組む県民運動（冬期）
冬休みは、お年玉等で子どもたちの
自由になるお金が増えます。そのため、
無駄遣いも多くなりがちです。また、
夜遊びや無断外泊等が習慣化するのも
この時期です。
青少年の非行・被害防止のため、地
域の子に目を向け、大人から積極的に
声かけをお願いします。
スローガン獅非行の芽 はやめにつも
う みな我が子
■時強調月間獅１２月２０日掌～来年１月１０
日掌

■問青少年の家（緯〈７６〉３４３２）

福祉への善意・寄付ありが
とうございます
１０月分／受け付け順／敬称略
市社会福祉協議会善意銀行
日本モウルド工業株式会社、安城市西
部高齢者教室、中村富士子、桜井福祉
センター利用者、北部福祉センター利
用者、ファミコンプラザ安城店、東部
公民館利用者、安城市消費生活学校、
ふれあいダンス、総合福祉センター利
用者、沓名勝博・信子、匿名
市役所関係
ＮＰＯ法人幸せな家庭環境をつくる会
安城支部、株式会社東祥、サンエイ株
式会社、匿名

あいちＡＥＤマップを知っ
ていますか
■問県消防保安課（緯０５２〈９５４〉６１４１）、市
保健センター（緯〈７６〉１１３３）

あいちAEDマップウェブサイト
あいちAEDマップでは、AEDの設

置場所を地図で表示。簡単に検索でき
ます。また、AEDの使用方法も紹介
しています。緊急時に備え、学校・職
場・自宅周辺等のAED設置場所の確
認に活用してください。
あいちAEDマップURL獅http://aed.
maps.pref.aichi.jp/
あいちAEDマップの登録にご協力を
あいちAEDマップをより充実させる
ため、AED設置者は登録をお願いし
ます。登録方法は、あいちAEDマップ
ウェブサイトをご覧ください。

「あんてな２０１５冬号」の３ページと５
ページに掲載した桜井凧保存会事務局
（事務局長都築）の電話番号に誤りがあ
りました。正しくは０９０〈２３４０〉４６１２で
す。お詫びして訂正します。
■問文化センター（緯〈７６〉１５１５）

生涯学習情報誌「あんてな
２０１５冬号」のお詫びと訂正

蛾 広報あんじょう 2015.12.15

■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

イメージキャラクター「あんきゅー」

来年度からスタートする第８次総
合計画を推進するため、地域住民や
医療機関と意識の共有を図ることを
目的とした市民フォーラムです。
■時来年１月１７日掌午後２時～４時
（開場は午後１時）
■場文化センター
■定５００人（先着順）
■内■講地域医療を担う病院・医師会が、
現在抱えている課題や改善の方向
性を、パネルディスカッションを
通して考えます パネリスト獅

藤井康
やす

彰氏（安城市医師会会長）、
あき

浦田士
し

郎氏（安城更生病院院長）、
ろう

弥政晋輔氏（八千代病院院長）、
いよ まさ しん すけ

神谷学（安城市長）

■他会場内の健康測定コーナーでは、
受講者向けに午後１時～２時、４
時～５時に脳年齢等の健康測定を
行います。希望者には当日午後０
時５０分から整理券を配布します
※あんじょう健康マイレージ「健
康アクション部門」の対象事業。
■申１２月１８日晶～来年１月８日晶午前
８時３０分～午後５時１５分に、申込
書を持参かファクスで市保健セン
ター（〒４４６－００４５横山町下毛賀知
１０６－１／胃〈７７〉１１０３／緯〈７６〉１１３３）へ
※申込書は、同センター・市公式
ウェブサイトで配布。
※市公式ウェブサイト「健康づく
りフォーラム」のページからも申
し込み可。


