
■図書情報館プレイベント講演会
「つながる図書館・最前線！」
■時１２月４日掌午後２時～４時
■場中央図書館
■内図書館の可能性や先進事例の講演、
来年６月に開館するアンフォーレ
について市長と猪谷氏の対談
■講猪谷千香氏（ジャーナリスト）、岡

いがや ち か

本真氏（アカデミックリソースガ
まこと

イド代表）
■定８０人（先着順）
■申１０月２２日松午前９時から、電話で
中央図書館へ
■読書感想画展、手づくり紙芝居展
市内小中学生が描いた読書感想画
の優秀作品と本館で開催した「手づ
くり紙芝居教室」の作品を展示します。
■時１０月２７日昭～１１月９日昌午前９時
～午後７時（休館日を除く。松掌

抄は午後５時まで）
■場中央図書館

中央図書館（緯〈７６〉６１１１）

催し

■問堀内公園（緯〈９９〉５９４７）
ハロウィンイベント
■時１０月２９日松①午前９時から ②午後
２時から
■対■内①獅有料遊具を利用した小学生以
下にキャンディを進呈 ②獅小学生
以下を対象にしたビンゴ大会、ビン
ゴをした子にお菓子を進呈 いずれ
も小学生未満は保護者同伴
■定①獅各５０人 ②獅１００人 いずれも
当日先着順
■￥①獅有料遊具利用料
お得な回数券販売
■時１１月１日昇～３０日昌午前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
料遊具利用券を２枚進呈

クイズラリーDEGET!
■時１１月３日抄・５日松・６日掌午前９
時～午後４時
■内各有料遊具に設置されたクイズに全
て正解した人に景品を進呈
■対３歳～小学生（小学生未満は保護者
同伴）

■定各２００人（当日先着順）
■￥有料遊具利用料
ノルディックウォーキング＆棒ビクス
体験会

■時１１月２６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①②獅小学生以上
■定①獅４０人 ②獅２０人 いずれも先着順
■￥器具使用料各５００円。両方使用する
場合は８００円、持参する人は無料
■持運動しやすい服装・靴、飲み物
■申１０月２０日昭～１１月２５日晶午前９時～
午後４時３０分（昇を除く）に、直接か
電話で堀内公園へ

堀内公園の催し

■時１１月１２日松午前１０時～午後３時
■場文化センター
■内民事上（宅地や家屋の貸し借り等）の
もめごとや、家事（家庭や親族、相
続等）に関する問題の相談に応じます
※予約不要、当日先着順、１人２０分。
■問安城簡易裁判所（緯〈７６〉３４６１）

無料調停相談

■内■時パソコンお仕事応用獅来年１月・
２月の松 調剤薬局事務獅来年１月・
２月の松 福祉用具専門相談員研修
獅来年１月・２月の昇 ガイドヘル
パー研修獅来年１月・２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２８日晶～１１月１８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
※申込書は同課で配布。

母子家庭等就業支援講習会

市内各所の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２０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、詩吟、コーラス、
舞踊、フラダンス、バンド演奏等
■問市民協働課（緯〈７１〉２２１８）

町内公民館芸能活動発表会

地域で運動を中心としたボランティ
ア活動をする、健康づくりリーダーを
養成する研修会です。
■時来年１月６日晶・１１日昌・１８日昌・
２０日晶、２月３日晶・８日昌・１７日
晶・２２日昌（全８回）

■場総合福祉センター
■対研修後、健康づくりリーダー安城支
部に登録し、ボランティアとして健
康づくり活動ができる、市内在住の
１８歳以上
■定２０人（定員を超えた場合は選考）
■他事前に健康度評価の受検が必要です。
詳しくは問い合わせてください
■申１１月１日昇～１２月２日晶午前８時３０
分～午後５時１５分（松掌抄を除く）に、
申込書を持参か電話で市保健センタ
ーへ
※申込書は市保健センター、各地区
公民館・福祉センター、市公式ウェ
ブサイトで配布。

■問市保健センター（緯〈７６〉１１３３）

県健康づくりリーダーバン
ク登録研修会
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１１月の休館日
７日捷・１４日捷・２１日捷・２５日晶・
２８日捷

※対象年齢は目安です。

１１月のおはなし会
１日昇・１５日昇
午前１０時３０分

えほんとわらべうた
の会（０～２歳）

２日昌
午前１０時３０分

えほんのとびら
（０～２歳）

３日抄
午前１０時３０分

おはなしゆりかご
（０～２歳）

４日晶
午前１０時３０分

おはなしポッケ
（０～２歳）

５日松
午後３時

おはなしレストラン
（小学生以上）

９日昌
午前１０時３０分

おはなしたまてばこ
（１～５歳）

１２日松
午後２時

おはなしどんどん
（３歳～小学３年生）

１７日昭
午前１０時３０分

いないいないばあ
（１～５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）

２６日松
午前１１時

大人のための絵本朗
読会（一般）

３０日昌
午前１０時３０分

絵本好き集まれ！お
すすめ絵本紹介（一般）

昨年の風昨年の風景景

■申申込方法等 ■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１１月９日昌午前８時４５分～午後４時
■場名古屋市東谷山フルーツパーク（名

とう ごく ざん

古屋市守山区） 集合・解散獅市役
所西駐車場（さくら庁舎前）
■内施設見学・講習等
■対市内在住・在学・在勤の１８歳以上
■定１０人（定員を超えた場合は抽選）
■持昼食、飲み物、筆記用具、雨具
■申１０月３１日捷までに郵便番号・住所・
氏名・年齢・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・緯〈５５〉１３１５）へ
※電話申込不可。

■問環境都市推進課（緯〈７１〉２２０６）

花・木の栽培管理について
学ぼう

８０２０歯の表彰式と講演会・
演奏会
８０２０歯の表彰式にあわせて、講演会
と吹奏楽の演奏会を行います。
■時１１月６日掌午前９時４５分～１１時３０分
■場文化センター
■内講演会諮テーマ獅「歯があるって素
晴らしい！口の中の病気とその予防」
講師獅安田かおり氏（株式会社ジー
シー） 演奏会諮出演獅ＪＫハーモニー

■問浅井歯科医院（緯〈７６〉８１１１）、大場歯
科医院（緯〈７６〉３７２９）、大東歯科クリ
ニック（緯〈７６〉３６３５）、市保健センタ
ー（緯〈７６〉１１３３）

戦後最年少の２２歳で真打昇進！歯切
れの良い語り口が人気で、古典落語か
ら新作落語まで意欲的に取り組む実力
派の江戸落語をご堪能ください。
■時来年２月５日掌

午後２時（開場
は午後１時３０分）
■￥一般獅２８００円
高校生以下獅

２０００円 障害者
獅２５００円 いず
れも全席指定
※未就学児は入場不可。学生・障害
者は証明書等の提示が必要です。

■申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）、名鉄ホールチケット
センター（緯０５２〈５６１〉７７５５）、チケッ
トぴあ（緯０５７０〈０２〉９９９９／Ｐコード
４５４－５７９） 発売開始日時獅１１月５
日松午前９時（市民会館以外の開始
時間は直接問い合わせてください）
※電話予約は１１月６日掌から、車い
す席は１０月３０日掌から、いずれも市
民会館へ。
■場■問市民会館（緯〈７５〉１１５１）

サルビアホール新春寄席
柳家花緑独演会

子育てを手助けしてほしい人（依頼会員）と、子育ての協力をする人（提供
会員）が、互いに助け合う会員組織です。
■対依頼会員獅市内在住・在勤・在学の人 提供会員獅自宅で子どもを預かる
ことのできる市内在住の人
■他報酬の基準諮捷～晶午前７時～午後７時獅６００円 その他の曜日、時間帯

獅７００円 いずれも子ども１人につき１時間あたりの金額
■申捷～晶午前９時～午後５時（抄を除く）に、ファミリー・サポート・センタ
ー（あんぱ～く内／緯〈７２〉２３１５）へ

◆依頼会員希望者の入会説明会
■時■申毎月２回、説明会を開催しています。事前に同センターへ
◆提供会員希望者の講習会
■時１１月１７日昭午前９時１０分～午後３時４０分
■他保育サポーター養成講座・子育てネットワーカー養成講座を修了した人は
講習会を免除
■申事前に同センターへ

■時１１月１８日晶、１２月２日晶・１６日晶午
前１０時～１１時３０分（全３回）
■場青少年の家
■内脂肪を燃焼し体を引き締める運動や
美しい姿勢・スタイルを維持する体
操等

■講山内雅子氏（フィ
まさ こ

ットネスインスト
ラクター）

■対市内在住の２０歳代・
３０歳代の女性で運
動習慣がない人

■定２０人（先着順）
■申１０月１７日捷～３１日
捷午前８時３０分～午後５時１５分に、
直接か電話で市保健センター（緯〈７６〉
１１３３）へ

ボディメイクプログラム

暮らしに役立つ筆ペンとボ
ールペン
■時１０月２５日昇午前１０時３０分～正午
■場勤労福祉会館
■内美しい文字の書き方を基礎から学ぶ
■講太田夏代氏（硬筆・毛筆検定愛知県

なつ よ

審査委員）
■￥９００円
■持筆ペン・ボールペン
■申捷～松午前９時～午後９時に、電話
で勤労福祉会館（緯〈７６〉２９０２）へ

■時１１月１９日松午前９時３０分～午後３時
■内刑務所作業製品の展示即売、受刑者
食事体験等。葵武将隊やオカザえも
んが出演するイベントもあり

■場■問岡崎医療刑務所（岡崎市上地／緯

０５６４〈５１〉９６２９）

岡崎矯正展

■問丈山苑（緯〈９２〉７７８０）
■￥入苑料１００円（中学生以下無料）、呈茶
料３００円
夜間開苑
竹あかりの庭園とライトアップした
紅葉をゆっくり鑑賞しませんか。
■時１１月１１日晶～１３日掌

■内開苑時間を午後９時まで延長（入苑
は午後８時３０分まで）
安城七夕親善大使写真撮影会
■時１１月１３日掌午前１０時３０分～正午

丈山苑の催し
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プラネタリウム１１月の生解
説
■時①３日抄・５日松・６日掌・１２日松・
１３日掌・２７日掌 ②１９日松・２０日掌・
２３日抄・２６日松 いずれも午後１時
３０分・３時（２７日は午後１時３０分の
み）

■内①獅生解説「秋の星空探訪」 ②獅生
解説「夜空に並ぶ親子の星座・うお
座」 いずれも生解説に加え通常投
映番組あり
■￥５０円（団体４０円、中学生以下無料）
■場■問文化センター（緯〈７６〉１５１５）

１１月の土器づくり教室

■時１日昇～４日晶・８日昇～１１日晶・
１５日昇～１８日晶・２０日掌・２２日昇～
２５日晶・２９日昇・３０日昌午後１時か
ら（受付は午後２時まで）
※２０日は安祥文化のさとまつりにあ
わせ午前１０時から。
■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）

■問歴史博物館（緯〈７７〉６６５５）
聖徳太子絵伝の絵解き
歴史博物館で開催中の特別展の関連
イベントとして、名古屋大学大学院生
が聖徳太子絵伝の絵解きを行います。
■時１０月１６日掌・３０日掌午後２時～３時
■場歴史博物館
■￥観覧料（大人３００円、中学生以下無料）
秋のお月見コンサート
中国の伝統楽器・
胡
こ

弓が奏でる、優し
きゅう

く、そして少しもの
悲しい繊細な音色を、
皆さんに馴染み深い
日本の名曲にのせて
お届けします。
■時１１月３日抄午後１
時３０分～３時３０分

■場安祥城址公園
■講演奏獅張連生氏（中国国立放送民族

れん せい

楽団首席二胡演奏家）

歴史博物館の催し

■時１２月４日掌午前１０時３０分
■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き
■申１０月３０日掌～１１月１３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
※１０月３０日午前８時～正午のみ、電
話でも申込可。

■問子育て支援課（緯〈７１〉２２２９）

ひとり親家庭クリスマス会

■時１１月５日松・１２日松・１９日松・２６日
松、１２月３日松・１０日松・１７日松午
前１０時～１１時３０分
■場安祥閣
■対女性
■￥１回１０００円
■持着物セット
■申１０月２１日晶～１１月２日昌午前９時～
午後４時（休館日を除く）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

着物着付け教室
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布ぞうりをつくろう
■時１１月１日昇・１５日昇午前１０時～１１
時３０分（全２回）

■講阿部房子氏他
ふさ こ

■対１８歳以上
■定１０人（先着順）
■￥５００円
クリスマス・正月飾りガーデニング
■時１１月３日抄午前１０時～１１時３０分
■内お客様をもてなす寄せ植え作り
■講石川政子氏

まさ こ

■対１８歳以上
■定１０人（先着順）
■￥１５００円
■持よごれてもいい服装
親子でハイキング
■時■場１１月５日松午前９時５０分～正午
（小雨決行） 集合・解散獅王滝渓
谷駐車場（豊田市王滝町）
■講鬼頭茂雄氏

しげ お

■対４歳以上の子とその保護者
■定１０人（先着順）
■持弁当、水筒、雨具
マカロニでリースをつくろう
■時１１月６日掌午前１０時～１１時３０分
■講 古居敬子氏

けい こ

（環境アドバ
イザー）

■対小学４年生以
上
■定１５人（先着順）
■￥１００円

オリジナルリボンヘアゴムづくり
■時１１月７日捷午前１０時～１１時３０分
■講稲垣愛美氏

あい み

■対１８歳以上
■定１０人（先着順）
■￥１００円
■持針、はさみ、糸、はぎれ２枚（２０
㎝×２０㎝）
ペットボトル風車をつくろう
■時１１月１２日松午前１０時～１１時３０分
■講榊原昭

しょう

二氏
じ

■対４歳以上の子とその保護者
■定５人（先着順）
■￥１００円
親子エコクッキング
■時１１月１３日掌午前１０時～１１時３０分
■内地元産のサツマイモを使って簡単
なおやつを調理
■講杉浦ひろ子氏（環境アドバイザー）
■対４歳以上の子とその保護者
■定１０人（先着順）
■￥２００円（保護者も参加費が必要）
■持エプロン、三角巾、マスク、ふき
ん、箸、皿
共通事項
■申１０月２０日昭～各講座開催日３日前
（昌の場合はその前日）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、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
※申込初日は１家族１講座のみ。

ローゼルをおいしく食べる
お料理教室♥
■時１１月１９日松午前１０時～午後１時
■場市民交流センター
■内ローゼルの果実を食材に、七福醸造
株式会社の「白だし」をベースにドレ
ッシングと稲荷寿司を作ります
■講犬塚理恵氏（栄養士・七福醸造株式

り え

会社）
■対市内在住・在勤の人
■定２５人（先着順）
■￥２００円
■持エプロン、三角巾
■申１０月２０日昭午前９時から、直接か電
話で市民交流センター（緯〈７１〉０６０１）
へ

■時１１月２３日抄午前９時～午後１時
■場文化センター、耕

たがや

し人農園（箕輪町
びと

地内）
■内農園での収穫体験、収穫した秋野菜
を使った献立の調理、会食 献立獅

ケークサレ、野菜たっぷりポタージ
ュ、豚肉と野菜のミルフィーユ、ほ
うれん草のサラダ、梨のコンポート
※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３０人（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、
持ち帰り用容器、軍手
■申１０月２８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
電話又は「とれたて野菜で親子クッ
キング」と明記し、代表者の住所・
氏名・電話番号、参加者全員の氏名
を郵送（必着）かファクス・Ｅメール
で農務課（〒４４６－８５０１住所記載不要
／胃〈７６〉１１１２／nomu
@city.anjo.aichi
.jp）へ。右ＱＲコー
ドからも申込可
■問創年塾耕し人・天野
さん（緯０９０〈４０８０〉１２７０）、農務課（緯

〈７１〉２２３３）

とれたて野菜で親子クッキ
ング■問マーメイドパレス（緯〈９２〉７３５１）

ジャンケン大会
■時１０月２３日掌午後２時から
■内プール内でジャンケン大会を開催。
勝った人には施設利用券を進呈

■対当日プールを利用中の人
■定１００人（当日先着順）
■￥施設利用料
文字探しラリー
■時１１月３日抄午前１０時から
■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

■対中学生以下
■定５０人（当日先着順）
■￥施設利用料
女性のためのお手軽エクササイズ

■時陰１１月４日晶午前１０時３０分～１１時３０
分 隠１１月１８日晶午後１時３０分～２
時３０分

■内陰獅初級編：体力に自信がない人で
も気軽に参加できるお手軽エクササ
イズ 隠獅中級編：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
■講健康運動指導士
■対運動を始めようと思っている中高年
の女性

■定各８人（先着順）
■￥各５００円
■持運動のできる服装、タオル、飲み物
（ペットボトル）
■申１０月２０日昭午前１０時から、電話でマ
ーメイドパレスへ

親子水泳教室
■時１１月２０日掌・２７日掌、１２月４日掌・
１１日掌午後１時～１時５０分（全４回）
■対幼児とその保護者
■定２０組
※定員を超えた場合は、初回参加及
び市内在住・在勤者を優先したうえ
で１１月８日昇に公開代理抽選。キャ
ンセル待ちは５組抽選し、定員に満
たない場合は追加募集します。
■￥２４５０円
■申１０月２５日昇～１１月６日掌午前１０時～
午後７時３０分に、直接マーメイドパ
レスへ

マーメイドパレスの催し

碧海信用金庫本店前会場（御幸本町）
■時１０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
イスに加え、午前１０時３０分から食育
紙芝居を上演
■問農務課（緯〈７１〉２２３３）

JR安城駅南側ホコ天会場（御幸本町）
■時１０月２２日松午前１０時～午後５時
■内特別イベント獅スタンプラリー（※）、
大ビンゴ大会、自衛隊車両の展示
通常イベント獅子どもの遊び場（昔
懐かしい手作りおもちゃが登場）、地
元産野菜・特産物・ハンドクラフト
グッズ等の販売、きーぼーショップ
ミニ、商店街アイドル「看板娘。」ス
テージ
※スタンプラリーは１０月１５日松から
開始し、最終チェックポイントを２２
日のみホコ天会場内に設置します。
■他今回のみサテライト会場（追田公園・
岡菊苑他を予定）でも開催します

■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
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元プリンセスプリンセスのギタリス
ト中山加奈子氏が率いるロックバンド、
ＶｏｏＤｏｏＨａｗａｉｉａｎｓを迎えてのコ

ヴードゥー ハワイアンズ

ンサート。安城市を拠点に地元で活躍
しているバンド、ＯＣ７も登場します。
■時１１月５日松午後６時～８時
■定１５９人
※未就学児は入場不可。
■他１０月２２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

■問デンパーククラブハウス（緯〈９２〉７１１２）
■￥入園料別途
■申１０月２０日昭午前９時３０分から各申込
期限の午後５時までに、直接か電話
で同クラブハウスへ

寄せ植え講座「ハボタン・パンジーと
市販の器で作るハンギングバスケット」
■時１１月１１日晶午前１０時～正午
■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）
■申申込期限獅１０月２８日晶

ペーパークイリング
■時１１月１６日昌、来年１月１８日昌、２月
１５日昌、３月１５日昌、４月１９日昌、
５月１７日昌午前１０時～午後０時３０分
（全６回）
■定２０人（先着順）
■￥６０００円（別途材料費必要）
■持筆記用具
■申申込期限獅１１月９日昌

デンパーククラブハウスの
体験教室

デンパークの催し
■場■問デンパーク（緯〈９２〉７１１１）
■￥入園料別途
花の表装展
■時１０月１９日昌～２４日捷午前９時３０分～
午後５時

■内美しく仕上げられた伝統表飾創作品
約３５点を展示
秋の山野草展
■時１０月２６日昌～３１日捷午前９時３０分～
午後５時

■内リンドウ・ススキ・野ギク・大文字
草等、安城植物友の会の皆さんが育
てた山野草約２００点を展示
愛知県三河菊花展覧会
■時１１月２日昌～７日捷午前９時３０分～
午後５時（７日は午後４時３０分まで）

■内競技花と自由花、切り花あわせて約
３００鉢を展示。見事に仕立てられた
菊を観覧ください

１１月の移動児童館
■対■時■場乳幼児親子

▲

９日昌・３０日昌獅

東部公民館 １８日晶・２５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）

■時１０月２９日松諮計量獅午前１０時～１１時
順位発表獅午前１１時３０分

■場勤労青少年水上スポーツセンター
（碧南市湖西町）
■内油ヶ淵及び油ヶ淵流域河川で釣った
魚を対象に、１尾の重さを競います。
部門獅「コイ」「ボラ」「フナ」「その他
（ブラックバス等の外来種を除く）」
の４部門 表彰獅各部門３位まで賞
品を進呈

■問環境都市推進課（緯〈７１〉２２０６）

油ヶ淵つり大会２０１６

「まちづくり人（びと）養成
講座」公開講演会
■時１２月１０日松午後１時３０分～４時４５分
■場市民交流センター
■内演題獅市民・公務員が
元気なら地域は絶対元
気になる！ 講師獅山
田崇氏（長野県塩尻市

たかし

職員／２０１４年「地域に
飛び出す公務員アウォード２０１３」大
賞受賞）

■対市内在住・在勤・在学・在活動の人
■定５０人（定員を超えた場合は抽選）
■申１０月３１日捷までの午前８時３０分～
午後５時１５分（松掌を除く）に、住所・
氏名・電話番号、市民活動をしてい
る人は所属団体名、在勤・在学の人
は勤務先又は学校名を電話か郵送
（必着）・ファクス・Ｅメールで市民
協働課（緯〈７１〉２２１８／
〒４４６－８５０１住所記載
不要／胃〈７２〉３７４１／kyo
do@city.anjo.lg.jp）へ
※右上のＱＲコードからも申込可。
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■申申込方法等 ■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１１月３日抄諮第１部施午前９時３０分
第２部施午前１０時３０分

■場文化センター
■内第１部施記念式典
第２部施山本正之氏
の記念講演「トーク
と歌『心はいつも安
城に』」
■問安城文化協会（緯〈７４〉６０６６）

文協創立７０周年を祝う会

明祥プラザ（旧南部公民館
部分）の利用を開始
■時利用開始日獅１１月１日昇

■内利用できる部屋獅第１会議室（３１釈）、
第２会議室（４０釈）、第３会議室（７６釈）、
第４会議室（５８釈）、文化室（７５釈）、和
室（２１畳）、芸能室（７８釈）

■問明祥公民館（緯〈９２〉３５２１）

障害者手帳所持者がいる世
帯のＮＨＫ受信料減免制度
次の免除基準を満たす場合は、手続
きによりＮＨＫ受信料が全額又は半額
減免されます。
■内■対全額減免獅身体障害者手帳、療育
手帳、精神障害者保健福祉手帳の所
持者が世帯におり、世帯全員が市民
税非課税
半額減免獅世帯主がＮＨＫ契約者で
あり、視覚障害者又は聴覚障害者で
ある、若しくは身体障害１・２級、
療育Ａ判定、精神障害１級の障害者
手帳所持者
■他手続き後、免除理由がなくなった場
合はＮＨＫふれあいセンター（緯０５７０
〈０７７〉０７７）へ連絡が必要となります
■申捷～晶午前８時３０分～午後５時１５分
（抄を除く）に、障害者手帳所持者か
その家族が手帳と印鑑を持って障害
福祉課（緯〈７１〉２２２５）へ

家屋の取り壊しの連絡・現
地調査にご協力を
■内家屋獅平成２８年中に家屋を取り壊し
た、若しくは取り壊しが決まってい
る人は、資産税課に連絡してくださ
い。来年度の固定資産税等の対象か
ら除くため、現地を確認します
土地獅来年度の固定資産税等の課税
を行うため、職員が１２月まで随時調
査しています

■問資産税課家屋係（緯〈７１〉２２１５）、同課
土地係（緯〈７１〉２２５６）

１０月１日付けで、人
権擁護委員に水谷重彦

しげ ひこ

氏（新任・今池町）、岩
月浩治氏（再任・野寺

こう じ

町）が委嘱されました。
任期は３年です。
■問市民課（緯〈７１〉２２２１）

人権擁護委員が決定

県内の最低賃金は、１０月１日から時
間額８４５円に改正されました。
県内の事業場で働く常用・臨時・パ
ート等、全ての労働者に適用されます。
日給制、月給制の労働者の場合は、時
間当たりの金額に換算して最低賃金の
時間額８４５円と比較します。
■問刈谷労働基準監督署（緯〈２１〉４８８５）、
市商工課（緯〈７１〉２２３５）

県最低賃金の改正

物資流動調査にご協力を

国民健康保険（国保）の資格
喪失手続きのご案内
国保以外の健康保険（勤め先の健康

保険等）に加入した場合は、国保をや
める手続きが必要です。手続きを行わ
ないと、国保税の課税が続きます。
■申健康保険に加入した日から１４日以内
に、勤め先等の健康保険証（又は保
険の加入日が分かる証明書）、国民健
康保険証、認印、マイナンバーカー
ド（又はマイナンバーの分かるもの）
を持って国保年金課又は桜井・明祥
支所、北部出張所へ
※郵送による手続きも可。詳しくは
市公式ウェブサイト内「国民健康保
険資格喪失届（郵送用）の配信」ペー
ジで確認してください。
■問国保年金課（緯〈７１〉２２３０）

空調工事に伴う大型機器搬入のため、
１１月８日昇は終日休館します。ご迷惑
をお掛けしますが、ご理解とご協力を
お願いします。
■問安祥公民館（緯〈７７〉５０７０）

安祥公民館の臨時休館

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、桜井・明祥支所、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１日昇から、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
送獅申請書を下記各担当課（〒４４６－
８５０１住所記載不要）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）とは別世帯の人が申
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。
（委任状の様式は不問）
■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を発行

８月分／受付順／敬称略
市社会福祉協議会善意銀行
鹿乗町内会、江坂多加夫、東部公民館
利用者、ほほえみダンス、ふれあいダ
ンス、鳥居弘美、日本モウルド工業株
式会社、桜井福祉センター利用者、中
村富士子、アイシン・エィ・ダブリュ
労働組合、作野福祉センター利用者、
グリーンセンター安城北部、匿名
市役所関係
浅井孝一、匿名

福祉への善意・寄付

蛾 広報あんじょう 2016.10.15

水水谷重彦水谷重彦氏氏

中京都市圏に立地する事業所を対象
に、国土交通省や愛知県等が共同で、
１０月から１１月にかけて物資流動調査を
行います。
この調査結果は、事業所の物流施設
の立地意向や行政への施策ニーズ等を
把握し、今後の都市内物流の対応方策
を検討するための貴重な資料となりま
す。
調査票が送付された事業所におかれ
ましては、調査へのご協力をお願いし
ます。
■問中京都市圏物資流動調査実施本部
（緯０１２０〈２５０〉９６０）

■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・受講料等 ■持持ち物 ■他その他


