
■図書館友の会「みんなのひろば」
■時■内１１月２７日掌諮おりがみ・ぬりえ
施午前１０時～１１時３０分 マジック
ショー施午前１１時３０分 ミニビブ
リオバトル施午後１時３０分～３時
■場中央図書館

中央図書館（緯〈７６〉６１１１）

催し

プロの劇団による楽しい人
形劇を、お子さんと一緒にお
楽しみください。
■時１２月２４日松午後２時～３時
■場中央図書館
■内演目施おおきなかぶ、泣き
むし大男 出演施劇団むす
び座
■定１００人（先着順）
■他１２月１日昭午前９時から、
中央図書館で整理券を配布

■問中央図書館（緯〈７６〉６１１１）

■問堀内公園（緯〈９９〉５９４７）
作ってみよう！「デンマークのクリス
マス飾り」
■時１２月３日松・
４日掌午前１０
時～午後３時

■定各３０人（当日
先着順）

ノルディックウォーキング＆棒ビクス
体験会
■時１２月１０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１１月２０日掌～１２月９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

作ってみよう！「カラ―バンドで小物
づくり」
■時１２月１０日松・
１１日掌午前
１０時～午後
３時

■定各３０人（当
日先着順）

堀内公園の催しあんジョイ生活サポーター
養成研修
本市が来年４月から実施する、高齢
者に対する生活支援サービス（訪問サ
ービス、通所サービス、地域サロン等）
の担い手を養成する研修です。
■時■場下表のとおり（いずれも全２日間
の研修。各回は同じ内容です）
■内介護保険制度、高齢者の特性、生活
支援の方法、接遇・マナー、認知症
等に関する知識を学ぶ
■定各２０人（先着順）
■持筆記用具、昼食
■申各回開催日２週間前までの午前９時
～午後５時１５分に、申込書を郵送
（必着）・ファクス又は電話で叙ニチ
イ学館研修担当（〒４４４－００４３岡崎市
唐沢町１１－５第一生命・三井住友海
上岡崎ビル２階／胃０５６４〈２６〉３３３２／
緯０５６４〈２７〉０３１１）へ
※申込書は各地区公民館・福祉セン
ター、市公式ウェブサイトで配布。

■問高齢福祉課（緯〈７１〉２２２３）
会場日程回

作野福祉
センター

１２月３日松・
４日掌

第４回

桜井福祉
センター

１２月８日昭・
９日晶

第５回

安祥福祉
センター

１２月１０日松・
１１日掌

第６回

中部福祉
センター

１月１７日昇・
１８日昌

第７回

西部福祉
センター

１月２６日昭・
２７日晶

第８回

※時間はいずれも午前９時３０分～午後
４時。
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※対象年齢は目安です。

１２月のおはなし会
１日昭
午前１０時３０分

おはなしゆりかご
（０～２歳）

３日松
午後３時

おはなしレストラン
（小学生以上）

６日昇・２０日昇
午前１０時３０分

えほんとわらべうた
の会（０～２歳）

７日昌
午前１０時３０分

えほんのとびら
（０～２歳）

１０日松
午後２時

おはなしえがお
（３歳～小学３年生）

１３日昇
午前１０時３０分

おはなしポッケ
（０～２歳）

１４日昌
午前１０時３０分

おはなしたまてばこ
（１～５歳）

１５日昭・２２日昭
午前１０時３０分

いないいないばあ
（１～５歳）

１６日晶
午前１０時３０分

このゆびと～まれ
（０～２歳）

１７日松
午前１０時３０分

南吉朗読ででむし会
（一般）

１８日掌
午後２時

かみしばいの会
（３歳～小学３年生）

２１日昌
午前１０時３０分

おはなしまあだ
（１～５歳）

２２日昭
午前１０時３０分

絵本好き集まれ！お
すすめ絵本紹介（一般）

２４日松
午前１１時

大人のための絵本朗
読会（一般）

１２月の休館日
５日捷・１２日捷・１９日捷・２６日捷・
２９日昭～３１日松

こどもエコはがきづくり
■時１２月３日松午前１０時～１１時３０分
■内牛乳パックで紙すきを体験し、はが
きを作ります
■講香村直郷氏

なお さと

■対４歳以上（小学１年生以下は保護者
同伴）
■定１０人（先着順）
■￥１００円

正月かざりをつくろう
■時１２月４日掌午後１時３０分～３時
■内稲わらと竹等を使って正月飾りを作
ります
■講古居敬子氏（環境アドバイザー）

けい こ

■対１８歳以上
■定１５人（先着順）
■￥１００円

糠床づくり体験
■時１２月１０日松午前１０時～１１時３０分
■内無農薬のぬかを使って糠床を作ります

ぬか

■講古居敬子氏
■対１８歳以上
■定１５人（先着順）
■持５狩の容器、エプロン、三角巾、タ
オル
■￥２００円
環境サロン
■時１２月１１日掌午後１時３０分～３時
■内自然栽培について話し合います
■講神谷輝幸氏（環境カウンセラー）

てる ゆき

■対１８歳以上
■定１０人（先着順）
■￥２００円
共通事項
■申１１月１９日松～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。

環境学習センター「エコき
ち」の講座

あんぷくまつり
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３日松午前１０時～午後０時４５分
■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〉２２２５）

■場■問愛知県緑化センター（豊田市西中
山町／緯０５６５〈７６〉２１０９）

■他いずれの催しも開催当日午前８時の
時点で豊田市西部に暴風警報が発令
されている場合は中止とします

季節の花めぐり
■時１２月３日松午前１０時～正午（雨天決
行）
■場集合場所獅緑化相談コーナー前
■内山茶花をテーマに園内を散策しなが

さざんか

ら季節の花や施設について案内しま
す

■講ガイドボランティア、緑化センター
職員

昭和の森を歩く会
■時①１２月８日昭 ②１２月２５日掌 いず
れも午前９時３０分～１１時４５分（雨天
決行）
■場集合場所獅昭和の森交流館前
■内テーマ諮①獅鳥が好む木の実 ②獅

冬の野鳥１ テーマに沿って昭和の
森の花・鳥・虫等を観察します

愛知県緑化センターの催し
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デンパークの催し
■場■問デンパーク（緯〈９２〉７１１１）
■￥入園料別途
大道芸パフォーマンス
■時１１月１９日松午前１１時、午後１時・３
時
■内出演施OK！ヒロヤ

はなかっぱキャラクターショー
■時１１月２０日掌午前１１時、午後２時
■他ショー終了後、握手会あり
特別展「スヌーピーと仲間たち大集
合！」
■時１月９日抄までの開園時間内
■￥３００円（小学生以上）

■問デンパーククラブハウス（緯〈９２〉７１１２）
■￥入園料別途
■申１１月２０日掌午前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つくるヘルシー料
理教室
■時１２月１６日晶午前１０時～午後０時３０分
■内献立施菊花かぶ、錦玉子、鮭の柚庵
焼き、赤飯

■講入山竜彦氏
たつ ひこ

■定２０人（先着順）
■￥１５００円（材料費別途）
■持エプロン、手拭きタオル、箸

フォトアラカルト「星型イルミネーシ
ョンの撮り方」
■時１２月１７日松午後４時３０分～６時３０分
■講鶴田郁夫氏

いく お

■定２０人（先着順）
■￥２０００円
■持カメラ、可能であれば三脚

デンパーククラブハウスの
体験教室



■時１２月２３日抄午前９時～正午
■場市民交流センター
■内市内の畑で生育した菜の花から搾っ
たナタネ油で採れたての野菜を調理
して、自家製ナタネ油の味を楽しみ
ます
■講グリーンそう
■対４歳以上（小学４年生以下は保護者
同伴）
■定２５人（定員を超えた場合は抽選）
■￥１人３００円
■持エプロン、三角巾、手ふき
■他抽選の有無に関わらず、１２月５日捷

頃に参加の可否を通知します
■申１１月３０日昌までの午前８時３０分～午
後５時１５分（松掌抄を除く）に、直接
か電話又は「ナタネ油を使った料理
講座」と明記し、代表者の住所・氏
名・電話番号、参加人数を郵送（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
■問グリーンそう・古居敬子さん（緯０８０

けい こ

〈５２９５〉７７８２）、農務課（緯〈７１〉２２３３）

自家製ナタネ油を使った料
理講座 今回のテーマは「司法書士が教える、

資金調達方法」。あこがれの「上場」を目
指したい！そんなときの資金調達方
法やリスク等を教えます。
今すぐではなくとも、これからの目

標のために知っておきたい、学んでお
きたい人もぜひ参加してください。
※毎月１回テーマを変えて開催してい
ます。（全６回を予定）
■時１２月６日昇午後２時～３時
■場ＫＥＹＰＯＲＴ（ＪＲ安城駅１階）

キー ポート

■講右田和暉氏（司法書士法人名南経営）
みぎ た かず き

■対起業を目指している人、起業家、新
規事業立ち上げを考えている人等
■定１０人程度（先着順）
■申１２月５日捷までの午前９時～午後１０
時に、電話かＥメールでＫＥＹＰＯＲＴ

キー ポート

（緯〈７７〉６３１３／info@keyport.jp）へ
■問商工課（緯〈７１〉２２３５）

第４回起業セミナー

■時１１月２６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、箱ずしの
ふるまい、地元
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、農業のお絵かき講座、YES農
クイズ～目指せ!!農業博士～等
■問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〉２２
３３）

碧海農業フェスティバル～楽
しむ！碧海の食と農と技～

女性のためのお手軽エクササイズ

■時陰１２月２日晶午前１０時３０分～１１時
３０分 隠１２月１６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１１月２２日昇午前１０時から、電話で
マーメイドパレスへ

■問マーメイドパレス（緯〈９２〉７３５１）
目指せ美ボディ！骨盤エクササイズ
■時陰１２月９日晶 隠１２月１５日昭 い
ずれも午前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
■講岩瀬裕子氏

ゆう こ

■対陰施１８歳以上の女性 隠施初級編
に参加したことがある人
■定各８人（先着順）
■￥各５００円
■持運動のできる服装、タオル、ヨガ
マット又はバスタオル、飲み物
（ペットボトル）
■申陰施１１月２４日昭 隠施１１月２５日晶

いずれも午前１０時から、電話でマ
ーメイドパレスへ
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■時１２月４日掌午前９時４５分～正午
■場無我苑（碧南市坂口町）
■内収穫したモチ米で、もちつきをしま
す
■定５０人（先着順）
■申１１月１５日昇～３０日昌に、住所・氏名・
年齢・性別・電話番号・参加人数を
Eメールで愛知県知立建設事務所都
市施設整備課（abu-park@pref.aichi.
lg.jp／緯〈８２〉６４９４）へ
※Eメールの件名は「油ヶ淵水辺公
園イベント」としてください。

油ヶ淵水辺公園イベント
「もちつきをしよう」

プラネタリウム１２月の生解
説
■時①３日松・４日掌

②１７日松・２３日抄・
２４日松・２５日掌 い
ずれも午後１時３０分・
３時
■内①獅生解説「夜空で
にらみ合う星座」②獅生解説「星空イ
ルミネーション」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）

１２月の土器づくり教室
■時１日昭・２日晶・６日昇～９日晶・
１３日昇～１６日晶・２０日昇～２３日抄午
後１時から（受付は午後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）

■時①１１月２６日松 ②１２月１０日松 いず
れも午前９時～１０時３０分

■場①諮清掃場所獅隅田橋～惣山橋 イ
そう やま

ベント会場獅和泉橋付近株式会社ニ
ッセイ駐車場（和泉町） ②諮清掃場
所獅惣山橋～内浜橋 イベント会場
獅子安観音駐車場（城ヶ入町）

こ やす かん のん

■内最寄りの場所からごみを拾いながら、
午前１０時までにイベント会場へ来て
ください。豚汁の振る舞いと抽選会
があります

■持ごみ拾い用具、ごみ袋、軍手
■問エコネットあんじょう（緯〈５５〉１３１５）、
環境都市推進課（緯〈７１〉２２０６）

はんば川クリーン活動
■時１月１５日掌午後１時～３時３０分
■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１１月２７日掌～１２月１１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・

なり しま きよ み

緯〈９９〉６５５４）へ
※１１月２７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）

ひとり親家庭ボウリング大会

衣浦東部保健所の相談・検
査
■場衣浦東部保健所
■他有料の検査の費用は問い合わせてく
ださい
こころの健康医師相談（予約制）
■時１２月７日昌午後２時～４時
■内精神科医師による相談
■申事前に衣浦東部保健所健康支援課
（緯〈２１〉９３３７）へ
エイズ・肝炎検査（無料）、梅毒検査（有
料）
■時毎週昇午前９時～１１時（１２月２７日を
除く）
※エイズ検査は第１・３捷午後６時
～７時も実施。
■問衣浦東部保健所生活環境安全課（緯

〈２１〉４７９７）
骨髄バンクドナー登録（予約制）
■時毎週昇午前９時～１１時（１２月２７日を
除く）
■申事前に衣浦東部保健所生活環境安全
課（緯〈２１〉４７９７）へ
検便・井戸水検査等（有料）
■問衣浦東部保健所試験検査課（緯〈２１〉
９３５３）

安城出身の人気ジャズシンガー森谷
ワカ氏らによるクリスマスムード満点
のコンサートです。
■時１２月１０日松午後６時３０分～８時３０分
■内演奏曲目施ThisChristmas、Santa
Clausiscomingtotown他
出演施森谷ワカ（ピアノ・ボーカル）、
長谷川英喜（ベース）、浅井

ひで き

翔
しょう

太（ジ
た

ャズドラム）、横原由梨子（テナーサ
ゆ り こ

ックス）、モリワカグルービンシンガ
ーズ他

■定１５９人
※未就学児は入場不可。

■他１１月２６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）

森谷ワカJAZZコンサート
by安城音楽協会

丈山苑ホワイトコンサート
三河地区で活躍中の女性４人のグル
ープSKY☆METSによる、ジャンル
にとらわれない音楽をお楽しみくださ
い。
■時１２月１０日松午後２時～３時
■￥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）
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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（下図）。後退用地を寄付し
ていただける場合は、
測量費用等を市で負
担します。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）



市で販売した防災ラジオは、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、ラジオを待機状態
にしておくと自動で受信する仕組みと
なっています。
下記のとおり、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。
■時１１月２９日昇午前１１時頃
■内防災ラジオ、小・中学校等市内公共
施設への訓練放送
■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

宝くじの助成金で備品を整
備しました
一般財団法人自治総合センターが宝
くじの社会貢献広報事業として、宝く
じの受託事業収入を財源に実施してい
るコミュニ
ティ助成事業
により、城南
町内会が活動
のための備品
（テント、ガ
ス釜等）を整備しました。
■問市民協働課（緯〈７１〉２２１８） 碧海信用金庫本店前会場（御幸本町）

■時１１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１１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）、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、願いごと
短冊コーナー

■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

フォレストくらぶ・クリス
マスイベント
■時１２月２４日松午前９時３０分～午後３時
３０分
■場青少年の家
■内講座を選び、手作り体験 講座名施

①お菓子の家つくり ②ジェルキャ
ンドル ③ロープ・ランプシェード
④缶バッジデコ

■講フォレストくらぶ
■対小学生・中学生
■定各３０人（先着順）
■￥①②③施各１００円 ④施無料
■他講座ごとに開始時間が異なります。
申込時に確認してください
■申１１月２０日掌～３０日昌午前９時～午後
５時１５分（捷を除く）に、講座名・氏
名・学年・電話番号を電話かファク
スで青少年の家ボランティア支援セ
ンター（緯〈７７〉５５３５／胃〈７６〉１１３１）へ

１２月の移動児童館
■対■時■場乳幼児親子

▲

７日昌・１４日昌獅

東部公民館 ９日晶・１６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）

９月分／受付順／敬称略
市社会福祉協議会善意銀行
ギフトなかむら、中部福祉センター利
用者、あんみつEXPO、JAあいち中央
産直センター安城南部店、愛知県立安
城南高等学校、明治安田生命保険相互
会社安城営業所、横山眞司、芳墨會、
中村富士子、ふれあいダンス、安祥福
祉センター利用者、大参誠、匿名
市役所関係
株式会社大和屋、株式会社イトーヨー
カ堂安城店労働組合、安城カローリン
グクラブ、匿名

福祉への善意・寄付
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市公式ウェブサイトのバナ
ー広告取扱広告代理店
■内掲載期間施４月～平成３０年３月 広
告枠施２０枠 掲載料最低提示額施

２４０万円（消費税等を含む）
※広告掲載箇所は４月から変更予定
です。詳細は問い合わせてください。
■対県内に本・支店があり、市税・料金
の滞納がない等

■定１者（応募多数の場合は、提示額の
最も高い者を選定）

■申１１月１５日昇～１２月９日晶午前８時３０
分～午後５時１５分（松掌抄を除く）に、
申込書等を持参か郵送（必着）で秘書
課広報広聴係（〒４４６－８５０１住所記載
不要／緯〈７１〉２２０２）へ
※申込書・募集要項等は、同係・市
公式ウェブサイトで配布。

■内雇用期間獅４月１日～平成３０年３月
３１日（平成３０年４月以降更新の場合
あり） 勤務内容獅施設利用受付、
閉館時施錠、その他施設管理等 勤
務日獅昇～掌でローテーション勤務
（抄勤務あり。１カ月あたり約８日
間） 勤務時間諮昇～松獅午後５時
～９時３０分 掌抄獅午前８時３０分～
午後５時１５分 抄振替獅午前８時３０
分～午後５時１５分又は午後５時～９
時３０分 各勤務時間区分をローテー
ションする勤務で週２０時間未満 勤
務場所獅市内各福祉センター 賃金
獅時給８５０円、通勤割増１日２００円
選考獅面接（１２月１６日晶）
■対普通自動車運転免許所持者
■定３人
■申１１月１８日晶～１２月９日晶午前９時～
午後５時（掌捷抄を除く）に、申込書
を持参か郵送（必着）で市社会福祉協
議会総務課（〒４４６－００４６赤松町大北
７８－４／緯〈７７〉２９４１）へ
※申込書は同協議会・同協議会ウェ
ブサイトで配布。

市社会福祉協議会臨時職員
（夜間管理人）

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 未来へつな
げよう違いを認め合う心～
■時１２月１３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。詳細は本
紙１７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）、水
ま ゆ み

谷重彦(今池町)、
しげ ひこ

岩月浩治（野寺町）、
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

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。
ハートフルライン諮電話番号施０５２〈９５４〉
８８９７ 利用可能日時施捷～晶午前９時
～午後５時（抄、年末年始を除く）
■問安城警察署（緯〈７６〉０１１０）、市市民安
全課（緯〈７１〉２２１９）

来年度の土木事業の要望を
受付
日常利用されている道路・水路につ
いて、土木事業に関する要望や気づい
たこと等があれば、町内会へ相談して
ください。各町内会から市への提出期
限は１２月９日晶です。
■内道路に関すること獅側溝・舗装等
水路に関すること獅水路の草刈・排
水路整備等 道路の安全に関するこ
と獅ガードレール・カーブミラー・
路面標示・標識等
■問土木課（緯〈７１〉２２３９）、維持管理課（緯

〈７１〉２２３７）

あんジョイプラン８（第８次安城市高齢者福祉計画・第７期安城市介護保
険事業計画）の策定にあたり、皆さんの日常生活の実態や意見を幅広く伺う
ため、高齢者等実態調査（アンケート）を行います。
１１月下旬に下記対象者へアンケートを送付します。１２月１２日捷までに同封
の返信用封筒で返送してください。回答内容は、目的以外には使用しません。
ご協力をお願いします。
■対次のいずれかに該当する人
暫１１月１日時点で要支援・要介護認定を受けている
暫要支援・要介護認定を受けていない６５歳以上（無作為抽出）
暫４０歳～６４歳（無作為抽出）

■問高齢福祉課（緯〈７１〉２２２６）

整整備整備前前

整備整備後後
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