
■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、
各申込先へ問い合わせてください。
■申１２月５日捷午前９時から、電話で各
申込先
■問衣浦東部広域連合消防課（緯〈６３〉０１３５）
普通救命講習Ⅲ
■時１２月１７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■申知立消防署救急係（緯〈８１〉４１４４）
普通救命講習Ⅰ
■時１２月１８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■申安城消防署救急係（緯〈７５〉２４９４）
普及員講習再教育
■時１２月２５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■申刈谷消防署救急係（緯〈２３〉１２９９）

救命講習会

愛知県緑化センターの催し
■場■問愛知県緑化センター（豊田市西中
山町／緯０５６５〈７６〉２１０９）
■他開催当日午前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
は中止します

昭和の森を歩く会
■時①１月１２日昭 ②１月２２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獅冬の木の芽 ②獅野草
のロゼット テーマに沿って昭和の
森の花・鳥・虫等を観察します

季節の花めぐり
■時１月２５日昌午前１０時～正午（雨天決行）
■場集合場所獅緑化相談コーナー前
■内甘い香りがする蠟梅をテーマに園内

ろう ばい

を散策しながら季節の花や施設につ
いて案内します

■講緑化センター職員、ガイドボラン
ティア

■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。
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■時１２月１７日松、１月１４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。
■他補助金の詳細は、本紙４月１日号又
は市公式ウェブサイトで確認できます
■申開催日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）

自転車安全利用講習会
■問デンパーク（緯〈９２〉７１１１）
■￥入園料
Hula＆Tahiti2016inDENPARK
■時１２月４日掌午後１時１５分～６時
■場デンパークフローラルプレイス
■内みなさんによる素敵なフラのステー
ジをお楽しみください
XmasBarinDENPARK（クリスマス
バル）
■時１２月１０日松・１１日掌

■場デンパークマーケット前
■内デンパーク内にBar（バル）が初登場随

海鮮料理やお肉とともにお酒を楽し
もう！

デンパークの催し

押し花講座
■時１月５日昭・１９日昭、２月２日昭・
１６日昭、３月２日昭・１６日昭午前
１０時～正午（全６回）
■内押し花の作り方と、押し花を使っ
た額物作りにも挑戦します

■講長谷川はる子氏（ふしぎな花倶楽
部押し花インストラクター）
■定２０人（先着順）
■￥６０００円（材料費別途）
■申申込締切日獅１２月２８日昌

フラワーアレンジメント講座
■時１月５日昭・１９日昭、２月２日昭・
１６日昭、３月
２日昭・１６日
昭午後１時３０
分～３時３０分
（全６回）
■内季節やテーマ
に沿ったアレ
ンジを学びます

■講山口秋子氏（日本フラワーデザイ
あき こ

ナー協会NFD講師）
■定２０人（先着順）
■￥６０００円（材料費別途、１回２０００円）
■申申込締切日獅１２月２８日昌

フォトマスターEXによる写真講座
■時１月６日晶・２０日晶午前１０時～正
午（全２回）

■内コンパクトデジカメを楽しむ
■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
■申申込締切日獅１２月２８日昌

■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１２月５日捷～各申込締切日の午前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）

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１月１９日昭・２６日昭、２月９日昭・
２３日昭、３月９日昭・２３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。
講座終了後には、曲を完成させデ
ンパークのステージに立ってダン
サー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２８日昌

寄せ植え講座「苔玉作り」
■時１月２０日晶午前１０時～正午
■内土作りから可愛い苔玉を作ります
■講野正美保子氏

み ほ こ

■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１月６日晶

■場環境学習センターエコきち
■申１２月４日掌から各開催日の３日前ま
での午前９時～午後９時（昌を除く。
開催３日前が昌の場合はその前日ま
で）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）
※受付開始日は１家族１講座のみ。
花餅づくり
■時１２月１７日松午前１０時～１１時３０分
■内無農薬米のもち米を使った新年の飾
りをつくりましょう

■講古居敬子氏（環境アドバイザー）
けい こ

■対４歳以上（小学１年生以下は保護者
同伴）
■定１５人（先着順）
■￥１００円（１セット）
■持エプロン、三角巾、タオル
根羽杉弁当づくり
■時１２月１８日掌午前１０時～１１時３０分
■内根羽杉で作った箱に地域でとれた食
材を使った料理をつめます

■講神谷直子氏
なお こ

■対４歳以上の子とその保護者
■定７組（１組２人まで。先着順）
■￥１０００円（１組）
■持エプロン、三角巾、マスク、ふきん、
はし、スプーン、皿

門松づくり
■時１２月２３日抄午前９時３０分～正午
■内専門家の指導で、１対（２個）の門松
をつくります

■講平野周
しゅう

一氏（一級造園技能士、造園
いち

職業訓練指導員）
■対１８歳以上
■定１０人（先着順）
■￥１５００円
■持軍手、ハサミ、ペンチ、エプロン
ぶんぶんゴマづくり
■時１２月２４日松午前１０時～１１時３０分
■内牛乳パックで作って遊びます
■講竹中義正氏（環境アドバイザー）

よし まさ

■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
■持軍手
正月リースをつくろう
■時１２月２５日掌午前１０時～１１時３０分
■内あたたかみのある材料で作ります
■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

エコきちへ行こう

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
践的な面接対策や履歴書作成、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・
求職中の女性で２日共に受講可能な
人
■定２０人（先着順）
■他無料託児有
■申１２月５日捷～２２日昭午前８時３０分～
午後５時１５分（松掌を除く）に、電話
で商工課（緯〈７１〉２２３５）
※チラシは市公式ウェブサイトで配
布。

１月１８日昌午前９時３０分～午後０時３０分
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

１月２７日晶午前９時３０分～１１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

商業登記制度は、経済取引が安全か
つ円滑に行われるために、重要な制度
であり、この商業登記制度が機能する
ためには、適切に登記手続が行われ、
正確な情報が公示されることが必要で
す。
近年は、商業登記制度に関する法改
正が幾度となく行われているところか
ら、今一度、商業登記制度の意義や役
割を理解し、適切に登記制度を利用す
るための知識や登記を怠った場合等の
不利益等について、学べるようセミナ
ーを開催します。
■時２月１５日昌午後２時～３時４０分
■場愛知県司法書士会館（名古屋市熱田
区新尾頭）
■内第１部獅商業登記って何？ 第２部
獅役員変更の登記手続等について

■講名古屋法務局職員及び愛知県司法書
士会会員

■対中小企業経営者及び総務事務担当者
■定１００人（先着順）
■他セミナー修了後、希望する参加者に
ついては司法書士会会員が個別の相
談にも対応する予定です

■申愛知県司法書士会（緯０５２〈６８３〉６６８３）
※詳細は問い合わせてください。

知ってると得する会社登記
のはなし

■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

雅 広報あんじょう 2016.12.1

■時１２月１８日掌午前１０時～正午
■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～小学生とその保護者
■定１０組２０人程度（先着順）
■持油性カラーペン
※キャンドル用カップは用意してい
ます。

■申１２月６日昇午前９時から、直接か電
話で市民交流センター（緯〈７１〉０６０１）

親子でクリスマスキャンド
ルを作ろう！

簡単！誰にでも編める
おしゃれなマフラー講座
■時１２月１４日昌午前１０時～１１時３０分
■場安祥閣
■講中嶋雅子氏

まさ こ

■対女性
■￥１０００円
■持玉つき棒針１０号以上
※持参できない場合は申込時に申し
出てください。
■申１２月８日昭～１１日掌午前９時～午後
４時に、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）
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■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１７日松・１８日掌・２３日抄～２５日
掌午前１０時～午後３時
■定各５０人（当日先着順）
利用者還元抽選会
■時１２月２３日抄～２５日掌午前９時～午後
４時
■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

２３日抄獅メルヘン号 ２４日松獅観覧
車 ２５日掌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２３日抄～２５日掌午後２時３０分
※雨天中止。
※開始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

精神保健福祉家族教室
■時１２月２２日昭午後２時～４時
■場衣浦東部保健所
■内■講講話「統合失調症の薬について」原
田真理子氏（刈谷病院薬剤師）

ま り こ

■対統合失調症患者の家族
■定３０人（先着順）
■申１２月２１日昌までに電話で衣浦東部保
健所健康支援課（緯〈２１〉９３３７）

慢性疾患をもつお子さんと
その家族のつどい
■時１月７日松午前１０時～正午
■場刈谷豊田総合病院（刈谷市住吉町）
■内■講陰医師講話「災害時における小児
医療～特に慢性疾患の方へ～」山田
緑氏（刈谷豊田総合病院小児科部長）
みどり

②薬剤師講話「災害時に備える薬の
管理」鈴木秀明氏（同病院 薬剤部）

ひで あき

③交流会
■対慢性疾患をもつ子とその保護者、慢
性疾患をもつ子の支援者
■申１２月２１日昌までに電話で衣浦東部保
健所健康支援課（緯〈２１〉９３３８）

■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。

安城マルシェ inデンパークの申込等共通事項
■場デンパーク（①②はクラブハウス、③はデンパーク館）
■持エプロン、手拭用タオル（③味覚格付けチェックは除く）
■他抽選の有無に関わらず、１２月２６日捷頃に参加の可否を通知予定
■申１２月２０日昇までの午前８時３０分～午後５時１５分（松掌を除く）に、直接か電
話又は希望する催し名（本格ハンバーグ・本格スイーツ・味覚格付けチェ
ック）、参加者（保護者）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（件名にも催し名を表記）で農務課（緯〈７１〉２２３３／〒４４６
－８５０１住所記載不要／胃〈７６〉１１１２／nomu@city.anjo.aichi.jp）
※各QRコードからも申込可。

①プロが教える本格ハンバーグ
■時１月２８日松午前１０時～正午
■内洋食店のシェフが教える、ハンバーグ
教室。１組２個作ります
■講神之田徳三氏（れすとらん仔馬宮前店シェフ）

かみ の た のり みつ

■対小学生とその保護者
■定１５組（定員を超えた場合は抽選）
■￥１組１０００円（入園料別途）
②パティシエに学ぶ本格スイーツ
■時１月２９日掌午前１０時～午後０時３０分
■内洋菓子店パティシエによる教室です。チョ
コレートパフェを１組２カップ作ります
■講高橋志郎氏（パティスリーデ・レーヴタカ

し ろう

ハシ代表）
■対小学生とその保護者
■定１５組（定員を超えた場合は抽選）
■￥１組１０００円（入園料別途）
③味覚格付けチェック inデンパーク
市内の農家で構成される安城農業士会が体験型講演会を開催します。
■時１月２９日掌午後２時３０分～４時頃
■内テレビ番組でもお馴染みの味覚体験を交え、味覚の仕組みやその大切さに
ついて学びます。当日は、安城農業士会会員を含めた６人毎のチーム対抗
形式を予定しています
※同一家族等は同チームとなるよう配慮しますが、チーム
編成は事前に主催者で行います。
■講水野考貴氏（一般社団法人日本味覚協会代表）

こう き

■対小学生以上
■定４８人予定（定員を超えた場合は抽選）
■￥入園料

～笑顔新発見！食と農から健幸へ～を
けん さち

テーマに、１月２８日松・２９日掌デンパー
クでマルシェ（市場）を開催します。産直
市、飲食ブース、キッズキッチン、お
しゃれな雑貨ブースや雪遊び広場等、食
べて遊んで笑顔になれるイベントです！

■時１２月２０日昇～２５日掌午前９時～午後５時（２０日は午後１時から、２５日は午後４
時まで）
■内アルミの空き缶を利用して制作されるアルミ缶アート。
「葛飾北斎冨嶽三十六景」や、クリスマスをテーマに
した素敵な作品を展示します
■他１２月２４日松にワークショップ有
※詳細は問い合わせてください。

■場■問市民ギャラリー（緯〈７７〉６８５３）

リサイクルアート～アルミ缶をアートの世界へ～

水水野考貴水野考貴氏氏

※イメージです※イメージです。。

高高橋志郎高橋志郎氏氏
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粗大ごみの中から、再利用可能な家
具等を補修・再生し、入札販売します。
■時１２月１１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）

今月の再生家具等入札販売

■時１２月１８日掌午前９時３０分～午後１時
■場平地釜（木戸町） 集合獅小川保育園
■内竹を焼く作業を体験し、竹炭の効能
を学びます
■対市内在住の子とその保護者
■定３０人（先着順）
■￥５００円（食費等、３歳以上同額）
■持汚れてもよい服装、軍手・マスク・
ぼうし・飲み物・長靴・おわん・はし

■申１２月５日捷～１２日捷に、郵便番号・
住所・氏名・年齢・生年月日・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〈５５〉１３１５）
※ファクスには「竹炭焼き体験学習」
の申込と表記してください。

■問エコネットあんじょう（緯〈５５〉１３１５）、
環境都市推進課（緯〈７１〉２２０６）

子供自然探険隊
“竹炭焼き体験学習”

大黒摩季の歌に勇気をもらったすべての人へ――６年ぶりのアーティスト
活動再開!!
■時３月１１日松午後５時３０分（開場は５時）
■￥６８００円（全席指定）
※４歳以上有料。３歳以下膝上可。
（ただし、席が必要な場合は有料）
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）、ローソンチ
ケット（緯０５７０〈０８４〉００４／Lコード：４３３８３）、チケットぴあ（緯０５７０〈０２〉９９９９
／Pコード：３１４－７４０） 発売開始日獅１２月１７日松午前９時
※イープラス、CNプレイガイドでも取扱有。
※市民会館以外の販売所の営業時間は直接問い合わせてください。
※市民会館でのチケット取扱施発売初日は１人４枚まで。電話予約は残席
がある場合のみ１２月１８日掌午前９時から。車いす席（市民会館のみ取扱）は
１２月１０日松午前９時から電話で受付。
■場■問市民会館（緯〈７５〉１１５１）

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）
■￥４７００円
■申１２月１６日晶までに、申請書を郵送で
一般社団法人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）
※申請書は、各消防署他で配布。同
連合会ホームページからも申込可。

■問一般社団法人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
午後－午前２月１日昌

午後午前－２日昭

午前－午後３日晶

午前午後－６日捷

午前
午後－－７日昇

給油＝給油取扱所 特定＝特定事業所

第５回起業セミナー
今回のテーマは「クラウドファンデ

ィングの活用方法」について。クラウ
ドファンディングはこれからもっと伸
びていくと言われています。そもそも
どんなことができるの？どうしたら成
功できるの？そんな疑問に行政書士が
お答えします。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、学んでおきたい方も是非ご参加く
ださい。（全６回を予定）
■時１月１０日昇午後４時～５時
■場ＫＥＹＰＯＲＴ（ＪＲ安城駅１階）

キー ポート

■講大野裕次郎氏（行政書士法人名南経
ゆう じ ろう

営）
■対起業を目指している人、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１月９日抄までの午前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）
■問商工課（緯〈７１〉２２３５）

イルミネーションきらめくまちなか
でチアダンスグループ「レクラ」による
ダンスパフォーマンスや安城学園高等
学校合唱部、電子オルガン奏者榊原裕

ゆ

美による音楽ライブなどを実施。
み

会場に靴下を持参した子ども（小学
生以下）にはきーぼーのお菓子をプレ
ゼントします。
■時１２月２３日抄午後４時～８時
■場碧海信用金庫本店前（御幸本町）
■問株式会社安城スタイル（緯〈７３〉９５１１）、
商工課（緯〈７１〉２２３５）

イルミネーションミュージ
ックナイト

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１月２４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）
■持せん定ばさみ、作業のできる服装
■申１２月１２日捷～２６日捷午前９時～午後
５時（松掌抄を除く）に、電話でシル
バー人材センター（緯〈７６〉１４１５）

せん定講習会

■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・受講料等 ■持持ち物 ■他その他
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ジャンケン大会
■時１２月１８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）
■￥施設使用料
■問マーメイドパレス（緯〈９２〉７３５１）

マーメイドパレスの催し

マーメイドパレスの講座

■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）
ベビーマッサージ
■時１２月１６日晶午前１０時３０分～正午
■内赤ちゃんとママの肌と肌のふれあい
によって、いろいろな悩みを解消す
るベビーマッサージの体験講座
■講竹本まどか氏（ロイヤルセラピスト
協会認定講師）
■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７日昌

日々の疲労をためないための健康お灸
■時１２月２２日昭午前１０時３０分～正午
■内初歩的なお灸の仕方を体験
■講高橋裕子氏（鍼灸マッサージ師）

ひろ こ

■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日昭

■時１２月１７日松午後１時～２時
■内クリスマスソングをメインに、名曲
の数々を歴史博物館エントランスホ
ールで歌い上げます。楽しい一時を
お過ごし下さい 出演獅ゴスペルク
ワイヤー安城

■場■問歴史博物館（緯〈７７〉６６５５）

クリスマスゴスペルコンサ
ート

食生活を中心とした健康づくりのボ
ランティア活動をするため、講義や実
習（調理・運動）を通して、食に関する
知識や技術を学びます。
■時１月２６日昭、２月２日昭・９日昭・
１６日昭・２３日昭概ね午前９時３０分～
午後３時（全５回）
■場文化センター
■内講義、調理実習、運動等
■講管理栄養士・保健師・健康づくりリ
ーダー・ヘルスメイト等
■対全日程出席でき、受講後ヘルスメイ
トとして活動可能な市内在住の人
■定２０人（先着順）
■￥１６００円
■持エプロン・三角巾・筆記用具・ふきん
■他あんじょう健康マイレージポイント
「健康アクション部門」対象事業です
■申１２月６日昇～２２日昭午前８時３０分～
午後５時１５分（松掌を除く）に、電話
又は申込書を持参かファクスで市保
健センター（緯〈７６〉１１３３／胃〈７７〉１１０３）
※申込書は、同センター・市公式
ウェブサイトで配布。

ヘルスメイト養成講座
（２期）

■問中央図書館（緯〈７６〉６１１１）
冬のミニミニリサイクル本フェア
■時１２月１７日松・１８日掌午後２時～４時
※雨天時は１２月２４日松・２５日掌。
■内図書館で不要となった図書を配布。
文芸書、実用書、子どもの本等を約
２０００冊用意します
※１人１０冊まで。（当日先着順）

落語を聞こう！新春図書館寄席
■時１月８日掌午後
２時～４時
■内本格的な落語を
図書館で聞きま
しょう。新春か
ら楽しい一席を
届けます 出演
獅桂たか治、立

じ たて

川吉幸（落語家）
かわ きっ こう

■定１００人（先着順）
■申１２月８日昭午前９時から電話で中央
図書館

中央図書館の催し

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）
■申新年タイム測定会・大人水泳体験会
は１２月６日昇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

アクアビクス教室体験
■時１月１２日昭・１９日昭午後１時～２時
（いずれか１日のみ参加可）
■対１８歳以上
■定各５人（先着順）
■持水着・水泳帽子
■申各開催日当日の午前９時～正午に、
直接か電話で同センター
新年タイム測定会

■時１月１５日掌午後１時～３時
■内自動計測装置でタイムを測定
■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）
■￥施設使用料
■持水着・水泳帽子・ゴーグル
■他２５ｍ・５０ｍ・１００ｍのうち、２種目
まで申込可
大人水泳体験会
■時１月２０日晶・２７日晶午後１時～２時
（全２回）
■内２月から開催の水泳教室を体験
■対１８歳以上で２５杓泳げない人
■定１０人（先着順）
■￥施設使用料
■持水着・水泳帽子・ゴーグル

市スポーツセンターの教室
アクアビクス教室＆水中ウォーキング
教室
■時１月１２日昭～３月１６日昭の毎週昭午
後１時～２時（２月２日昭・９日昭

を除く。全８回）
■対１８歳以上
※プールでの運動を始めたい人にお
すすめです。
■定３０人（先着順）
■￥３５００円
■持水着・水泳帽子
■申１２月６日昇～２５日掌午前９時～午後
８時（休館日を除く）に、直接か電話
で市スポーツセンター（緯〈７５〉３５４５）

■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。

桂桂たか桂たか治治
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費用定員対象とき講座名

３，０５０円２０組幼児とそ
の保護者

１月１５日掌～２月１２日掌の毎週掌午後
１時～１時５０分（全５回）親子水泳

各
５，７５０円

２０人４歳以上１月１１日昌～３月１５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１３日晶～３月１７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１５日掌～３月１９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１０日昇～３月１４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１２日昭～３月１６日昭の毎週昭午後

３時～３時５０分（全１０回）昭

１月１０日昇～３月１４日昇の毎週昇午前
１１時～１１時５０分（全１０回）昇

シェイプ
アップ
アクア

１月１１日昌～３月１５日昌の毎週昌午後
７時～７時５０分（全１０回）昌

あげあげ
アクア

１月１３日晶～３月１７日晶の毎週晶午後
１時～１時５０分（全１０回）晶

らくらく
アクア

■内■時■対■定■￥下表のとおり
■申１２月６日昇～１８日掌午前１０時～午後７時３０分（休館日を除く）に、直接マー
メイドパレス（緯〈９２〉７３５１）
※定員を超えた場合は、１２月２０日昇午後１時に公開代理抽選（未受講者、
市内在住・在勤者優先）。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人まで。
※大人対象の教室（親子水泳、幼児スイミング、児童スイミング以外）は、
１２月６日より受講料を添えて申込ください。（先着順）
※１２月２１日昌～２７日昇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。

※費用には傷害保険料を含みます。

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）

年末の安全なまちづくり市
民運動
安城市では秋口から住宅侵入盗が連
続して発生しています。また振り込め
詐欺、車上ねらい、自転車盗もあとを
絶ちません。年末は何かと忙しく、お
金の動きも多くなります。出かけると
きは鍵だけでなく近所にも声をかけ、
お金を振り込むときは詐欺ではないか
と用心し、車や自転車を停めるときは、
安全な場所か注意しましょう。日頃か
ら犯罪に対する警戒を行い、ドロボウ
を寄せ付けない環境をつくりましょう。

■時運動期間獅１２月１日～２０日
《運動の重点》
暫住宅を対象とした侵入盗の防止
暫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

■問市民安全課（緯〈７１〉２２１９）、安城警察
署（緯〈７６〉０１１０）

県内の被害状況（１月～９月） 単位：千円
１件あたり被害総額

３，４０６３，００６，９００特殊詐欺
７７１２，４１４，１５０住宅対象侵入盗
２３８１４３，５２５出店荒らし
１７４８９，０７４事務所ねらい

■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・受講料等 ■持持ち物 ■他その他

■時１月７日松午前１０時～午後０時３０分
■内保温調理でパエリア、フラン（洋風
茶碗蒸し）等を作ります

■講岡崎友の会安城南もより
■定１６人（先着順）
■￥１０００円
■持エプロン・三角巾・食器ふきん・筆
記用具

■場■申１２月６日昇午前９時から、直接か
電話で市民交流センター（緯〈７１〉０６０１）

冬のエコクッキングPart2

■時１月８日掌～２月５日掌の毎週掌午
前１０時～１１時３０分（全５回）

■場文化センター
■内学校や日常生活で必要な日本語の学習
■対市内の小学校に通う外国人児童（外
国にルーツを持つ子を含む）
■定１０人（先着順）
■￥３００円
■他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５日捷～２２日昭午前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）

冬の子ども日本語教室

ササッシの内側に取り付ける補助サッシの内側に取り付ける補助錠錠
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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。

年末の最終収集日以降は、どの地区も１週間程度ごみ収集がありません。収集
日程は、各家庭に配布済の「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く、特別体制で収集しますので、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
イクルプラザへ直接搬入してください。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を用意してください

自年内の粗大ごみ有料収集の最終日は１２月２７日昇

■申収集希望者は１２月２２日昭までの午前８時３０分～午後５時（松掌を除く）に、受付
センター（緯〈７７〉４４１１）

自ごみ関連施設の年末年始の休業日

※１２月２９日昭は一般家庭からの持込のみを対象とし、午前８時３０分～正午まで開業します。
■問清掃事業所（緯〈７６〉３０５３）

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

１月１日抄～３日昇
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

中小企業者の設備投資の促進及び経
営基盤の強化を図るため、市内に所在
する事業所において設備投資を行う場
合に、その費用の一部を補助します。
■対市内で事業活動を行い、市税を滞納
していない事業者で、中小企業基本
法に規定される中小企業者（個人事
業主を含む）

■内対象経費獅固定資産税（償却資産）の
申告をした次の資産の内、新規取得
資産の取得価格
第１種獅構築物・建物附属設備
第２種獅機械及び装置
第５種獅車両及び運搬具（自動車税・
軽自動車税の対象となる資産を含ま
ない）
第６種獅工具・器具及び備品
※１年内に対象経費の合計が１００万
円に満たない場合や、本市の他の補
助金の交付対象となっているものを
を除く。
補助金額獅対象経費の１００分の５（上
限１００万円）

■時下表のとおり

※平成２９・３０年度においても補助事業
を実施する予定ですが、各年度の予
算成立が前提となります。

■申上記申請受付期間の午前８時３０分～
午後５時１５分（松掌抄を除く）に、申
請書に必要書類（下記参照）を添付し
て直接商工課（緯〈７１〉２２３５）
※申請書は市公式ウェブサイトで配
布。
必要書類獅①申請日の前３月以内に
発行された法人に係る登記事項証明
書（全部事項証明書） ②直近の１事
業年度分の決算関係書類の写し（貸
借対照表、損益計算書、事業報告等）
③直近の確定申告書及び収支内訳書
の写し（個人事業の場合） ④償却資
産申告書及び種類別明細書の写し
（受付印があるもの） ⑤新たに取得
した設備等に係る請求書及び領収書
の写し ⑥各設備等の取得価格が分
かる見積書等の書類（⑤で分かる場
合は不要） ⑦市税の完納を証する
納税証明書（完納証明書） ⑧補助金
等交付請求書

平成２８年度の投資期間・申請期間
平成２８年１月２日～
平成２９年１月１日設備投資期間

固定資産税（償却資産）の申
告後～平成２９年３月３１日申請受付期間

平成２９年度から次の施設の管理・運
営を行う指定管理者の候補者を選定し
ました。
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／
担当課）

▲

公募により、選定した施
設施陰社会福祉法人ぬくもり福祉会
（安城市虹の家／障害福祉課） ②安
城プロモーションズ（安城市中心市
街地交流多目的スペース及び安城市
中心市街地イベント広場／中央図書
館） 公募によらず、選定した施設
施③社会福祉法人安城市社会福祉協
議会（安城市総合福祉センター他１３
施設／社会福祉課） 指定期間諮①
獅平成２９年４月１日～３２年３月３１日
②獅平成２９年６月１日～３４年３月３１
日 ③獅平成２９年４月１日～３４年３月
３１日（施設により指定期間が異なる）
■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

指定管理者が管理運営を行っている
丈山苑、安祥閣、秋葉いこいの広場、
市民交流センターの各施設にかかる、
平成２７年度の管理運営実績についての
外部評価結果がまとまりました。
これは指定管理者外部評価部会にお
いて、５名の委員が第三者の視点から
客観的に評価を行ったもので、４施設
ともに指定管理の継続が認められまし
た。
■他評価結果の詳細は、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）

指定管理者の管理運営に対
する外部評価結果

臨時メンテナンスのため、次の期間
システムを使用できません。ご不便を
おかけしますが、よろしくお願いしま
す。
■時停止期間獅１２月２９日昭午前０時～１
月３日昇午前８時５９分
※１月３日午前９時から利用可。

■問企画情報課ICT推進室（緯〈７１〉２２０７）

あいち共同利用型施設予約
システムの停止

市では、皆さんが安全に通行できる
よう、道路パトロールを随時実施して
いますが、全ての損傷を即時に把握す
ることは困難です。
道路の穴ぼこ、陥没、ガードレール・
カーブミラーの損傷、側溝等の破損、
照明灯の球切れ・異常点灯を見つけた
ら、連絡をお願いします。
■問維持管理課（緯〈７１〉２２３７）

道路の損傷等をお知らせく
ださい

中小企業の設備投資に補助
金を交付「１月から受付を
開始します！」

年末年始のごみ出しのお知らせ

■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
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石綿による疾病の補償・救
済について
中皮腫や肺がん等を発症し、それが
労働者として石綿ばく露作業に従事し
ていたことが原因であると認められた
場合には、労災保険法に基づく各種の
労災保険給付や石綿救済法に基づく特
別遺族給付金が支給されます。
石綿による疾病は、石綿を吸ってか
ら非常に長い年月を経て発症すること
が大きな特徴です。
中皮腫等で亡くなられた方が過去に
石綿業務に従事されていた場合には、
労災保険給付等の支給対象となる可能
性がありますので、愛知労働局（緯０５２
〈９７２〉０２６１）又は、刈谷労働基準監督署
（緯〈２１〉４８８５）に相談してください。
※厚生労働省ホームページでも案内し
ています。

■問商工課（緯〈７１〉２２３５）

年末年始の長期休暇時は、空港の駐
車場が満車となり駐車できない場合が
あります。空港利用時は公共交通機関
の利用をお願いします。
■問名古屋空港ビルディング叙（緯０５６８
〈２９〉１６００）

県営名古屋空港のお知らせ

労働保険加入のお願い
～事業主の皆様へ～
労働者（アルバイトを含む）を１人で
も雇っている事業主は、労働保険（労
災保険・雇用保険）に加入する義務が
あります。
労働保険は、労働者が不慮の業務上
災害・通勤災害を被った場合、失業し
た場合、高齢者で賃金が低下した状態
で継続して働いている場合、育児休業
及び介護休業の場合、自ら職業に関す
る教育訓練を受けた場合に給付を受け
ることができます。また、事業主のみ
なさんにも各種助成金の対象となる制
度です。
労働保険の諸手続については、労働
保険事務組合や社会保険労務士を活用
することができます。
まだ、加入手続をとられていない事
業主のみなさんは、今すぐ加入手続を
お願いします。
■問刈谷公共職業安定所（緯〈８８〉００４０）、
刈谷労働基準監督署（緯〈２１〉４８８５）

平成２８年度の市が助成する
検診受診期限は２月末まで
平成２８年度から市が助成する、すべ
ての検診（胃・大腸・肺・前立腺・子
宮頸・乳がん検診、市民ドック、特定・
後期高齢者医療・ヤング健診）の受診
期限を２月に統一しました。
２月末は、混み合いますので、まだ
検診を受けていない人は、今すぐの予
約をおすすめします。
検診内容、対象者等詳しくは、本紙
５月１日号に掲載しています。
■問市保健センター（緯〈７６〉１１３３）

障害者週間は障害者の福祉について
の関心と理解を深めるとともに、障害
者が社会、経済、文化その他あらゆる
分野の活動に積極的に参加する意欲を
高めることを目的として、設けられて
います。
障害者週間は次の３つのテーマに基
づき啓発活動が推進されています。
暫共生社会（障害の有無にかかわらず
誰もが人格と個性を尊重し支え合う
社会）の理念の普及

暫障害に関する国民理解の促進
暫国民一人一人が日常生活や事業活動
の中で自ら実施できる配慮や工夫の
周知
障害と一口に言っても、身体障害、
知的障害、精神障害等様々な障害があ
り、これらの障害が重複している人も
います。また、同じ障害であってもそ
の人の状況により困っていることは異
なります。さらに障害のない人でも、
病気やけが、身体機能の衰えにより障
害が生じることがあり得ます。
障害者週間を、障害の有無に関わら
ず、誰もがお互いを尊重し、生き生き
と暮らすことのできる社会に向けて考
えるきっかけにしましょう。
障害者差別解消法
平成２８年４月から、共生社会を目的
に障害者差別解消法（障害を理由とす
る差別の解消の推進に関する法律）が
施行されました。
本法律では、障害を理由に店舗への
入店を断るといった「不当な差別的取
扱い」や、聴覚障害のある人に声だけ
で説明するといった「合理的配慮をし
ないこと」が障害者差別にあたると明
記されています。
■問障害福祉課（緯〈７１〉２２５９）

１２月３日～９日は障害者週
間

衣浦東部広域連合財政状況の公表
９月３０日現在の平成２８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
２０，２０４．４１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
３２．４０．０７５６２，３３６議会費
３５．６３．７７７，５６０２１７，８５５総務費
３２．６９６．１２，０２９，２１１６，２１９，７８２消防費
４７．７０．２４，８１１１０，０７６公債費
０．００．００２０，０００予備費
３２．６１００．０２，１１２，３３８６，４７０，０４９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
０．００碧南市分市別
５０．８２０，４５０刈谷市分
３７．４１５，０４７安城市分
０．００知立市分
１１．８４，７５２高浜市分
１００．０４０，２４９計

８８．２３５，４９７
愛知県都
市職員共
済組合

借入
先別

１１．８４，７５２
愛知県中
央信用組
合

１００．０４０，２４９計

平成２８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
４２．７９１．４２，３０９，９６８５，４０４，５５７分担金及

び負担金
５５．６０．３８，２５９１４，８６７使用料及

び手数料
０．００．００３国庫支出金

１４２．９０．０６０４２県支出金
０．００．００５３８財産収入
０．００．００１寄附金
１００．０８．１２０４，７３８２０４，７３８繰越金
５４．１０．２５，４６５１０，１０３諸収入
０．００．００８３５，２００連合債
３９．１１００．０２，５２８，４９０６，４７０，０４９計



（ ）内は前月比

〈平成28年11月1日現在〉
総 人 口
男 性
女 性

世 帯 数

186,812人（＋ 6）
95,869人（＋15）
90,943人（－ 9）

73,226世帯（＋33）

火 災
救 急

（年間累計／前年対比）

刑 法 犯
交通事故
負 傷 者
死 者

148件（1,286件／－161）
540件（5,081件／－ 77）
109人（1,001人／－ 38）
0人（ 3人／－ 2）

人口・世帯

10月の火災・救急

10月の犯罪・事故

5件（うち建物 2件）
631件（うち急病412件）
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こうた凧揚げまつり 幸
田

■時１月８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。写真コ
ンテストも開催します
■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（幸田町教育委員会生涯学習課内
／緯０５６４〈６２〉１１１１）

岡崎市制施行１００周年記念
事業 家康公生誕祭

岡
崎

■時１２月２４日松～２６日捷

■場岡崎公園一帯
■内郷土の英雄・徳川家康公が生まれた
１２月２６日を中心に、竹千代祭りや提
灯行列（２５日掌予定）を始め、岡崎公
園二の丸能楽堂で様々なイベントを
開催します。また、１２月９日晶～１
月３日昇午後５時～１０時（１月１日
抄のみ午前５時まで）は岡崎公園の
イルミネーションも実施します

■問家康公生誕祭実行委員会事務局（緯

０５６４〈５７〉０２００）

テレビやインターネットを利用して
授業を行う通信制の大学です。
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２月２８日昇まで
第２回獅３月２０日抄まで
■問放送大学愛知学習センター（緯０５２
〈８３１〉１７７１）
※資料は同センターで配布。

平成２９年度第１学期放送大
学学生

■内試験日獅１月２１日松 試験科目獅国
語総合（古文・漢文除く）・数英、面接
■対高等学校を平成２９年３月に卒業見込
み又は、同等の学力があり、平成２９
年４月１日現在３４歳以下の人

■定２０人程度
■申１月４日昌～１３日晶午前９時～午後
５時（松掌抄を除く）に、申込書を持
参か郵送（消印有効）で安城市医師会
安城碧海看護専門学校（〒４４６－００２６
安城町広美４２／緯〈７７〉８５８８）
※詳細は問い合わせて下さい。

安城市医師会安城碧海看護
専門学校学生（一般入試）

東部公民館臨時職員
■内勤務開始日獅平成２９年２月１日 勤

務日獅松掌抄を含む週２・３日程度
勤務時間

▲

用務員業務獅昇～晶午前
８時３０分～正午 松掌獅午前８時３０
分～午後５時（内休憩時間６０分） 遊
戯室管理・事務業務獅昇～掌午後１
時～５時１５分 業務内容獅清掃等の
用務員業務、遊戯室管理、受付、簡
単な事務、催事手伝い等 賃金獅時
給９５０円、通勤割増１日２００円 選考
獅面接（１２月２２日昭）

■対簡単なパソコン操作ができる人
■定１人
■申１２月２日晶～１６日晶午前９時～午後
５時（捷を除く）に、写真付の履歴書
を持ち東部公民館（緯〈７７〉７８８１）

地球温暖化・大気汚染の防
止にご協力を
１２月は「地球温暖化防止月間」・「大気
汚染防止推進月間」です。
冬場は暖房機器の使用等により、家
庭や事業所から地球温暖化の原因とな
る二酸化炭素や大気汚染物質が多く排
出される等、地上付近の空気が汚れや
すい時期です。
県ではエコライフの実践を呼びかけ
る「あいちエコチャレンジ２１」県民運動
を展開しています。私たち一人一人が
環境に配慮した生活を心がけ、「地球温
暖化防止」・「大気汚染防止」に努めま
しょう。
家庭でできるエコライフの例
暫暖房は１９寿を目安に設定
暫照明や電化製品のスイッチはこまめに
切る

暫移動には公共交通機関や自転車を利
用する

暫車の運転では不要なアイドリングや
急発進急加速を避ける等、エコドラ
イブに努める
■問県環境部大気環境課（緯０５２〈９５４〉
６２１５）

■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。
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※申込や問い合わせは、日本語 で
お願いします。

※Inscriçõeseinformaçõessomente
emjaponês

※Applicationsandinquirieswillbein
Japanese.

■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


