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■時１２月３日掌午前９
時４５分～正午（小
雨決行）

■場哲学体験村無我苑
（碧南市）
■定５０人（先着順）
■申１１月２８日昇までに県知立
建設事務所都市施設整備
課HPか右QRコードか
ら申し込んでください

■問愛知県知立建設事務所（☎〈８２〉６４９４） ※対象年齢は目安です。
１２月の移動児童館
■対■時■場乳幼児親子

▲

６日昌・１３日昌獅

東部公民館 １日晶・１５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）

■にちようびのおはなしかい
毎週日曜日の夕方に、図書情報館
スタッフが主に小学校低学年向けの
絵本の読み聞かせをします。
■時毎週掌午後４時～４時２０分（１２月
３１日を除く）

■クリスマスおはなし会
図書情報館スタッフによる、クリ
スマス絵本の読み聞かせやマジック
ショーの他、ギター生演奏でクリス
マスの歌を皆で歌います。
■時１２月１６日松午前１０時３０分～１１時１５
分

■対３～６歳（未就学児に限る）
■定１０人（保護者を除く。先着順）
■申１１月２５日松午前９時から電話でア
ンフォーレ課へ

アンフォーレ課（緯〈７６〉６１１１）

催 し

１２月の休館日
４日捷～８日晶・１２日昇・１９日昇・
２６日昇・２９日晶～３１日掌

１２月のおはなし会
１日晶
午前１０時３０分

絵本好き集まれ！お
すすめ絵本紹介

２日松
午後３時

おはなしレストラン
（小学生以上）

３日掌・１０日掌・
１７日掌・２４日掌
午後４時

にちようびのおはな
しかい（小学生）

９日松
午後２時

おはなしえがお
（３歳～小学３年生）

１１日捷・２５日捷
午前１０時３０分

えほんとわらべうた
の会（０～２歳）

１３日昌
午前１０時３０分

おはなしたまてばこ
（１～５歳）

１４日昭
午前１０時３０分

おはなしゆりかご
（０～２歳）

１５日晶
午前１０時３０分

このゆびと～まれ
（０～２歳）

１６日松・２３日抄
午後２時

南吉朗読ででむし会
（小学生以上）

１７日掌
午前１１時

大人のための絵本朗
読会（一般）

１７日掌
午後２時

かみしばいの会
（３歳～小学３年生）

１８日捷
午前１０時３０分

えほんのとびら
（０～２歳）

２０日昌
午前１０時３０分

おはなしまあだ
（１～５歳）

２１日昭
午前１０時３０分

いないいないばあ
（１～５歳）

陰隠共通事項
■申各申込開始日の午前９時から氏名、
電話番号を電話かファクス、Ｅメー
ルでアンフォーレ課（☎〈７６〉６１１１／胃

〈７７〉６０６６／tosyo@city.anjo.lg.jp）へ
※隠の申込者でビブリオバトル実演
希望者はその旨も申し出てください。

陰古典ファンタジー『竹取物語』を読む
～かぐや姫ってどんな女性？（全５回）
日本最古の物語『竹取物語』の華麗な
るファンタジーを分かりやすく解説。
貴公子の求婚や、かぐや姫宇宙人説等、
物語に隠れた楽しい話を披露します。
■時１２月１７日掌、１月２１日掌、２月４日
掌・２５日掌、３月１７
日松午後２時～４時
（全５回）
■講河原徳子氏（文芸評

とく こ

論家）
■対高校生以上
■定８０人（先着順）
■申申込開始日獅１１月２２日昌

隠谷口忠大のビブリオバトル全国行脚
inアンフォーレ
「人を通して本を知る。本を通して
人を知る」をテーマに、好きな本を紹
介しあうビブリオバトルについて、考
案者谷口忠大氏を迎え、そのポイント

ただ ひろ

や面白さを伝えます。また、ワークシ
ョップも行います。
■時１月７日掌午後２時～４時
■定８０人（先着順）
■申申込開始日獅１１月２０日捷

ビブリオバトルinアンフォーレ
お気に入りの本を紹介しあうイベン
トです。会場で「一番読みたくなった
本」に選ばれたら、プレゼントを進呈。
■時１１月２６日掌午後１時３０分～２時１５分
■定出場者獅５人（先着順） 観覧者獅２０
人（当日先着順）
■申１１月２０日捷から安城図書館友の会・
杉田さん（☎０９０〈６５９９〉６８５１）へ
角凧づくり
■時１１月２６日掌午前１０時～正午
■定１５人（当日先着順）
■￥３００円

１２月の土器づくり教室
■時１日晶・５日昇～９日松・１２日昇～
１５日晶・１９日昇～２２日晶午後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）

油ヶ淵水辺公園イベント
もちつきをしよう

■時１月１４日掌午後２時～４時
■内出演獅春風亭柳

りゅう

橋
きょう

、桂たか治
じ

■定２００人（定員を超えた場合は抽選）
■申１２月１０日掌までに、氏名・電話番号
をはがき（必着）かファクス、Ｅメー
ルでアンフォーレ課（〒４４６－００３２御
幸本町１２－１／胃〈７７〉６０６６／tosyo
@city.anjo.lg.jp）へ。当選者には１２
月２８日昭までに入場整理券送付
■場■問アンフォーレ課（☎〈７６〉６１１１）

新春アンフォーレ落語会

■場■問堀内公園（緯〈９９〉５９４７）
カラ―バンドで小物作り
■時１１月２３日抄午前１０時～午後３時（雨
天中止）
■定５０人（当日先着順）
デンマークのクリスマス飾り作り
■時１１月２５日松・２６日掌、１２月２日松・
３日掌午前１０時～午後３時（雨天中止）

■定５０人（当日先着順）
松ぼっくりミニクリスマスツリー作り
■時１２月９日松・１０日掌・１６日松・１７日
掌午前１０時～午後３時（雨天中止）

■定５０人（当日先着順）

堀内公園の催し

図書情報館の催し

■時期間・日時 ■場場所 ■内内容 ■講講師 ■対対象・資格 ■定定員 ■￥費用 ■持持ち物 ■他その他 ■申申込方法等 ■問問合せ先
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竹炭作りやバーベキューを体験。
■時１２月２日松午前１０時～午後１時
■場木戸町平地（平地窯）
■対市内在住の親子
■定３０人（先着順）
■￥１人５００円（２歳以下
無料）

■持汚れてもよい服装、軍手、マスク、
帽子、飲み物、長靴、お椀、箸
■申１１月１７日晶～２２日昌に住所、氏名、生
年月日、電話・ファクス番号をファク
スかＥメールでエコネットあんじょう
（胃〈５５〉１３１５／info@econetanjo.org）へ
■問エコネット安城事務局（緯〈５５〉１３１５）、
環境都市推進課（緯〈７１〉２２０６）

■場■問歴史博物館（緯〈７７〉６６５５）
展示解説
愛知学院大学学生と本館学芸員が解
説します。
■時１１月１８日松・２５日松・２６日掌、１２月
３日掌・９日松・１０日掌・１７日掌・
２３日抄・２４日掌

記念講演会「水中考古学の世界を追う」
■時１２月２日松午後２時
■講中川永氏（豊橋市文化財センター）

ひさし

■定８０人（当日先着順）

歴史博物館特別展「発掘された
日本列島２０１７」関連事業

安城産のさつまいもで作ります。
■時１２月９日松午前９時３０分～正午
■場でんまぁと安城西部（福釜町）
■講米太郎（女性農業委員４名で構成す
るグループ）
■対４歳以上の子と保護者
■定１０組（定員を超えた場合は抽選）
■￥１組５００円
■他１２月１日晶頃参加の可否を通知
■申１１月２８日昇までの午前８時３０分～午
後５時１５分（松掌抄を除く）に直接か
電話、又は件名に「鬼まんじゅうづ
くり」と明記し、代表者の住所・氏
名・電話番号、参加人数（大人と子
どもそれぞれ）を郵送（必着）かファ
クス・Ｅメールで農務課（緯〈７１〉２２３３
／〒４４６－８５０１住所不要
／胃〈７６〉１１１２／nomu@
city.anjo.lg.jp）へ。右Ｑ
Ｒコードからも申込可
■問米太郎・榊原さん（緯０９０〈１５６４〉２２４８）

「北欧のクリスマス」をテーマ
に、３０万球以上のあたたかい光
が園内を彩ります。
光の広場に彩られたカラフル
なケヤキや、きらびやかなオー
ロラ花壇とクスノキ、冬の夜に咲く藤棚の光の小径等、美しい見どころ

こ みち

が満載です。今年はイルミネーション迷路や水のステージの光の柱等が
新登場。また、週末を中心に楽しい音楽のリズムに合わせて打ち上げる
「花火ショー」も行います。
温室で開催されるホワイトクリ
スマスとデンマークの街並みをテ
ーマにしたフラワーショー（１１月１８
日松から）もぜひお楽しみください。
■問デンパーク（緯〈９２〉７１１１）

１１月２５日松～１月１４日掌
（毎週昇、１２月３１日掌、１月１日抄は休園。
ただし１２月２６日、１月２日は開園）

花火ショー日程
（午後８時２０分から１０分程度）

２５日松、２６日掌１１月
毎週松掌、２５日捷～２９日晶１２月
２日昇～８日抄、１３日松、
１４日掌

１月

碧海信用金庫本店前会場（御幸本町）
■時１１月２５日松午前９時から（商品がな
くなり次第終了）

■内県農村生活アドバイザーによる地元
産野菜の販売・調理法のアドバイス、
食育紙芝居の上演（午前１０時３０分）
■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２５日松午前１０時～午後３時
■内子どもの遊び場、地元産野菜・特産
物等の販売、お楽しみ抽選会等
■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
楽しく手作りしましょう。
■時１２月９日松午前９時３０分～正午
■場青少年の家
■内講座を選び、手作り体験（下表参照）

■講フォレストくらぶ
■対小学生～中学生
■定各講座３０人（先着順）
■￥各講座１００円
■申１１月２１日昇～３０日昭午前９時～午後
５時１５分（捷を除く）に、講座番号・
講座名、氏名、学年、電話番号を電
話かファクスで青少年ボランティア
活動支援センター（青少年の家内／
緯〈７７〉５５３５／胃〈７６〉１１３１）へ

午前９時３０分～
１０時３０分

陰ポンポン動物
（毛糸のポンポンでト
イプードル作り

午前１１時～正午隠同上

午前９時３０分～
１０時３０分

韻お菓子の家
（お菓子で自由にお家
作り）

午前１１時～正午
吋リボンでクリスマス
リース

（リボンをつなげてク
リスマスリース作り）

イルミネーション迷路（イメージイルミネーション迷路（イメージ））

「鬼まんじゅう」づくり

■場衣浦東部保健所（刈谷市大手町）
こころの健康医師相談（予約制）
■時１２月６日昌午後２時～４時
■内精神科医師による相談
■申同保健所健康支援課（緯〈２１〉９３３７）へ
エイズ・肝炎検査（無料）、梅毒検査（有
料）、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２６日を
除く）
※エイズ検査（匿名制・即日検査）は
１２月１日の世界エイズデーに合わせ
て１２月２日松も実施。また４日捷・
１８日捷は夜間（午後６～７時）も実施。
■申■問骨髄バンクドナー登録は事前に同
保健所生活環境安全課（緯〈２１〉４７９７）へ

検便・井戸水検査等（有料）
■問同保健所試験検査課（緯〈２１〉９３５３）
１型糖尿病のお子さんと家族のつどい
■時１２月１３日昌午後２時～４時
■内医師講話、交流会
■対１型糖尿病の子と家族、学校関係者等
■申１２月４日捷までに電話で同保健所健
康支援課（緯〈２１〉９３３８）へ

衣浦東部保健所の相談・検査

子供自然探険隊

■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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■申申込方法等 ■問問合せ先 ※なお、指定及び制限を設けない項目は記載していません。
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陰～吋共通事項
■申１１月２０日捷～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・ファクスで同セ
ンターエコきち（☎・胃〈７６〉７１４８）へ

陰むかしおやつ作り
鬼まんじゅう等を作ります。

■時１２月２日松午前１０時～１１時３０分
■講神谷直子氏
■対４歳以上の子と保護者
■定１０人（先着順）
■持エプロン、ふきん、三角巾、マスク、
箸、皿
■￥２００円
隠牛乳パックで年賀状はがきづくり
牛乳パックを材料にして、紙すきで
はがきを作ろう。
■時１２月３日掌午前１０時～１１時３０分
■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）
■持タオル２～３枚、新聞紙1日分
■￥１００円
韻正月飾りをつくろう
竹や稲穂で正月飾りを作ろう。

■時１２月１０日掌午前１０時～１１時３０分
■講古居敬子氏（環境アドバイザー）
■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
吋エコクラフトにチャレンジ！
小さなカゴを作ろう。

■時１２月１４日昭午前９時３０分～正午
■対１８歳以上
■定５人（先着順）
■￥８００円
■持せんたくばさみ７個
環境フェア
環境講座参加者、環境団体、エコき
ち講師、環境保全に取り組む個人が一
堂に会し、活動を報告しあい、交流を
深めます。
■時■内１２月９日松午前１０時～午後３時
午前１０時～１１時３０分獅こども祭り
（要事前申込の間伐材を使った工作、
遊び等） 午後１時～２時獅高棚小
学校や環境団体等による活動発表、
農産物販売、バザー 午後２時２０分
～３時獅お楽しみ抽選会、ビンゴゲ
ーム

環境学習センター
「エコきち」の講座

指人形や手の平大の埴輪を作ります。
■時１２月１７日掌午前１０時～午後３時３０分
■場市民ギャラリー
■講本田郁子氏（名古屋経営短期大学講師）
■対小学３年生以上
■定１２人（先着順）
■￥８００円
■申１１月１９日掌午前９時から電話で歴史
博物館（緯〈７７〉６６５５）へ

ミニはにわづくり体験
～成形から焼成まで～

■時１１月２６日掌午前１０時
■定８０人（当日先着順）
■場■問歴史博物館（緯〈７７〉６６５５）

昭和の名作シネマ上映会
「人生とんぼ返り」

■時１２月７日昭午後２時３０分～４時
■場アンフォーレ
■内講演「企業にとっての省エネの意義」
「これからの経営改善（省エネの実践
を通じて）」
■対市内の事業者
■申１２月４日捷までに氏名（同行者含む）、
参加人数、所属の会社・部署名、電
話番号かＥメールアドレスを電話か
Ｅメールで環境都市推進課（☎〈７１〉
２２０６／kankyo@city.anjo.lg.jp）へ

中小企業省エネ実践セミナー
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
目的とし開催します。
■時１２月２日松午前１０時３０分～午後１時
３０分
■場アンフォーレ
■内障害福祉サービスの提供を行う事業
所の活動紹介、福祉製品の販売、女
優・忍足亜希子氏講演会等

おし だり

■問障害福祉課（緯〈７１〉２２２５）

■時１２月１６日松午後６時３０分（午後６時
開場）
■内出演施水野修平（ピアノ）、長谷部泰
子（ヴォーカル）、舩尾真伊年（ドラ

ま い ね

ム）、野本謙之（ベース） 演奏曲施
かね ゆき

「サンタが街にやってくる」等のクリ
スマスソング
■定１５９人（未就学児は入場不可）
■他１２月２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）

■時１月２１日掌午後１時
■場コロナキャットボウル安城店（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１２００円（２ゲーム分。３歳以下無料）
■申１１月２６日掌～１２月１０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

緯〈９９〉６５５４）へ（１１月２６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

陰～韻共通事項
■場■問デンパーククラブハウス（緯〈９２〉
７１１２）
■￥入園料別途
■申１１月２０日捷から各申込期限までに、
直接か電話でデンパーククラブハウ
スへ

陰ペーパークイリング講座
■時１２月８日晶・２０日昌午前１０時～午後
０時３０分

■講磯貝裕子氏
■定各１５人（先着順）
■￥各１０００円（材料費別途）
■申申込期限獅各回１週間前
隠もったいナイスな料理教室
■時１２月１５日晶午前１０時～午後０時３０分
■内「イタリアンクリスマスパーティー」
をテーマにラザーニャ等を作ります
■講永井恵氏
■定２０人（先着順）
■￥３０００円（材料費込）
■持エプロン、手拭き用タオル、箸
■申申込期限獅１２月８日晶

韻日曜写真講座はじめの一歩
■時１２月１７日掌午後１時３０分～３時３０分
■講鶴田郁夫氏
■定２０人（先着順）
■￥１５００円
■持カメラ
■申申込期限獅１２月１０日掌

デンパークの体験教室安城音楽協会JAZZコンサート

■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・受講料等 ■持持ち物 ■他その他
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■時期間・日時 ■場場所 ■内内容 ■講講師 ■対対象・資格 ■定定員 ■￥費用 ■持持ち物 ■他その他



竹炭作りやバーベキューを体験。
■時１２月２日松午前１０時～午後１時
■場木戸町平地（平地窯）
■対市内在住の親子
■定３０人（先着順）
■￥１人５００円（２歳以下
無料）

■持汚れてもよい服装、軍手、マスク、
帽子、飲み物、長靴、お椀、箸
■申１１月１７日晶～２２日昌に住所、氏名、生
年月日、電話・ファクス番号をファク
スかＥメールでエコネットあんじょう
（胃〈５５〉１３１５／info@econetanjo.org）へ
■問エコネット安城事務局（緯〈５５〉１３１５）、
環境都市推進課（緯〈７１〉２２０６）

■場■問歴史博物館（緯〈７７〉６６５５）
展示解説
愛知学院大学学生と本館学芸員が解
説します。
■時１１月１８日松・２５日松・２６日掌、１２月
３日掌・９日松・１０日掌・１７日掌・
２３日抄・２４日掌

記念講演会「水中考古学の世界を追う」
■時１２月２日松午後２時
■講中川永氏（豊橋市文化財センター）

ひさし

■定８０人（当日先着順）

歴史博物館特別展「発掘された
日本列島２０１７」関連事業

安城産のさつまいもで作ります。
■時１２月９日松午前９時３０分～正午
■場でんまぁと安城西部（福釜町）
■講米太郎（女性農業委員４名で構成す
るグループ）
■対４歳以上の子と保護者
■定１０組（定員を超えた場合は抽選）
■￥１組５００円
■他１２月１日晶頃参加の可否を通知
■申１１月２８日昇までの午前８時３０分～午
後５時１５分（松掌抄を除く）に直接か
電話、又は件名に「鬼まんじゅうづ
くり」と明記し、代表者の住所・氏
名・電話番号、参加人数（大人と子
どもそれぞれ）を郵送（必着）かファ
クス・Ｅメールで農務課（緯〈７１〉２２３３
／〒４４６－８５０１住所不要
／胃〈７６〉１１１２／nomu@
city.anjo.lg.jp）へ。右Ｑ
Ｒコードからも申込可
■問米太郎・榊原さん（緯０９０〈１５６４〉２２４８）

「北欧のクリスマス」をテーマ
に、３０万球以上のあたたかい光
が園内を彩ります。
光の広場に彩られたカラフル
なケヤキや、きらびやかなオー
ロラ花壇とクスノキ、冬の夜に咲く藤棚の光の小径等、美しい見どころ

こ みち

が満載です。今年はイルミネーション迷路や水のステージの光の柱等が
新登場。また、週末を中心に楽しい音楽のリズムに合わせて打ち上げる
「花火ショー」も行います。
温室で開催されるホワイトクリ
スマスとデンマークの街並みをテ
ーマにしたフラワーショー（１１月１８
日松から）もぜひお楽しみください。
■問デンパーク（緯〈９２〉７１１１）

１１月２５日松～１月１４日掌
（毎週昇、１２月３１日掌、１月１日抄は休園。
ただし１２月２６日、１月２日は開園）

花火ショー日程
（午後８時２０分から１０分程度）

２５日松、２６日掌１１月
毎週松掌、２５日捷～２９日晶１２月
２日昇～８日抄、１３日松、
１４日掌

１月

碧海信用金庫本店前会場（御幸本町）
■時１１月２５日松午前９時から（商品がな
くなり次第終了）

■内県農村生活アドバイザーによる地元
産野菜の販売・調理法のアドバイス、
食育紙芝居の上演（午前１０時３０分）
■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２５日松午前１０時～午後３時
■内子どもの遊び場、地元産野菜・特産
物等の販売、お楽しみ抽選会等
■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
楽しく手作りしましょう。
■時１２月９日松午前９時３０分～正午
■場青少年の家
■内講座を選び、手作り体験（下表参照）

■講フォレストくらぶ
■対小学生～中学生
■定各講座３０人（先着順）
■￥各講座１００円
■申１１月２１日昇～３０日昭午前９時～午後
５時１５分（捷を除く）に、講座番号・
講座名、氏名、学年、電話番号を電
話かファクスで青少年ボランティア
活動支援センター（青少年の家内／
緯〈７７〉５５３５／胃〈７６〉１１３１）へ

午前９時３０分～
１０時３０分

陰ポンポン動物
（毛糸のポンポンでト
イプードル作り

午前１１時～正午隠同上

午前９時３０分～
１０時３０分

韻お菓子の家
（お菓子で自由にお家
作り）

午前１１時～正午
吋リボンでクリスマス
リース

（リボンをつなげてク
リスマスリース作り）

イルミネーション迷路（イメージイルミネーション迷路（イメージ））

「鬼まんじゅう」づくり

■場衣浦東部保健所（刈谷市大手町）
こころの健康医師相談（予約制）
■時１２月６日昌午後２時～４時
■内精神科医師による相談
■申同保健所健康支援課（緯〈２１〉９３３７）へ
エイズ・肝炎検査（無料）、梅毒検査（有
料）、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２６日を
除く）
※エイズ検査（匿名制・即日検査）は
１２月１日の世界エイズデーに合わせ
て１２月２日松も実施。また４日捷・
１８日捷は夜間（午後６～７時）も実施。
■申■問骨髄バンクドナー登録は事前に同
保健所生活環境安全課（緯〈２１〉４７９７）へ

検便・井戸水検査等（有料）
■問同保健所試験検査課（緯〈２１〉９３５３）
１型糖尿病のお子さんと家族のつどい
■時１２月１３日昌午後２時～４時
■内医師講話、交流会
■対１型糖尿病の子と家族、学校関係者等
■申１２月４日捷までに電話で同保健所健
康支援課（緯〈２１〉９３３８）へ

衣浦東部保健所の相談・検査

子供自然探険隊

■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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■申申込方法等 ■問問合せ先 ※なお、指定及び制限を設けない項目は記載していません。
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陰～吋共通事項
■申１１月２０日捷～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・ファクスで同セ
ンターエコきち（☎・胃〈７６〉７１４８）へ

陰むかしおやつ作り
鬼まんじゅう等を作ります。

■時１２月２日松午前１０時～１１時３０分
■講神谷直子氏
■対４歳以上の子と保護者
■定１０人（先着順）
■持エプロン、ふきん、三角巾、マスク、
箸、皿
■￥２００円
隠牛乳パックで年賀状はがきづくり
牛乳パックを材料にして、紙すきで
はがきを作ろう。
■時１２月３日掌午前１０時～１１時３０分
■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）
■持タオル２～３枚、新聞紙1日分
■￥１００円
韻正月飾りをつくろう
竹や稲穂で正月飾りを作ろう。

■時１２月１０日掌午前１０時～１１時３０分
■講古居敬子氏（環境アドバイザー）
■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
吋エコクラフトにチャレンジ！
小さなカゴを作ろう。

■時１２月１４日昭午前９時３０分～正午
■対１８歳以上
■定５人（先着順）
■￥８００円
■持せんたくばさみ７個
環境フェア
環境講座参加者、環境団体、エコき
ち講師、環境保全に取り組む個人が一
堂に会し、活動を報告しあい、交流を
深めます。
■時■内１２月９日松午前１０時～午後３時
午前１０時～１１時３０分獅こども祭り
（要事前申込の間伐材を使った工作、
遊び等） 午後１時～２時獅高棚小
学校や環境団体等による活動発表、
農産物販売、バザー 午後２時２０分
～３時獅お楽しみ抽選会、ビンゴゲ
ーム

環境学習センター
「エコきち」の講座

指人形や手の平大の埴輪を作ります。
■時１２月１７日掌午前１０時～午後３時３０分
■場市民ギャラリー
■講本田郁子氏（名古屋経営短期大学講師）
■対小学３年生以上
■定１２人（先着順）
■￥８００円
■申１１月１９日掌午前９時から電話で歴史
博物館（緯〈７７〉６６５５）へ

ミニはにわづくり体験
～成形から焼成まで～

■時１１月２６日掌午前１０時
■定８０人（当日先着順）
■場■問歴史博物館（緯〈７７〉６６５５）

昭和の名作シネマ上映会
「人生とんぼ返り」

■時１２月７日昭午後２時３０分～４時
■場アンフォーレ
■内講演「企業にとっての省エネの意義」
「これからの経営改善（省エネの実践
を通じて）」
■対市内の事業者
■申１２月４日捷までに氏名（同行者含む）、
参加人数、所属の会社・部署名、電
話番号かＥメールアドレスを電話か
Ｅメールで環境都市推進課（☎〈７１〉
２２０６／kankyo@city.anjo.lg.jp）へ

中小企業省エネ実践セミナー
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
目的とし開催します。
■時１２月２日松午前１０時３０分～午後１時
３０分
■場アンフォーレ
■内障害福祉サービスの提供を行う事業
所の活動紹介、福祉製品の販売、女
優・忍足亜希子氏講演会等

おし だり

■問障害福祉課（緯〈７１〉２２２５）

■時１２月１６日松午後６時３０分（午後６時
開場）
■内出演施水野修平（ピアノ）、長谷部泰
子（ヴォーカル）、舩尾真伊年（ドラ

ま い ね

ム）、野本謙之（ベース） 演奏曲施
かね ゆき

「サンタが街にやってくる」等のクリ
スマスソング
■定１５９人（未就学児は入場不可）
■他１２月２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）

■時１月２１日掌午後１時
■場コロナキャットボウル安城店（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１２００円（２ゲーム分。３歳以下無料）
■申１１月２６日掌～１２月１０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

緯〈９９〉６５５４）へ（１１月２６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

陰～韻共通事項
■場■問デンパーククラブハウス（緯〈９２〉
７１１２）
■￥入園料別途
■申１１月２０日捷から各申込期限までに、
直接か電話でデンパーククラブハウ
スへ

陰ペーパークイリング講座
■時１２月８日晶・２０日昌午前１０時～午後
０時３０分

■講磯貝裕子氏
■定各１５人（先着順）
■￥各１０００円（材料費別途）
■申申込期限獅各回１週間前
隠もったいナイスな料理教室
■時１２月１５日晶午前１０時～午後０時３０分
■内「イタリアンクリスマスパーティー」
をテーマにラザーニャ等を作ります
■講永井恵氏
■定２０人（先着順）
■￥３０００円（材料費込）
■持エプロン、手拭き用タオル、箸
■申申込期限獅１２月８日晶

韻日曜写真講座はじめの一歩
■時１２月１７日掌午後１時３０分～３時３０分
■講鶴田郁夫氏
■定２０人（先着順）
■￥１５００円
■持カメラ
■申申込期限獅１２月１０日掌

デンパークの体験教室安城音楽協会JAZZコンサート

■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・受講料等 ■持持ち物 ■他その他

牙 広報あんじょう 2017.11.15

■時期間・日時 ■場場所 ■内内容 ■講講師 ■対対象・資格 ■定定員 ■￥費用 ■持持ち物 ■他その他



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２９年中に家屋を取り壊し
た人・取り壊しが決まっている人は
来年度の固定資産税等の対象から除
く必要があるため資産税課に連絡し
てください。現地確認に伺います
土地獅来年度の固定資産税等課税の
ため、資産税課の職員が１２月まで随
時土地の調査を行います

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

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。
■内対象事業者獅市内で事業活動を行い
市税を滞納していない中小企業者
（個人事業主を含む。医療法人、事
業組合等は含まない） 対象経費獅

本市に固定資産税（償却資産）の申告
をした下記資産のうち新規取得資産
（中古含む）の取得価格
[構築物・建物附属設備、機械及び
装置、車両及び運搬具（自動車税・
軽自動車税の対象資産は含まない）、
工具・器具及び備品]
※１年内の対象経費の合計が１００万
円に満たない場合や、本市の他の補
助金の交付対象であるものを除く。
対象設備投資期間獅平成２９年１月２
日～平成３０年１月１日 補助金額獅

対象経費の１００分の５（上限１００万円）
■申固定資産税（償却資産）の申告後～平
成３０年３月３０日晶の午前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（市HP参照）を添付
して直接商工課（緯〈７１〉２２３５）へ
※申請書は市HPで配布。

来年度の土木事業の要望を
受け付けます
地域の道路・水路について困ったこ
とや気づいたことがあれば、町内会へ
ご相談ください。公共性があるものは
市で対応を検討します。個人のためだ
けに必要なものはお受けできません。
各町内会から市への提出期限は１２月
８日晶です。
[町内会へのよくある相談内容]
舗装に穴ぼこがある／側溝に水がたま
り流れが悪い／側溝の蓋が割れている
／交差点の見通しが悪い／通学路の安
全を確保してほしい
※緊急性がある場合は、市に連絡して
ください。

■問土木課（緯〈７１〉２２３９）、維持管理課（緯

〈７１〉２２３７）
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〉

整整備整備後後

整整備整備前前

整整備整備前前

整整備整備後後
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備
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例
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■時１１月１６日昭～１２月１日晶午前８時３０
分～午後５時１５分（松掌抄を除く）

■内三河安城駅周辺地区計画変更案／安
城明祥地区工業団地地区計画変更案
／安城北部地区工業団地地区計画変
更案／榎前工業団地東地区計画変更
案の縦覧

■他地区計画区域内に土地を所有してい
る人は、縦覧期間満了日まで市へ意
見書を提出できます

■場■問都市計画課（緯〈７１〉２２４３）

９月分／受付順／敬称略
市社会福祉協議会善意銀行
岡谷鋼機株式会社安城支店、安城西部
小学校栽培委員会、安城市民生児童委
員協議会OB会、安城南高等学校、中
村富士子、ほほえみダンス、ふれあい
ダンス、匿名
市役所関係
新三商事株式会社、株式会社デンソー
安城製作所、株式会社イトーヨーカ堂
安城店労働組合、中嶋浩、村田健伍、
尾崎佐知子、田口信行、大河内香、山
本和志、三原利治、匿名

福祉への善意・寄付

中小企業設備投資補助金交付

１２月４日～１０日は人権週間です。
１９４８年に国連で「世界人権宣言」が採
択された１２月１０日を最終日とする１週
間が人権週間と定められています。
■時特設人権相談所獅１２月５日昇午前１０
時～正午、午後１～３時 通常の人
権相談（１２月を除く）獅毎月第２・４
昇午後１時～４時（本紙１５ページ及
び毎月１５日号の相談窓口ページ掲載）

■場市役所相談室
■内２名の人権擁護委員がいじめや差別、
暴力、虐待等、日常生活の人権問題
に関する相談を受けます（予約不要）

■問市民課相談室（緯〈７１〉２２２２）

特設人権相談所の開設

糸糸

糸糸

画広報あんじょう 2017.11.15

■申申込方法等 ■問問合せ先 ※なお、指定及び制限を設けない項目は記載していません。

西三河都市計画の変更案縦覧

■時１２月１日晶～１４日昭午前８時３０分～
午後５時１５分

■内西三河都市計画事業安城南明治第二
土地区画整理事業の変更事業計画案
の縦覧

■他利害関係者で意見のある人は、１２月
２８日昭までに県知事へ意見書を提出
できます（都市計画として定められ
た事項を除く）

■場■問南明治整備課（緯〈７１〉３７５１）
※松掌は市役所宿直室前にて縦覧を
行います。

安城南明治第二土地区画整
理事業変更計画案の縦覧
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報
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■問マーメイドパレス（緯〈９２〉７３５１）

■￥各コース５７５０円（親子水泳のみ３０５０円）
■申１１月２１日昇～１２月１０日掌午前１０時～午後７時３０分に直接マーメイドパレス
へ 受付方法諮親子水泳・幼児スイミング・児童スイミング施定員を超え
た場合は１２月１２日昇に公開代理抽選（未受講者、市内在住・在勤者優先）、
受講料は１２月１３日昌～１２月２４日掌に持参 その他の講座施先着順。受講料
を添えて申し込んでください ※定員に満たない講座は追加募集あり。

定員対象日にち曜日講座名

２０組幼児と保
護者

１月１４日・２１日・２８日、２月４日・１１日午後１時
～１時５０分（全５回）掌親子水泳

２０人４歳以上
１月１０日・１７日・２４日・３１日、２月７日・１４日・
２１日・２８日、３月７日・１４日午後４時～４時５０
分（全１０回）

昌
幼児スイ
ミング

３０人小学１～
３年生

１月１２日・１９日・２６日、２月２日・９日・１６日・
２３日、３月２日・９日・１６日午後４時～４時５０
分（全１０回）

晶

児童スイ
ミング

３０人小学１～
３年生

１月１４日・２１日・２８日、２月４日・１１日・１８日・
２５日、３月４日・１１日・１８日午後２時～２時５０
分（全１０回）

掌

３０人１８歳以上
の女性

1月９日・１６日・２３日・３０日、２月６日・１３日・
２０日・２７日、３月６日・１３日午後１時～１時５０
分（全１０回）

昇

ゆったり
スイム

３０人１８歳以上
の女性

１月１１日・１８日・２５日、２月１日・８日・１５日・
２２日、３月１日・８日・１５日午後３時～３時５０
分（全１０回）

昭

３０人１８歳以上
の女性

１月９日・１６日・２３日・３０日、２月６日・１３日・
２０日・２７日、３月６日・１３日午前１１時～１１時５０
分（全１０回）

昇
シェイプ
アップ
アクア

３０人１８歳以上
の女性

１月１０日・１７日・２４日・３１日、２月７日・１４日・
２１日・２８日、３月７日・１４日午後７時～７時５０
分（全１０回）

昌
あげあげ
アクア

３０人１８歳以上
の女性

１月１２日・１９日・２６日、２月２日・９日・１６日・
２３日、３月２日・９日・１６日午後１時～１時５０
分（全１０回）

晶
らくらく
アクア

※受講料には傷害保険料を含みます。

本市についての最新の統計を網羅し
ており、市勢をいろいろな面から把握
できます。１２月１日晶より経営管理課
にて販売開始します。（規格獅A４版
価格獅２００円）
※例年、同時期に販売していた市民手
帳は２０１７年版をもって廃止しました。

■問統計獅経営管理課（緯〈７１〉２２０５）、市
民手帳獅秘書課広報広聴係（緯〈７１〉
２２０２）

２０１７年版安城の統計を販売

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
ります。犯罪被害に遭った人が明日へ
の一歩を踏み出すために、私達が支援
できることについて考えましょう。
警察では犯罪被害に遭った人の相談
専用電話「ハートフルライン」を設置、
臨床心理士が相談に応じています。
ハートフルライン獅緯０５２〈９５４〉８８９７
※捷～晶午前９時～午後５時。抄及び
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）

１１月２５日～１２月１日は
犯罪被害者週間

■時１２月３日掌午前１０時～午後４時
■場アピタ安城南店（桜井町）
■他４００朱献血会場です。血液の在庫状
況等により中止する場合有
■問市保健センター（緯〈７６〉１１３３）

献血にご協力ください！

臥 広報あんじょう 2017.11.15

■時期間・日時 ■場場所 ■内内容 ■講講師 ■対対象・資格 ■定定員 ■￥費用 ■持持ち物 ■他その他

市民の健康づくりに携わる臨時保健
師を募集します。
■内職務内容獅健康づくりの啓発事業、
健診・相談業務等 勤務日時獅捷～
晶午前９時～午後５時 勤務場所獅

市保健センター 賃金獅時給１４４０円、
通勤割増１日２００円 福利厚生獅健
康保険、厚生年金、雇用保険対象
採用日獅１２月１８日捷 募集人数獅１
人 選考獅面接（１２月８日晶）

■申１１月１５日昌～２９日昌午前８時３０分～
午後５時１５分（松掌抄を除く）に、履
歴書（顔写真付き）と保健師免許証の
原本を持って市保健センター緯〈７６〉
１１３３）へ

臨時保健師

安城市ＨＰ「総合メニュー」ページに
掲載する、バナー広告を取り扱う広告
代理店を募集します。
■内広告掲載期間施平成３０年４月～平成
３１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）
■対県内に本・支店があり、市税・使用
料の滞納がない等
■定１者（応募者多数の場合は、提示額
の最も高い者を選定）
■申１１月１５日昌～１２月８日晶午前８時３０
分～午後５時１５分（松掌抄を除く）に、
申込書・会社案内を持参か郵送（必
着）で秘書課広報広聴係（〒４４６－８５
０１住所不要／緯〈７１〉２２０２）へ
※申込書・募集要項等は、同係・市
HPで配布。

市HPバナー広告
取扱広告代理店



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２９年中に家屋を取り壊し
た人・取り壊しが決まっている人は
来年度の固定資産税等の対象から除
く必要があるため資産税課に連絡し
てください。現地確認に伺います
土地獅来年度の固定資産税等課税の
ため、資産税課の職員が１２月まで随
時土地の調査を行います

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

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。
■内対象事業者獅市内で事業活動を行い
市税を滞納していない中小企業者
（個人事業主を含む。医療法人、事
業組合等は含まない） 対象経費獅

本市に固定資産税（償却資産）の申告
をした下記資産のうち新規取得資産
（中古含む）の取得価格
[構築物・建物附属設備、機械及び
装置、車両及び運搬具（自動車税・
軽自動車税の対象資産は含まない）、
工具・器具及び備品]
※１年内の対象経費の合計が１００万
円に満たない場合や、本市の他の補
助金の交付対象であるものを除く。
対象設備投資期間獅平成２９年１月２
日～平成３０年１月１日 補助金額獅

対象経費の１００分の５（上限１００万円）
■申固定資産税（償却資産）の申告後～平
成３０年３月３０日晶の午前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（市HP参照）を添付
して直接商工課（緯〈７１〉２２３５）へ
※申請書は市HPで配布。

来年度の土木事業の要望を
受け付けます
地域の道路・水路について困ったこ
とや気づいたことがあれば、町内会へ
ご相談ください。公共性があるものは
市で対応を検討します。個人のためだ
けに必要なものはお受けできません。
各町内会から市への提出期限は１２月
８日晶です。
[町内会へのよくある相談内容]
舗装に穴ぼこがある／側溝に水がたま
り流れが悪い／側溝の蓋が割れている
／交差点の見通しが悪い／通学路の安
全を確保してほしい
※緊急性がある場合は、市に連絡して
ください。

■問土木課（緯〈７１〉２２３９）、維持管理課（緯

〈７１〉２２３７）
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整整備整備後後
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■時１１月１６日昭～１２月１日晶午前８時３０
分～午後５時１５分（松掌抄を除く）

■内三河安城駅周辺地区計画変更案／安
城明祥地区工業団地地区計画変更案
／安城北部地区工業団地地区計画変
更案／榎前工業団地東地区計画変更
案の縦覧

■他地区計画区域内に土地を所有してい
る人は、縦覧期間満了日まで市へ意
見書を提出できます

■場■問都市計画課（緯〈７１〉２２４３）

９月分／受付順／敬称略
市社会福祉協議会善意銀行
岡谷鋼機株式会社安城支店、安城西部
小学校栽培委員会、安城市民生児童委
員協議会OB会、安城南高等学校、中
村富士子、ほほえみダンス、ふれあい
ダンス、匿名
市役所関係
新三商事株式会社、株式会社デンソー
安城製作所、株式会社イトーヨーカ堂
安城店労働組合、中嶋浩、村田健伍、
尾崎佐知子、田口信行、大河内香、山
本和志、三原利治、匿名

福祉への善意・寄付

中小企業設備投資補助金交付

１２月４日～１０日は人権週間です。
１９４８年に国連で「世界人権宣言」が採
択された１２月１０日を最終日とする１週
間が人権週間と定められています。
■時特設人権相談所獅１２月５日昇午前１０
時～正午、午後１～３時 通常の人
権相談（１２月を除く）獅毎月第２・４
昇午後１時～４時（本紙１５ページ及
び毎月１５日号の相談窓口ページ掲載）

■場市役所相談室
■内２名の人権擁護委員がいじめや差別、
暴力、虐待等、日常生活の人権問題
に関する相談を受けます（予約不要）

■問市民課相談室（緯〈７１〉２２２２）

特設人権相談所の開設

糸糸

糸糸
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■申申込方法等 ■問問合せ先 ※なお、指定及び制限を設けない項目は記載していません。

西三河都市計画の変更案縦覧

■時１２月１日晶～１４日昭午前８時３０分～
午後５時１５分

■内西三河都市計画事業安城南明治第二
土地区画整理事業の変更事業計画案
の縦覧

■他利害関係者で意見のある人は、１２月
２８日昭までに県知事へ意見書を提出
できます（都市計画として定められ
た事項を除く）

■場■問南明治整備課（緯〈７１〉３７５１）
※松掌は市役所宿直室前にて縦覧を
行います。

安城南明治第二土地区画整
理事業変更計画案の縦覧

情
報
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ス
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■問マーメイドパレス（緯〈９２〉７３５１）

■￥各コース５７５０円（親子水泳のみ３０５０円）
■申１１月２１日昇～１２月１０日掌午前１０時～午後７時３０分に直接マーメイドパレス
へ 受付方法諮親子水泳・幼児スイミング・児童スイミング施定員を超え
た場合は１２月１２日昇に公開代理抽選（未受講者、市内在住・在勤者優先）、
受講料は１２月１３日昌～１２月２４日掌に持参 その他の講座施先着順。受講料
を添えて申し込んでください ※定員に満たない講座は追加募集あり。

定員対象日にち曜日講座名

２０組幼児と保
護者

１月１４日・２１日・２８日、２月４日・１１日午後１時
～１時５０分（全５回）掌親子水泳

２０人４歳以上
１月１０日・１７日・２４日・３１日、２月７日・１４日・
２１日・２８日、３月７日・１４日午後４時～４時５０
分（全１０回）

昌
幼児スイ
ミング

３０人小学１～
３年生

１月１２日・１９日・２６日、２月２日・９日・１６日・
２３日、３月２日・９日・１６日午後４時～４時５０
分（全１０回）

晶

児童スイ
ミング

３０人小学１～
３年生

１月１４日・２１日・２８日、２月４日・１１日・１８日・
２５日、３月４日・１１日・１８日午後２時～２時５０
分（全１０回）

掌

３０人１８歳以上
の女性

1月９日・１６日・２３日・３０日、２月６日・１３日・
２０日・２７日、３月６日・１３日午後１時～１時５０
分（全１０回）

昇

ゆったり
スイム

３０人１８歳以上
の女性

１月１１日・１８日・２５日、２月１日・８日・１５日・
２２日、３月１日・８日・１５日午後３時～３時５０
分（全１０回）

昭

３０人１８歳以上
の女性

１月９日・１６日・２３日・３０日、２月６日・１３日・
２０日・２７日、３月６日・１３日午前１１時～１１時５０
分（全１０回）

昇
シェイプ
アップ
アクア

３０人１８歳以上
の女性

１月１０日・１７日・２４日・３１日、２月７日・１４日・
２１日・２８日、３月７日・１４日午後７時～７時５０
分（全１０回）

昌
あげあげ
アクア

３０人１８歳以上
の女性

１月１２日・１９日・２６日、２月２日・９日・１６日・
２３日、３月２日・９日・１６日午後１時～１時５０
分（全１０回）

晶
らくらく
アクア

※受講料には傷害保険料を含みます。

本市についての最新の統計を網羅し
ており、市勢をいろいろな面から把握
できます。１２月１日晶より経営管理課
にて販売開始します。（規格獅A４版
価格獅２００円）
※例年、同時期に販売していた市民手
帳は２０１７年版をもって廃止しました。

■問統計獅経営管理課（緯〈７１〉２２０５）、市
民手帳獅秘書課広報広聴係（緯〈７１〉
２２０２）

２０１７年版安城の統計を販売

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
ります。犯罪被害に遭った人が明日へ
の一歩を踏み出すために、私達が支援
できることについて考えましょう。
警察では犯罪被害に遭った人の相談
専用電話「ハートフルライン」を設置、
臨床心理士が相談に応じています。
ハートフルライン獅緯０５２〈９５４〉８８９７
※捷～晶午前９時～午後５時。抄及び
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）

１１月２５日～１２月１日は
犯罪被害者週間

■時１２月３日掌午前１０時～午後４時
■場アピタ安城南店（桜井町）
■他４００朱献血会場です。血液の在庫状
況等により中止する場合有
■問市保健センター（緯〈７６〉１１３３）

献血にご協力ください！

臥 広報あんじょう 2017.11.15

■時期間・日時 ■場場所 ■内内容 ■講講師 ■対対象・資格 ■定定員 ■￥費用 ■持持ち物 ■他その他

市民の健康づくりに携わる臨時保健
師を募集します。
■内職務内容獅健康づくりの啓発事業、
健診・相談業務等 勤務日時獅捷～
晶午前９時～午後５時 勤務場所獅

市保健センター 賃金獅時給１４４０円、
通勤割増１日２００円 福利厚生獅健
康保険、厚生年金、雇用保険対象
採用日獅１２月１８日捷 募集人数獅１
人 選考獅面接（１２月８日晶）

■申１１月１５日昌～２９日昌午前８時３０分～
午後５時１５分（松掌抄を除く）に、履
歴書（顔写真付き）と保健師免許証の
原本を持って市保健センター緯〈７６〉
１１３３）へ

臨時保健師

安城市ＨＰ「総合メニュー」ページに
掲載する、バナー広告を取り扱う広告
代理店を募集します。
■内広告掲載期間施平成３０年４月～平成
３１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）
■対県内に本・支店があり、市税・使用
料の滞納がない等

■定１者（応募者多数の場合は、提示額
の最も高い者を選定）
■申１１月１５日昌～１２月８日晶午前８時３０
分～午後５時１５分（松掌抄を除く）に、
申込書・会社案内を持参か郵送（必
着）で秘書課広報広聴係（〒４４６－８５
０１住所不要／緯〈７１〉２２０２）へ
※申込書・募集要項等は、同係・市
HPで配布。

市HPバナー広告
取扱広告代理店
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