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写真講座「ふわふわテーブルフォト」
■時１月１０日昌・３１日昌午前１０時～正
午（全２回）

■講岡本由樹子氏
■定１５人（先着順）
■￥２３００円（２回目はコーヒー付き）
■持カメラ
■申申込締切日獅１月３日昌
世界のチーズを楽しもう！
ヨーロッパを中心に各国のチーズ
を味わいながら、チーズの魅力に迫
ります。チーズの特色、歴史、風土
とのつながり、ワインの選び方や楽
しみ方を紹介します。
■時１月１１日昭、２月８日昭、３月８
日昭午前１０時３０分～正午（全３回）

■講加藤純子氏（CPA認定チーズプロ
フェッショナル、JSA認定ワイン
エキスパート）
■定２０人（先着順）
■￥６０００円（材料費別途、１回１０００円
～１５００円）

■申申込締切日獅１２月２２日晶
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１１日昭・２５日昭、２月８日昭・
２２日昭、３月８日昭・２２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１月３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６日昌～各申込締切日までの午前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）へ

押し花講座
■時１月１１日昭・２５日昭、２月１日昭・
１５日昭、３月１日昭・１５日昭午前
１０時～正午（全６回）
■内押し花の作り方を学び、押し花を
使った額物作りに挑戦します
■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２２日晶
フラワーアレンジメント講座
■時１月１１日昭・２５日昭、２月１日昭・
１５日昭、３月１日昭・１５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
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２２日晶
寄せ植え講座「苔玉作り」
■時１月１２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
■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１２月２２日晶
フォトマスターEXによる写真講座
■時１月１２日晶・２６日晶午前１０時～正
午（全２回）

■内フレーミングとトリミング
■講鶴田郁夫氏（フォトマスターEX）
■定２０人（先着順）
■￥２３００円
■申申込締切日獅１月５日晶

■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。
■定各２０人（先着順）
■申１２月５日昇午前９時から、電話で各
申込先へ
■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１６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■申刈谷消防署救急係（緯〈２３〉１２９９）
普通救命講習Ⅰ
■時１２月１７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■申高浜消防署救急係（緯〈５２〉１１９０）
普及員講習再教育
■時１２月２４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■申安城消防署救急係（緯〈７５〉２４９４）

救命講習会

はんば川クリーン活動
各自最寄りの場所からゴミ拾いを開
始し、１０時にイベント会場へ集合。お
茶の提供と、抽選会も行います。
■時①１２月３日掌 ②１２月１７日掌 いず
れも午前９時～１０時３０分
■場①諮対象区域獅隅田橋～惣山橋 イ

そう やま

ベント会場獅叙ニッセイ和泉橋駐車
場 ②諮対象区域獅惣山橋～内浜橋
イベント会場獅子安観音駐車場
■持ゴミ拾い用の道具、ゴミ袋、手袋等
■問エコネットあんじょう（緯〈５５〉１３１５）、
環境都市推進課（緯〈７１〉２２０６）

せん定技術を学び、シルバー人材セ
ンター会員として社会参加しませんか。
■時１月２６日晶午前９時～午後４時（雨
天時は３０日昇午後１時～４時に実技）

■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）
■持せん定ハサミ、作業のできる服装
■他新会員を募集中です。毎月第２昌の
入会説明会に出席してください
■申１２月５日昇～２５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）へ
■問高齢福祉課（緯〈７１〉２２２３）

せん定講習会
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１０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
合せ（緯０９０〈９８９２〉２９３３）

今月の再生家具等入札販売
■場■問デンパーク（緯〈９２〉７１１１）
■￥入園料
Hula＆Tahiti201７inDENPARK
■時１２月２日松午前１１時～午後５時３０分
■内素敵なフラのステージを開催します
写真展「わたしたちのデンパーク２０１７」
■時１２月６日昌～１８日捷
■内四季を通じ、デンパークで撮影した
写真約１２０点を展示します

デンパークの催し

情
報
ボ
ッ
ク
ス
は
左
側
か
ら
お
読
み
く
だ
さ
い

■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

雅 広報あんじょう 2017.12.1

■問堀内公園（緯〈９９〉５９４７）
利用者還元抽選会
■時１２月２３日抄～２５日捷午前９時から
■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日掌獅観覧
車 ２５日捷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日捷午後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（当日先着順）
作ってみよう！「オリジナル三角ぼう
し」
画用紙で簡単なぼうしを作ります。
■時１２月２３日抄～２５日捷午前９時～午後
４時
※雨天中止。
■対小学生以下
■定各５０人（当日先着順）
ノルディックウォーキング＆棒びくす
体験会
■時１月１３日松・２２日捷諮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棒びくす獅午前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施各４０人 ②施各２０人
※いずれも先着順。両方参加可。
■￥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
※料金は当日支払。返金不可。
■持飲み物、運動しやすく体温調節ので
きる服装、ウォーキングに適した靴

■申１２月６日昌から各開催日前日までの
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へ

堀内公園の催し

ドキドキ！わくわく！親子でエコク
ッキングと試食を楽しもう。
■時１２月２６日昇午前１０時３０分～午後１時
３０分（受付開始は午前１０時）
■場市民交流センター
■内メニュー
暫チキンと冬野菜・マカロニのクリ
ーム煮込み（旬の野菜を使い、一つ
の鍋でマカロニも一緒に煮込むこと
で省エネに）
暫温野菜のサラダ（ドレッシングに
ピクルスを利用します）
暫お楽しみケーキ（冷蔵庫に残った
材料を焼き菓子にします）
■講酒向純子氏（東邦ガス料理教室講師）

さ こう

■対小学生以上の子と保護者
■定２０人（先着順）
■￥１人５００円
■持エプロン、三角巾、新聞折込のチラ
シ1枚、タオル、ふきん（机拭き）
■申１２月５日昇～２３日抄午前９時～午後
９時に、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）へ
※ファクスには「エコクッキング」の
申込みと明記してください。

■問環境学習センターエコきち（緯〈７６〉
７１４８）、環境都市推進課（緯〈７１〉２２０６）

エコクッキング

図書情報館のひ
みつがわかる体験
型イベントです。
図書情報館に来る
のがもっと楽しく
なるかも！
■時■内下表のとおり

※いずれも午後２時～３時３０分。
■対小学３年生～６年生
■定各１０人（先着順）
■申１２月１０日掌～２４日掌午前９時～午後
８時（松掌抄は午後６時まで）に、氏
名・学年・電話番号を電話でアン
フォーレ課（緯〈７６〉６１１１）又は直接図
書情報館２階受付へ

「図書館ウラ側たんけん隊」
普段見ることができない図書
情報館の裏側を案内。司書の
仕事も体験できます

１月
１４日掌

「！？ためし隊」
ふろしきづつみ等の本の紹介
を聞き、実際に体験してみよ
う

１月
２８日掌

楽しい発見があるかも！？
図書情報館をもっと楽しもう

①～⑤共通事項
■場環境学習センターエコきち
■申１２月５日昇から各開催日の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）へ
※５日は１家族１講座のみ申込可。
①大福もち作り
■時１２月１６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）
■￥１人２００円
■持エプロン、ふきん、三角巾、マスク、
持ち帰り容器

②花餅作り
■時１２月１７日掌午前１０時～１１時３０分
■内無農薬のもち米を使った新年の飾り
を作ります

■講古居敬子氏（環境アドバイザー）
■対４歳以上の子と保護者
■定１０人（先着順）
■￥１００円（１セット）
■持エプロン、三角巾、タオル
③門松作り
■時１２月２２日晶午前９時３０分～正午
■内１対（２個）の門松を作ります
■講平野周一氏（一級造園技能士、造園
職業訓練指導員）
■対１８歳以上
■定１０人（先着順）
■￥１５００円
■持軍手、はさみ、ペ
ンチ、エプロン

④まつぼっくりケーキを作ろう
■時１２月２３日抄午前１０時～１１時３０分
■内まつぼっくりみたいなミニケーキを
作ります

■講杉浦ひろ子氏（環境アドバイザー）
■対４歳以上の子と保護者
■定１０人（先着順）
■￥２００円
⑤クリスマス工作イベント
■時１２月２３日抄・２４日掌午前１０時～１１時
３０分
■内木のペンダントやツリーの飾り等を
作ります

■対４歳以上（小学１年生以下は保護者
同伴）
■定各２０人（先着順）
■￥２００円

エコきちへ行こう
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午（全２回）

■講岡本由樹子氏
■定１５人（先着順）
■￥２３００円（２回目はコーヒー付き）
■持カメラ
■申申込締切日獅１月３日昌
世界のチーズを楽しもう！
ヨーロッパを中心に各国のチーズ
を味わいながら、チーズの魅力に迫
ります。チーズの特色、歴史、風土
とのつながり、ワインの選び方や楽
しみ方を紹介します。
■時１月１１日昭、２月８日昭、３月８
日昭午前１０時３０分～正午（全３回）

■講加藤純子氏（CPA認定チーズプロ
フェッショナル、JSA認定ワイン
エキスパート）
■定２０人（先着順）
■￥６０００円（材料費別途、１回１０００円
～１５００円）

■申申込締切日獅１２月２２日晶
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１１日昭・２５日昭、２月８日昭・
２２日昭、３月８日昭・２２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１月３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６日昌～各申込締切日までの午前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）へ

押し花講座
■時１月１１日昭・２５日昭、２月１日昭・
１５日昭、３月１日昭・１５日昭午前
１０時～正午（全６回）
■内押し花の作り方を学び、押し花を
使った額物作りに挑戦します
■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２２日晶
フラワーアレンジメント講座
■時１月１１日昭・２５日昭、２月１日昭・
１５日昭、３月１日昭・１５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
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２２日晶
寄せ植え講座「苔玉作り」
■時１月１２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
■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１２月２２日晶
フォトマスターEXによる写真講座
■時１月１２日晶・２６日晶午前１０時～正
午（全２回）

■内フレーミングとトリミング
■講鶴田郁夫氏（フォトマスターEX）
■定２０人（先着順）
■￥２３００円
■申申込締切日獅１月５日晶

■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。
■定各２０人（先着順）
■申１２月５日昇午前９時から、電話で各
申込先へ
■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１６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■申刈谷消防署救急係（緯〈２３〉１２９９）
普通救命講習Ⅰ
■時１２月１７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■申高浜消防署救急係（緯〈５２〉１１９０）
普及員講習再教育
■時１２月２４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■申安城消防署救急係（緯〈７５〉２４９４）

救命講習会

はんば川クリーン活動
各自最寄りの場所からゴミ拾いを開
始し、１０時にイベント会場へ集合。お
茶の提供と、抽選会も行います。
■時①１２月３日掌 ②１２月１７日掌 いず
れも午前９時～１０時３０分
■場①諮対象区域獅隅田橋～惣山橋 イ

そう やま

ベント会場獅叙ニッセイ和泉橋駐車
場 ②諮対象区域獅惣山橋～内浜橋
イベント会場獅子安観音駐車場
■持ゴミ拾い用の道具、ゴミ袋、手袋等
■問エコネットあんじょう（緯〈５５〉１３１５）、
環境都市推進課（緯〈７１〉２２０６）

せん定技術を学び、シルバー人材セ
ンター会員として社会参加しませんか。
■時１月２６日晶午前９時～午後４時（雨
天時は３０日昇午後１時～４時に実技）

■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）
■持せん定ハサミ、作業のできる服装
■他新会員を募集中です。毎月第２昌の
入会説明会に出席してください
■申１２月５日昇～２５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）へ
■問高齢福祉課（緯〈７１〉２２２３）

せん定講習会
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１０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
合せ（緯０９０〈９８９２〉２９３３）

今月の再生家具等入札販売
■場■問デンパーク（緯〈９２〉７１１１）
■￥入園料
Hula＆Tahiti201７inDENPARK
■時１２月２日松午前１１時～午後５時３０分
■内素敵なフラのステージを開催します
写真展「わたしたちのデンパーク２０１７」
■時１２月６日昌～１８日捷
■内四季を通じ、デンパークで撮影した
写真約１２０点を展示します

デンパークの催し
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■問堀内公園（緯〈９９〉５９４７）
利用者還元抽選会
■時１２月２３日抄～２５日捷午前９時から
■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日掌獅観覧
車 ２５日捷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日捷午後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（当日先着順）
作ってみよう！「オリジナル三角ぼう
し」
画用紙で簡単なぼうしを作ります。
■時１２月２３日抄～２５日捷午前９時～午後
４時
※雨天中止。
■対小学生以下
■定各５０人（当日先着順）
ノルディックウォーキング＆棒びくす
体験会
■時１月１３日松・２２日捷諮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棒びくす獅午前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施各４０人 ②施各２０人
※いずれも先着順。両方参加可。
■￥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
※料金は当日支払。返金不可。
■持飲み物、運動しやすく体温調節ので
きる服装、ウォーキングに適した靴

■申１２月６日昌から各開催日前日までの
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へ

堀内公園の催し

ドキドキ！わくわく！親子でエコク
ッキングと試食を楽しもう。
■時１２月２６日昇午前１０時３０分～午後１時
３０分（受付開始は午前１０時）
■場市民交流センター
■内メニュー
暫チキンと冬野菜・マカロニのクリ
ーム煮込み（旬の野菜を使い、一つ
の鍋でマカロニも一緒に煮込むこと
で省エネに）
暫温野菜のサラダ（ドレッシングに
ピクルスを利用します）
暫お楽しみケーキ（冷蔵庫に残った
材料を焼き菓子にします）
■講酒向純子氏（東邦ガス料理教室講師）

さ こう

■対小学生以上の子と保護者
■定２０人（先着順）
■￥１人５００円
■持エプロン、三角巾、新聞折込のチラ
シ1枚、タオル、ふきん（机拭き）
■申１２月５日昇～２３日抄午前９時～午後
９時に、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）へ
※ファクスには「エコクッキング」の
申込みと明記してください。

■問環境学習センターエコきち（緯〈７６〉
７１４８）、環境都市推進課（緯〈７１〉２２０６）

エコクッキング

図書情報館のひ
みつがわかる体験
型イベントです。
図書情報館に来る
のがもっと楽しく
なるかも！
■時■内下表のとおり

※いずれも午後２時～３時３０分。
■対小学３年生～６年生
■定各１０人（先着順）
■申１２月１０日掌～２４日掌午前９時～午後
８時（松掌抄は午後６時まで）に、氏
名・学年・電話番号を電話でアン
フォーレ課（緯〈７６〉６１１１）又は直接図
書情報館２階受付へ

「図書館ウラ側たんけん隊」
普段見ることができない図書
情報館の裏側を案内。司書の
仕事も体験できます

１月
１４日掌

「！？ためし隊」
ふろしきづつみ等の本の紹介
を聞き、実際に体験してみよ
う

１月
２８日掌

楽しい発見があるかも！？
図書情報館をもっと楽しもう

①～⑤共通事項
■場環境学習センターエコきち
■申１２月５日昇から各開催日の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）へ
※５日は１家族１講座のみ申込可。
①大福もち作り
■時１２月１６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）
■￥１人２００円
■持エプロン、ふきん、三角巾、マスク、
持ち帰り容器

②花餅作り
■時１２月１７日掌午前１０時～１１時３０分
■内無農薬のもち米を使った新年の飾り
を作ります

■講古居敬子氏（環境アドバイザー）
■対４歳以上の子と保護者
■定１０人（先着順）
■￥１００円（１セット）
■持エプロン、三角巾、タオル
③門松作り
■時１２月２２日晶午前９時３０分～正午
■内１対（２個）の門松を作ります
■講平野周一氏（一級造園技能士、造園
職業訓練指導員）
■対１８歳以上
■定１０人（先着順）
■￥１５００円
■持軍手、はさみ、ペ
ンチ、エプロン

④まつぼっくりケーキを作ろう
■時１２月２３日抄午前１０時～１１時３０分
■内まつぼっくりみたいなミニケーキを
作ります

■講杉浦ひろ子氏（環境アドバイザー）
■対４歳以上の子と保護者
■定１０人（先着順）
■￥２００円
⑤クリスマス工作イベント
■時１２月２３日抄・２４日掌午前１０時～１１時
３０分
■内木のペンダントやツリーの飾り等を
作ります

■対４歳以上（小学１年生以下は保護者
同伴）
■定各２０人（先着順）
■￥２００円

エコきちへ行こう
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①～④共通事項
■問スポーツセンター（緯〈７５〉３５４５）
■申１２月７日昭～各申込期限の午前９時
～午後８時（休館日を除く）に、直接
か電話で同センターへ
①アクアビクス教室＆水中ウォーキン
グ教室
プールでの運動を始めたい人におす
すめです。
■時１月１１日昭～３月１５日昭の毎週昭午
後１時～２時（２月１日・８日を除
く。全８回）
■対１８歳以上
■定３０人（先着順。市内在住者優先）
■￥３５００円（施設使用料含む）
■持水着、水泳帽子
■申申込期限獅１２月２４日掌
②大人水泳教室
■時１月１２日晶～３月１６日晶の毎週晶午
後１時～２時（２月２日・９日を除
く。全８回）
■対１８歳以上で２５杓泳げない人
■定２０人（先着順）
■￥４０００円（施設使用料含む）
■持水着、水泳帽子、ゴーグル
■申申込期限獅１２月２４日掌
③ニュースポーツ体験（ノルディック
ウォーキング）
■時１月１４日掌午前１０時３０分～正午（小
雨決行）
■場総合運動公園
■内ポールを使ってより効果的な歩行運
動を体験

■講梛野久美子氏（日本ノルディックフ
なぎ の

ィットネス協会）
■対１８歳以上でノルディックウォーキン
グ未経験者

■定１０人（先着順）
■他ポールの無料貸出あり。申込時に申
し出てください

■申申込期限獅１月１３日松
④新年タイム測定会
■時１月２１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
■申申込期限獅１月２０日松

■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。

①～⑥共通事項
■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〉７３
５１）へ
①女性のためのお手軽エクササイズ
■時１月５日晶午前１０時３０分～１１時３０
分

■内座ったままできるエクササイズ
■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５日昇
②女性のためのマットエクササイズ
■時１月１２日晶午前１０時３０分～１１時３０分
■内マットの上で行うストレッチや全
身運動等のエクササイズ

■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）、ヨガマット又
は大きめのバスタオル

■申申込開始日獅１２月５日昇
③プールサイドYOGA
■時１月２３日昇午前１０時～１１時
■内室温３０寿程度の開放感あるプール
の波打ち際で行うヨガの体験講座

■講近藤恭子氏（日本総合ヨガ普及協
会ヨガインストラクター）
■対１８歳以上の女性
■定２０人（先着順）
■￥５００円
■持運動のできる服装（水着可）、ヨガ
マット又は厚手のバスタオル、水
分補給のできるもの
■申申込開始日獅１２月６日昌

④ベビーマッサージ
■時１月１７日昌午前１０時３０分～正午
■内赤ちゃんとママの肌と肌とのふれ
あいによって、色々な悩みを解消
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日昭
⑤目指せ美☆ボディ！骨盤エクササ
イズ
■時①中級編獅１月１８日昭 ②初級編
獅１月２６日晶 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

ゆが

ルや姿勢を改善する骨盤体操
■講岩瀬裕子氏
■対①獅初級編に参加したことのある
人 ②獅１８歳以上の女性

■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）、ヨガマット又
は厚手のバスタオル

■申申込開始日

▲

①獅１２月８日晶 ②
獅１２月１２日昇
⑥胃腸の不調改善のための健康お灸
■時１月２５日昭午前１０時３０分～正午
■内お灸の安全な使い方、胃腸を本来
の働きに戻すツボ等、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）
■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７日昭

スポーツセンターの催し・
講座ジャンケン大会

■時１２月１７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
■場■問マーメイドパレス（緯〈９２〉７３５１）

マーメイドパレスの催し
■場■問歴史博物館（緯〈７７〉６６５５）
ボランティアによる常設展示ガイド
■時１２月９日松・２３日抄午前１０時～正午、
午後１時～３時

安城歴博・中京大学連携講座 第３回
「１５４８年小豆坂の戦い前夜の三河情勢」
■時１２月９日松午後２時～３時３０分
■講村岡幹生氏（歴史文化学科教授）
■定８０人（当日先着順）

歴史博物館の催し
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１１月４日に開催した写生大会＆写真
撮影会の作品を展示します。
■時１２月１３日昌～２４日掌午前９時～午後
５時（１８日捷を除く。２４日は午後３
時まで）
■他１２月１７日掌に写生大会の優秀作品を
対象にした表彰式を行います

■場■問市民ギャラリー（緯〈７７〉６８５３）

懐かしの“車”写生＆写真作
品展

■時１月１４日掌～２月２５日掌の毎週掌午
前１０時～１１時３０分（２月１１日を除く。
全６回）

■場市民会館
■内学校や日常生活で必要な日本語の学
習

■対市内在住の日本語を母語としない小
学１～６年生の外国人児童（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
アも募集しています

■申１２月６日昌～２１日昭午前９時～午後
５時（松掌を除く）に、直接か電話で
市国際交流協会（緯〈７１〉２２６０）へ

冬の子ども日本語教室

相続が発生したときに何をする必要
があるか、分かりやすく説明します。
■時１月２３日昇・３０日昇午後１時３０分～
３時（全２回）
■場アンフォーレ
■講日比野裕之氏（司法書士）
■対２回とも出席できる市内在住・在勤
者
■定３０人（先着順）
■申１２月１１日捷午前９時から、直接か電
話で市民課相談室（緯〈７１〉２２２２）へ

～いざとなってもあわてな
い～相続講座

愛知県主催の、若手技能者を対象と
する技能競技大会を観覧しませんか。
■時■内１２月９日松午前９時～午後４時獅
開会式及び３職種（旋盤、電気工事、
電気溶接）の競技 １０日掌午後１時
３０分～４時３０分獅技能五輪メダリス
トによるデモンストレーション及び
表彰式 出場予定者獅県内に事業所
を有する中小企業に勤務する３９歳以
下（１２月９日時点）の技能者（旋盤２０
人、電気工事２０人、電気溶接３０人）
■場愛知県立愛知総合工科高等学校（名
古屋市千種区）

■問日刊工業新聞社名古屋支社業務部
（緯０５２〈９３１〉６１５５）

町工場技能者コンクール

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３０日昇、２月８日昭・１５日昭・
２２日昭、３月２日晶概ね午前９時～
午後３時４５分（全５回）

■場市保健センター
■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者
■定２０人（先着順）
■￥１６００円（実習材料費）
■持エプロン、三角巾、筆記用具、ふき
ん
■申１２月６日昌～１８日捷午前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同セ
ンター（緯〈７６〉１１３３／胃〈７７〉１１０３）へ
※申込書は同センター・市HPで配布。

ヘルスメイト養成講座
（２期）

松竹梅の入るお正月華を生けます。
■時１２月２２日晶午前１０時～正午
■場安祥閣
■講平岩順子氏
■対女性
■定１０人（先着順）
■￥２５００円（花代含む）
■持華道用ハサミ、花の持ち帰り用の器
※生けた花は持ち帰れます。
■申１２月７日昭～１７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）へ

お正月華 体験講座

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８日晶までに、申請書を郵送で
（一社）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）へ
※申請書は各消防署他で配布。同連
合会HPからも申込可。
■問（一社）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
午前
午後－－２月１日昭

午前－午後２日晶
午後午前－５日捷
午後－午前６日昇

給油＝給油取扱所 特定＝特定事業所

■時１２月９日松、１月２０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）
※書類は都市計画課・市HPで配布。
■他補助金の詳細は、本紙４月１日号又
は市HPで確認できます
■申各開催日３日前までの午前８時３０分
～午後５時１５分（松掌抄、年末年始
を除く）に、電話で都市計画課（緯

〈７１〉２２４３）へ

自転車安全利用講習会

■時１月１９日晶午前１０時～１１時３０分（受
付は午前９時３０分から）
■場市保健センター
■内テーマ獅日常生活を快適に！！『から
だと心の元気体操』
■講高橋千恵子氏（StudioDo代表）
■対市内在住・在勤・在学者
■定６０人（先着順、要予約）
■申１２月１２日昇からの午前８時３０分～午
後５時１５分に、直接か電話で同セン
ター（緯〈７６〉１１３３）へ
※未就学児の無料託児（定員有）を希
望する人と手話通訳を必要とする人
は１月５日晶までに申し込んでくだ
さい。

市民健康講座
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①～④共通事項
■問スポーツセンター（緯〈７５〉３５４５）
■申１２月７日昭～各申込期限の午前９時
～午後８時（休館日を除く）に、直接
か電話で同センターへ
①アクアビクス教室＆水中ウォーキン
グ教室
プールでの運動を始めたい人におす
すめです。
■時１月１１日昭～３月１５日昭の毎週昭午
後１時～２時（２月１日・８日を除
く。全８回）
■対１８歳以上
■定３０人（先着順。市内在住者優先）
■￥３５００円（施設使用料含む）
■持水着、水泳帽子
■申申込期限獅１２月２４日掌
②大人水泳教室
■時１月１２日晶～３月１６日晶の毎週晶午
後１時～２時（２月２日・９日を除
く。全８回）
■対１８歳以上で２５杓泳げない人
■定２０人（先着順）
■￥４０００円（施設使用料含む）
■持水着、水泳帽子、ゴーグル
■申申込期限獅１２月２４日掌
③ニュースポーツ体験（ノルディック
ウォーキング）
■時１月１４日掌午前１０時３０分～正午（小
雨決行）
■場総合運動公園
■内ポールを使ってより効果的な歩行運
動を体験

■講梛野久美子氏（日本ノルディックフ
なぎ の

ィットネス協会）
■対１８歳以上でノルディックウォーキン
グ未経験者

■定１０人（先着順）
■他ポールの無料貸出あり。申込時に申
し出てください

■申申込期限獅１月１３日松
④新年タイム測定会
■時１月２１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
■申申込期限獅１月２０日松

■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。

①～⑥共通事項
■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〉７３
５１）へ
①女性のためのお手軽エクササイズ
■時１月５日晶午前１０時３０分～１１時３０
分

■内座ったままできるエクササイズ
■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５日昇
②女性のためのマットエクササイズ
■時１月１２日晶午前１０時３０分～１１時３０分
■内マットの上で行うストレッチや全
身運動等のエクササイズ

■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）、ヨガマット又
は大きめのバスタオル

■申申込開始日獅１２月５日昇
③プールサイドYOGA
■時１月２３日昇午前１０時～１１時
■内室温３０寿程度の開放感あるプール
の波打ち際で行うヨガの体験講座

■講近藤恭子氏（日本総合ヨガ普及協
会ヨガインストラクター）
■対１８歳以上の女性
■定２０人（先着順）
■￥５００円
■持運動のできる服装（水着可）、ヨガ
マット又は厚手のバスタオル、水
分補給のできるもの
■申申込開始日獅１２月６日昌

④ベビーマッサージ
■時１月１７日昌午前１０時３０分～正午
■内赤ちゃんとママの肌と肌とのふれ
あいによって、色々な悩みを解消
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日昭
⑤目指せ美☆ボディ！骨盤エクササ
イズ
■時①中級編獅１月１８日昭 ②初級編
獅１月２６日晶 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

ゆが

ルや姿勢を改善する骨盤体操
■講岩瀬裕子氏
■対①獅初級編に参加したことのある
人 ②獅１８歳以上の女性

■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）、ヨガマット又
は厚手のバスタオル

■申申込開始日

▲

①獅１２月８日晶 ②
獅１２月１２日昇
⑥胃腸の不調改善のための健康お灸
■時１月２５日昭午前１０時３０分～正午
■内お灸の安全な使い方、胃腸を本来
の働きに戻すツボ等、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）
■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７日昭

スポーツセンターの催し・
講座ジャンケン大会

■時１２月１７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
■場■問マーメイドパレス（緯〈９２〉７３５１）

マーメイドパレスの催し
■場■問歴史博物館（緯〈７７〉６６５５）
ボランティアによる常設展示ガイド
■時１２月９日松・２３日抄午前１０時～正午、
午後１時～３時

安城歴博・中京大学連携講座 第３回
「１５４８年小豆坂の戦い前夜の三河情勢」
■時１２月９日松午後２時～３時３０分
■講村岡幹生氏（歴史文化学科教授）
■定８０人（当日先着順）

歴史博物館の催し

情
報
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ス
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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
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１１月４日に開催した写生大会＆写真
撮影会の作品を展示します。
■時１２月１３日昌～２４日掌午前９時～午後
５時（１８日捷を除く。２４日は午後３
時まで）
■他１２月１７日掌に写生大会の優秀作品を
対象にした表彰式を行います

■場■問市民ギャラリー（緯〈７７〉６８５３）

懐かしの“車”写生＆写真作
品展

■時１月１４日掌～２月２５日掌の毎週掌午
前１０時～１１時３０分（２月１１日を除く。
全６回）

■場市民会館
■内学校や日常生活で必要な日本語の学
習

■対市内在住の日本語を母語としない小
学１～６年生の外国人児童（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
アも募集しています

■申１２月６日昌～２１日昭午前９時～午後
５時（松掌を除く）に、直接か電話で
市国際交流協会（緯〈７１〉２２６０）へ

冬の子ども日本語教室

相続が発生したときに何をする必要
があるか、分かりやすく説明します。
■時１月２３日昇・３０日昇午後１時３０分～
３時（全２回）
■場アンフォーレ
■講日比野裕之氏（司法書士）
■対２回とも出席できる市内在住・在勤
者

■定３０人（先着順）
■申１２月１１日捷午前９時から、直接か電
話で市民課相談室（緯〈７１〉２２２２）へ

～いざとなってもあわてな
い～相続講座

愛知県主催の、若手技能者を対象と
する技能競技大会を観覧しませんか。
■時■内１２月９日松午前９時～午後４時獅
開会式及び３職種（旋盤、電気工事、
電気溶接）の競技 １０日掌午後１時
３０分～４時３０分獅技能五輪メダリス
トによるデモンストレーション及び
表彰式 出場予定者獅県内に事業所
を有する中小企業に勤務する３９歳以
下（１２月９日時点）の技能者（旋盤２０
人、電気工事２０人、電気溶接３０人）
■場愛知県立愛知総合工科高等学校（名
古屋市千種区）

■問日刊工業新聞社名古屋支社業務部
（緯０５２〈９３１〉６１５５）

町工場技能者コンクール

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３０日昇、２月８日昭・１５日昭・
２２日昭、３月２日晶概ね午前９時～
午後３時４５分（全５回）

■場市保健センター
■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者
■定２０人（先着順）
■￥１６００円（実習材料費）
■持エプロン、三角巾、筆記用具、ふき
ん
■申１２月６日昌～１８日捷午前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同セ
ンター（緯〈７６〉１１３３／胃〈７７〉１１０３）へ
※申込書は同センター・市HPで配布。

ヘルスメイト養成講座
（２期）

松竹梅の入るお正月華を生けます。
■時１２月２２日晶午前１０時～正午
■場安祥閣
■講平岩順子氏
■対女性
■定１０人（先着順）
■￥２５００円（花代含む）
■持華道用ハサミ、花の持ち帰り用の器
※生けた花は持ち帰れます。
■申１２月７日昭～１７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）へ

お正月華 体験講座

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８日晶までに、申請書を郵送で
（一社）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）へ
※申請書は各消防署他で配布。同連
合会HPからも申込可。
■問（一社）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
午前
午後－－２月１日昭

午前－午後２日晶
午後午前－５日捷
午後－午前６日昇

給油＝給油取扱所 特定＝特定事業所

■時１２月９日松、１月２０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）
※書類は都市計画課・市HPで配布。

■他補助金の詳細は、本紙４月１日号又
は市HPで確認できます

■申各開催日３日前までの午前８時３０分
～午後５時１５分（松掌抄、年末年始
を除く）に、電話で都市計画課（緯

〈７１〉２２４３）へ

自転車安全利用講習会

■時１月１９日晶午前１０時～１１時３０分（受
付は午前９時３０分から）
■場市保健センター
■内テーマ獅日常生活を快適に！！『から
だと心の元気体操』
■講高橋千恵子氏（StudioDo代表）
■対市内在住・在勤・在学者
■定６０人（先着順、要予約）
■申１２月１２日昇からの午前８時３０分～午
後５時１５分に、直接か電話で同セン
ター（緯〈７６〉１１３３）へ
※未就学児の無料託児（定員有）を希
望する人と手話通訳を必要とする人
は１月５日晶までに申し込んでくだ
さい。

市民健康講座
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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。

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。年末
年始の収集日程は、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２６日昇
■申収集希望者は１２月２１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）へ
自ごみ関連施設の年末年始の休業日

※１２月２９日晶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 ～１月３日環境クリーンセンター・リサイクルプラザ（※）
１２月２９日 ～１月３日せん定枝リサイクルプラント
１月１日 ～３日リサイクルステーション・エコらんど

年末年始のごみ出しのお知らせ

ワクチンの不足により１２月末までに
接種を終えられない可能性があるため、
接種助成期間を延長します。
■時接種助成期間獅１月３１日まで
■問市保健センター（緯〈７６〉１１３３）

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。既に中皮腫等で亡
くなった場合でも、過去に石綿業務に
従事していた場合には、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、愛知労働局労災補償課（緯０５２
〈８５５〉２１４７）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HPでも案内しています。
■問商工課（緯〈７１〉２２３５）

国土交通省では交通渋滞の緩和に向
け、国道４１号の小牧市村中～犬山市五
郎丸（延長７．０灼）において、現在の４
車線を６車線化する事業を進めていま
す。この工事は国道４１号の交通量が少
なくなる年末年始期間に、車線規制を
伴う集中工事により実施します。
工事期間中は国道４１号及び周辺道路
の混雑が予想されます。皆様にはご迷
惑をおかけしますが、ご理解とご協力
をよろしくお願いします。
■時１２月２８日昭午後１０時～１月５日晶午
前６時

■場国道４１号大口町内
■内規制内容獅昼夜間連続上下車線規制
規制区間獅国道４１号横内西交差点～
新宮２丁目交差点
※工事に関する情報は、国道４１号年
末年始集中工事HPをご覧下さい。
■問国道４１号集中工事サポートセンター
（緯０１２０〈２９７〉４１５）、市維持管理課（緯

〈７１〉２２３７）
※上記サポートセンターは２４時間受
付、受付期間は１月６日まで。

国土交通省より国道４１号年
末年始集中工事のお知らせ

高齢者・子どもインフルエ
ンザ予防接種の接種助成期
間の延長

①～③共通事項
意見の提出方法獅各閲覧期間中に、
住所・氏名（団体・法人の場合はそ
の名称と代表者の住所・氏名）を明
記し、持参か郵送（必着）・ファクス・
Ｅメールで各担当課へ。
※個別回答はしませんが、提出され
た意見に対する市の考えを公表し
ます。
※電話での受付は不可。
■対市内在住・在勤・在学者、市内に
事務所・事業所を有する個人・法
人・団体及び市内で活動する人
①第５期安城市障害福祉計画・第１
期安城市障害児福祉計画（案）
障害の有無にかかわらず、地域で
普通の暮らしができるように必要な
支援や配慮を行いながら、共に暮ら
せる社会の実現を目指すため、障害
者総合支援法に基づく「市町村障害
福祉計画」及び児童福祉法に基づく
「市町村障害児福祉計画」を一体的に
策定します。
■時閲覧期間獅１２月１１日捷～１月９日
昇午前８時３０分～午後５時１５分
（閉庁・休館日を除く）
■場障害福祉課、各地区公民館、アン
フォーレ、市民交流センター、ス
ポーツセンター、青少年の家、社
会福祉会館、各福祉センター
※市HPからも閲覧可。
■問障害福祉課（〒４４６－８５０１住所不要
／胃〈７４〉６７８９／shofuku@city.
anjo.lg.jp／緯〈７１〉２２５９）

②第２期安城市国民健康保険データ
ヘルス計画（案）
国民健康保険に関する保健事業を
計画的に推進するために策定します。
■時閲覧期間獅１２月４日捷～１月４日
昭午前８時３０分～午後５時１５分
（閉庁・休館日を除く）
■場国保年金課、各地区公民館、アン
フォーレ、市民交流センター、ス
ポーツセンター、青少年の家
※市HPからも閲覧可。

■問国保年金課（〒４４６－８５０１住所不要
／胃〈７６〉１１１２／kokuho@city.
anjo.lg.jp／緯〈７１〉２２３０）
③あんジョイプラン８（案）
高齢者を対象とした施策を示す

「高齢者福祉計画」と、介護保険事業
における保険給付を円滑に実施する
ための「介護保険事業計画」を合わせ
た計画です。高齢者が健康で生きが
いを持ち、また介護が必要になって
も住み慣れた地域で安心して暮らせ
るまちづくりを推進するために策定
します。
■時閲覧期間獅１２月１１日捷～１月９日
昇午前８時３０分～午後５時１５分
（閉庁・休館日を除く）
■場高齢福祉課、各地区公民館、アン
フォーレ、市民交流センター、ス
ポーツセンター、青少年の家、社
会福祉会館、各福祉センター
※市HPからも閲覧可。

■問高齢福祉課（〒４４６－８５０１住所不要
／胃〈７４〉６７８９／koufuku@city.
anjo.lg.jp／緯〈７１〉２２９０）

情
報
ボ
ッ
ク
ス
は
左
側
か
ら
お
読
み
く
だ
さ
い

■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

市内では日髙実氏（６４歳／業務精励
／二本木新町）が黄綬褒

おう じゅ ほう

章を受章され
しょう

ました。
※年齢等は受章発表時点の内容です。
■問秘書課秘書係（緯〈７１〉２２０１）

秋の褒章受章者
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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定期的に実施し
ています。道路の穴ぼこ・陥没、ガー
ドレール・カーブミラー・街路樹・側
溝等の破損、道路照明灯の球切れ等の
異常を見つけたときは維持管理課に電
話等で連絡してください。
■問維持管理課（緯〈７１〉２２３７）

道路の損傷等をお知らせく
ださい

図書情報館では図書資料の他に、外
部データベース（インターネット上の
情報提供サービス）も利用できます。
■内外部データベース獅中日新聞・東京
新聞記事、朝日新聞記事、毎日新聞
記事、日経テレコン２１（経済）、東洋
経済デジタルコンテンツ・ライブラ
リー（経済）、magazineplus（雑誌）、
MieNa（市場評価）、Mpac（マーケ
ティング）、D1-Law.com（法）、官報
情報検索サービス、JDreamⅢ（科
学技術文献）、ポプラディアネット
（こども用百科事典）、今日の臨床サ
ポート（病気・薬）、ルーラル電子図
書館（農業）、ナクソス・ミュージッ
ク・ライブラリー（音楽）、国立国会
図書館デジタル化資料送信サービス

■持利用者カード
■問アンフォーレ課（緯〈７６〉６１１１）

図書情報館データベースを
ご利用ください

平成３０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公募に
より選定しました。
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）施①特定非営利活動法人愛
知ネット（安城市民交流センター／
市民協働課） ②株式会社ケイミッ
クスパブリックビジネス（安城市民
会館／生涯学習課） 指定期間諮平
成３０年４月１日～３５年３月３１日

■他詳細は経営管理課・市HP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

衣浦東部広域連合財政状況の公表
９月３０日現在の平成２９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
３３．１０．０７７４２，３３６議会費
３４．３３．８８０，４１４２３４，３４０総務費
４１．１９６．０２，０２４，３２８４，９２６，９５６消防費※
１．７０．２３，７４８２１８，４６３公債費
０．００．００２０，０００予備費
３９．０１００．０２，１０９，２６４５，４０２，０９５計

※歳入・歳出ともに継続費の逓次繰越分を含む

広域連合債の現在高
（消防債）

単位：千円
構成比（％）現在高区分

９６．１７９９，２００広域
連合

０．００碧
南

市
別

２．１１７，３１０刈
谷

１．４１１，４５７安
城

０．００知
立

０．４３，８１４高
浜

１００．０８３１，７８１計

平成２９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
４５．９９０．２２，３５７，２７６５，１３６，５０６分担金及

び負担金
６０．００．４９，３８６１５，６３３使用料及

び手数料
０．００．００２国庫支出金
６７．４０．０５８８６県支出金
１００．３０．３６，７２２６，７０４財産収入
０．００．００１寄附金

１００．０８．９２３２，９２８２３２，９２８繰越金※
５２．５０．２５，３７８１０，２３５諸収入
４８．３１００．０２，６１１，７４８５，４０２，０９５計

５年に１度、歯周病検診を
無料で受診できます
■時受診期間獅２月２８日まで
■対平成３０年３月３１日の時点で４０・４５・
５０・５５・６０・６５・７０歳の人
■持歯周病検診受診券、健康保険証
■他実施医療機関へ予約し、受診してく
ださい（実施医療機関は歯周病検診
受診券に記載有）

■問市保健センター（緯〈７６〉１１３３）

年末の交通安全市民運動
■時運動期間獅１２月１日～１０日
《運動の重点》
暫飲酒運転を根絶しよう
暫歩行中の子どもと高齢者及び高齢ド
ライバーの交通事故を防止しよう
暫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
暫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、自
動車関連の窃盗が連続して発生してい
ます。泥棒対策は施錠から。鍵のかけ
忘れに注意し、出かけるときや、車を
離れるときは必ず確認をしましょう。
また、振り込め詐欺をはじめとする
特殊詐欺の被害も後を絶ちません。有
料サイト等の閲覧未納料を請求するメ
ールやはがきに記載された連絡先には
電話をしないようにしましょう。「ワタ
シは大丈夫錘」その過信が危険です。
■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
■問市民安全課（緯〈７１〉２２１９）、安城警察
署（緯〈７６〉０１１０）



介広報あんじょう 2017.12.1

■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。

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。年末
年始の収集日程は、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２６日昇
■申収集希望者は１２月２１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）へ
自ごみ関連施設の年末年始の休業日

※１２月２９日晶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 ～１月３日環境クリーンセンター・リサイクルプラザ（※）
１２月２９日 ～１月３日せん定枝リサイクルプラント
１月１日 ～３日リサイクルステーション・エコらんど

年末年始のごみ出しのお知らせ

ワクチンの不足により１２月末までに
接種を終えられない可能性があるため、
接種助成期間を延長します。
■時接種助成期間獅１月３１日まで
■問市保健センター（緯〈７６〉１１３３）

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。既に中皮腫等で亡
くなった場合でも、過去に石綿業務に
従事していた場合には、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、愛知労働局労災補償課（緯０５２
〈８５５〉２１４７）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HPでも案内しています。
■問商工課（緯〈７１〉２２３５）

国土交通省では交通渋滞の緩和に向
け、国道４１号の小牧市村中～犬山市五
郎丸（延長７．０灼）において、現在の４
車線を６車線化する事業を進めていま
す。この工事は国道４１号の交通量が少
なくなる年末年始期間に、車線規制を
伴う集中工事により実施します。
工事期間中は国道４１号及び周辺道路
の混雑が予想されます。皆様にはご迷
惑をおかけしますが、ご理解とご協力
をよろしくお願いします。
■時１２月２８日昭午後１０時～１月５日晶午
前６時

■場国道４１号大口町内
■内規制内容獅昼夜間連続上下車線規制
規制区間獅国道４１号横内西交差点～
新宮２丁目交差点
※工事に関する情報は、国道４１号年
末年始集中工事HPをご覧下さい。
■問国道４１号集中工事サポートセンター
（緯０１２０〈２９７〉４１５）、市維持管理課（緯

〈７１〉２２３７）
※上記サポートセンターは２４時間受
付、受付期間は１月６日まで。

国土交通省より国道４１号年
末年始集中工事のお知らせ

高齢者・子どもインフルエ
ンザ予防接種の接種助成期
間の延長

①～③共通事項
意見の提出方法獅各閲覧期間中に、
住所・氏名（団体・法人の場合はそ
の名称と代表者の住所・氏名）を明
記し、持参か郵送（必着）・ファクス・
Ｅメールで各担当課へ。
※個別回答はしませんが、提出され
た意見に対する市の考えを公表し
ます。
※電話での受付は不可。
■対市内在住・在勤・在学者、市内に
事務所・事業所を有する個人・法
人・団体及び市内で活動する人
①第５期安城市障害福祉計画・第１
期安城市障害児福祉計画（案）
障害の有無にかかわらず、地域で
普通の暮らしができるように必要な
支援や配慮を行いながら、共に暮ら
せる社会の実現を目指すため、障害
者総合支援法に基づく「市町村障害
福祉計画」及び児童福祉法に基づく
「市町村障害児福祉計画」を一体的に
策定します。
■時閲覧期間獅１２月１１日捷～１月９日
昇午前８時３０分～午後５時１５分
（閉庁・休館日を除く）
■場障害福祉課、各地区公民館、アン
フォーレ、市民交流センター、ス
ポーツセンター、青少年の家、社
会福祉会館、各福祉センター
※市HPからも閲覧可。
■問障害福祉課（〒４４６－８５０１住所不要
／胃〈７４〉６７８９／shofuku@city.
anjo.lg.jp／緯〈７１〉２２５９）

②第２期安城市国民健康保険データ
ヘルス計画（案）
国民健康保険に関する保健事業を
計画的に推進するために策定します。
■時閲覧期間獅１２月４日捷～１月４日
昭午前８時３０分～午後５時１５分
（閉庁・休館日を除く）
■場国保年金課、各地区公民館、アン
フォーレ、市民交流センター、ス
ポーツセンター、青少年の家
※市HPからも閲覧可。

■問国保年金課（〒４４６－８５０１住所不要
／胃〈７６〉１１１２／kokuho@city.
anjo.lg.jp／緯〈７１〉２２３０）
③あんジョイプラン８（案）
高齢者を対象とした施策を示す

「高齢者福祉計画」と、介護保険事業
における保険給付を円滑に実施する
ための「介護保険事業計画」を合わせ
た計画です。高齢者が健康で生きが
いを持ち、また介護が必要になって
も住み慣れた地域で安心して暮らせ
るまちづくりを推進するために策定
します。
■時閲覧期間獅１２月１１日捷～１月９日
昇午前８時３０分～午後５時１５分
（閉庁・休館日を除く）
■場高齢福祉課、各地区公民館、アン
フォーレ、市民交流センター、ス
ポーツセンター、青少年の家、社
会福祉会館、各福祉センター
※市HPからも閲覧可。

■問高齢福祉課（〒４４６－８５０１住所不要
／胃〈７４〉６７８９／koufuku@city.
anjo.lg.jp／緯〈７１〉２２９０）
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市内では日髙実氏（６４歳／業務精励
／二本木新町）が黄綬褒

おう じゅ ほう

章を受章され
しょう

ました。
※年齢等は受章発表時点の内容です。
■問秘書課秘書係（緯〈７１〉２２０１）

秋の褒章受章者
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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定期的に実施し
ています。道路の穴ぼこ・陥没、ガー
ドレール・カーブミラー・街路樹・側
溝等の破損、道路照明灯の球切れ等の
異常を見つけたときは維持管理課に電
話等で連絡してください。
■問維持管理課（緯〈７１〉２２３７）

道路の損傷等をお知らせく
ださい

図書情報館では図書資料の他に、外
部データベース（インターネット上の
情報提供サービス）も利用できます。
■内外部データベース獅中日新聞・東京
新聞記事、朝日新聞記事、毎日新聞
記事、日経テレコン２１（経済）、東洋
経済デジタルコンテンツ・ライブラ
リー（経済）、magazineplus（雑誌）、
MieNa（市場評価）、Mpac（マーケ
ティング）、D1-Law.com（法）、官報
情報検索サービス、JDreamⅢ（科
学技術文献）、ポプラディアネット
（こども用百科事典）、今日の臨床サ
ポート（病気・薬）、ルーラル電子図
書館（農業）、ナクソス・ミュージッ
ク・ライブラリー（音楽）、国立国会
図書館デジタル化資料送信サービス

■持利用者カード
■問アンフォーレ課（緯〈７６〉６１１１）

図書情報館データベースを
ご利用ください

平成３０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公募に
より選定しました。
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）施①特定非営利活動法人愛
知ネット（安城市民交流センター／
市民協働課） ②株式会社ケイミッ
クスパブリックビジネス（安城市民
会館／生涯学習課） 指定期間諮平
成３０年４月１日～３５年３月３１日

■他詳細は経営管理課・市HP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

衣浦東部広域連合財政状況の公表
９月３０日現在の平成２９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
３３．１０．０７７４２，３３６議会費
３４．３３．８８０，４１４２３４，３４０総務費
４１．１９６．０２，０２４，３２８４，９２６，９５６消防費※
１．７０．２３，７４８２１８，４６３公債費
０．００．００２０，０００予備費
３９．０１００．０２，１０９，２６４５，４０２，０９５計

※歳入・歳出ともに継続費の逓次繰越分を含む

広域連合債の現在高
（消防債）

単位：千円
構成比（％）現在高区分

９６．１７９９，２００広域
連合

０．００碧
南

市
別

２．１１７，３１０刈
谷

１．４１１，４５７安
城

０．００知
立

０．４３，８１４高
浜

１００．０８３１，７８１計

平成２９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
４５．９９０．２２，３５７，２７６５，１３６，５０６分担金及

び負担金
６０．００．４９，３８６１５，６３３使用料及

び手数料
０．００．００２国庫支出金
６７．４０．０５８８６県支出金
１００．３０．３６，７２２６，７０４財産収入
０．００．００１寄附金

１００．０８．９２３２，９２８２３２，９２８繰越金※
５２．５０．２５，３７８１０，２３５諸収入
４８．３１００．０２，６１１，７４８５，４０２，０９５計

５年に１度、歯周病検診を
無料で受診できます
■時受診期間獅２月２８日まで
■対平成３０年３月３１日の時点で４０・４５・
５０・５５・６０・６５・７０歳の人
■持歯周病検診受診券、健康保険証
■他実施医療機関へ予約し、受診してく
ださい（実施医療機関は歯周病検診
受診券に記載有）

■問市保健センター（緯〈７６〉１１３３）

年末の交通安全市民運動
■時運動期間獅１２月１日～１０日
《運動の重点》
暫飲酒運転を根絶しよう
暫歩行中の子どもと高齢者及び高齢ド
ライバーの交通事故を防止しよう
暫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
暫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、自
動車関連の窃盗が連続して発生してい
ます。泥棒対策は施錠から。鍵のかけ
忘れに注意し、出かけるときや、車を
離れるときは必ず確認をしましょう。
また、振り込め詐欺をはじめとする
特殊詐欺の被害も後を絶ちません。有
料サイト等の閲覧未納料を請求するメ
ールやはがきに記載された連絡先には
電話をしないようにしましょう。「ワタ
シは大丈夫錘」その過信が危険です。
■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
■問市民安全課（緯〈７１〉２２１９）、安城警察
署（緯〈７６〉０１１０）
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こうた凧揚げまつり 幸
田

■時１月１４日掌午前９時～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、
ぜひ家族でご来場ください。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）

花、健康、暮らしに関する講座（受
講定員８～２０人程度）を定期的に開催
する講師を募集します。
■内講座開催時期獅平成３０年４月～８月

講師料獅１回８０００円
■定２～３講座
■申１２月６日昌～１月３１日昌午前９時３０
分～午後７時に、直接か電話でデン
パーククラブハウス（緯〈９２〉７１１２）へ

■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。

デンパーククラブハウスの
講師

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、心理学・
福祉・経済・歴史・文学・情報・自然
科学等の幅広い分野を学ぶことができ
ます。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日昌まで
第２回獅３月２０日昇まで
■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・同HPで配布。

平成３０年度第１学期放送大
学学生（４月入学）

■内勤務場所獅市立保育園 職務内容獅
保育 職務開始獅１月（要相談） 職
務日時獅捷～晶午前８時３０分～午後
５時（休憩４５分） 賃金獅月給２１万７４
１０円（４月からは２２万２２９０円）、通勤
割増１日２００円 福利厚生獅協会け
んぽ健康保険、厚生年金、雇用保険
加入 選考獅面接（申込時又は指定
日）

■定若干名
■他来年度以降勤務できる保育士も随時
募集しています。就労時間内禁煙
■申随時午前８時３０分～午後５時（松掌
抄、年末年始を除く）に、顔写真付
きの履歴書と保育士証を持って子ど
も課（緯〈７１〉２２２８）へ

保育園臨時職員

マイナンバーカードの申請
はお早めに！！
マイナンバーカードは顔写真付きの
身分証明書として利用できるほか、住
民票等のコンビニ交付サービス（詳細
は市HPで確認ください）が利用でき
る便利なカードです。現在、初回の発
行手数料は無料です。
申請から受け取りまでに１～２カ月
程度の時間がかかるため、作成にあた
っては早めに申請してください。
※特にe‐Taxを利用して確定申告を
行う人は早急に申請してください。
カードの申請が遅くなると、申告期
限までにカードを受け取ることがで
きない場合があります。
住基カードを使ってe‐Taxを利用し
ている人へ
カードに搭載された電子証明書が有
効であることが必要です。電子証明書
の有効期間は発行日から３年間で、カ
ード自体の有効期間（カードの表面に
記載）とは異なります。
電子証明書の有効期間が過ぎている
場合には、マイナンバーカードに切り
替える必要がありますので、早めの手
続きをお願いします。
マイナンバーカードの申請方法
郵送による申請のほか、パソコンや
スマートフォン、証明写真機でも申請
できます。
詳細は市HPで確認するか、市民課
へ問い合わせてください。
差出有効期間が過ぎたマイナンバーカ
ード申請用の返信封筒について
平成２７年１０月～平成２９年８月頃の期

間に通知カード（マイナンバーをお知
らせする紙製のカード）と共に同封さ
れたマイナンバーカード申請用の返信
封筒について、差出有効期間が平成２９
年１０月４日までとなっていますが、平
成３１年５月３１日まで利用することがで
きます。
■問市民課（緯〈７１〉２２２１）
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INFORMAÇÕESÚTEIS
SEF INFORMATION

Português

Englis
外国語の
情報ボックス

※申込みや問合せは、日本語でお願
いします。

※Inscriçõeseinformaçõessomente
emjaponês

※Applicationsandinquirieswillbein
Japanese.



解広報あんじょう 2017.12.1

こうた凧揚げまつり 幸
田

■時１月１４日掌午前９時～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、
ぜひ家族でご来場ください。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）

花、健康、暮らしに関する講座（受
講定員８～２０人程度）を定期的に開催
する講師を募集します。
■内講座開催時期獅平成３０年４月～８月

講師料獅１回８０００円
■定２～３講座
■申１２月６日昌～１月３１日昌午前９時３０
分～午後７時に、直接か電話でデン
パーククラブハウス（緯〈９２〉７１１２）へ

■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。

デンパーククラブハウスの
講師

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、心理学・
福祉・経済・歴史・文学・情報・自然
科学等の幅広い分野を学ぶことができ
ます。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日昌まで
第２回獅３月２０日昇まで
■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・同HPで配布。

平成３０年度第１学期放送大
学学生（４月入学）

■内勤務場所獅市立保育園 職務内容獅
保育 職務開始獅１月（要相談） 職
務日時獅捷～晶午前８時３０分～午後
５時（休憩４５分） 賃金獅月給２１万７４
１０円（４月からは２２万２２９０円）、通勤
割増１日２００円 福利厚生獅協会け
んぽ健康保険、厚生年金、雇用保険
加入 選考獅面接（申込時又は指定
日）

■定若干名
■他来年度以降勤務できる保育士も随時
募集しています。就労時間内禁煙
■申随時午前８時３０分～午後５時（松掌
抄、年末年始を除く）に、顔写真付
きの履歴書と保育士証を持って子ど
も課（緯〈７１〉２２２８）へ

保育園臨時職員

マイナンバーカードの申請
はお早めに！！
マイナンバーカードは顔写真付きの
身分証明書として利用できるほか、住
民票等のコンビニ交付サービス（詳細
は市HPで確認ください）が利用でき
る便利なカードです。現在、初回の発
行手数料は無料です。
申請から受け取りまでに１～２カ月
程度の時間がかかるため、作成にあた
っては早めに申請してください。
※特にe‐Taxを利用して確定申告を
行う人は早急に申請してください。
カードの申請が遅くなると、申告期
限までにカードを受け取ることがで
きない場合があります。
住基カードを使ってe‐Taxを利用し
ている人へ
カードに搭載された電子証明書が有
効であることが必要です。電子証明書
の有効期間は発行日から３年間で、カ
ード自体の有効期間（カードの表面に
記載）とは異なります。
電子証明書の有効期間が過ぎている
場合には、マイナンバーカードに切り
替える必要がありますので、早めの手
続きをお願いします。
マイナンバーカードの申請方法
郵送による申請のほか、パソコンや
スマートフォン、証明写真機でも申請
できます。
詳細は市HPで確認するか、市民課
へ問い合わせてください。
差出有効期間が過ぎたマイナンバーカ
ード申請用の返信封筒について
平成２７年１０月～平成２９年８月頃の期

間に通知カード（マイナンバーをお知
らせする紙製のカード）と共に同封さ
れたマイナンバーカード申請用の返信
封筒について、差出有効期間が平成２９
年１０月４日までとなっていますが、平
成３１年５月３１日まで利用することがで
きます。
■問市民課（緯〈７１〉２２２１）

情
報
ボ
ッ
ク
ス
は
左
側
か
ら
お
読
み
く
だ
さ
い

■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
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INFORMAÇÕESÚTEIS
SEF INFORMATION

Português

Englis
外国語の
情報ボックス

※申込みや問合せは、日本語でお願
いします。

※Inscriçõeseinformaçõessomente
emjaponês

※Applicationsandinquirieswillbein
Japanese.
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