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調理場施設見学・試食会
～保育園・幼稚園新入園編～
これから入園する保育園・幼稚園で
子どもたちが食べる給食が、どのよう
に調理されているかを見学し、実際に
試食します。
■時１月３０日昇午前９時３０分～正午
■場中部調理場
■内献立獅スライスパン、牛乳、ポトフ、
肉だんごのケチャップ煮、レモンサ
ラダ、ブルーベリージャム
※変更の場合あり。
■対平成３０年度に市立保育園・幼稚園入
園予定の子の保護者
※平成３０年度入園予定の３歳以上の
子のみ同席可。
■定２０人（先着順）
■他申込人数が１０人未満の場合は中止す
ることがあります

■申１２月２０日昌～２６日昇午後２時～５時
（松掌抄を除く）に、電話で市学校給
食協会給食事務所（北部調理場内／
緯〈７６〉４７００）へ

※対象年齢は目安です。

６日松
午後３時

おはなしレストラン
（小学生以上）

７日掌・１４日掌・
２１日掌・２８日掌
午後４時

にちようびのおはな
しかい（小学生）

８日抄・２２日捷
午前１０時３０分

えほんとわらべうた
の会（０～２歳）

１０日昌
午前１０時３０分

おはなしたまてばこ
（１～５歳）

１１日昭
午前１０時３０分

おはなしゆりかご
（０～２歳）

１３日松
午後２時

おはなしどんどん
（３歳～小学３年生）

１５日捷
午前１０時３０分

えほんのとびら
（０～２歳）

１８日昭
午前１０時３０分

いないいないばあ
（１～５歳）

２０日松・２７日松
午後２時

南吉朗読ででむし会
（小学生以上）

２１日掌
午前１１時

大人のための絵本朗
読会（一般）

２４日昌
午前１０時３０分

おはなしまあだ
（１～５歳）

２５日昭
午前１０時３０分

絵本好き集まれ！お
すすめ絵本紹介

１月の休館日
１日抄～４日昭・９日昇・１６日昇・
２３日昇・２６日晶・３０日昇

陰～吋共通
■場■問デンパーククラブハウス（緯〈９２〉
７１１２）
■¥入園料別途
■申１２月２０日昌から各申込期限までの午
前９時３０分～午後５時に、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１月２４日昌・２６日晶午前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１月２６日晶午前１０時～午後０時３０分
■内テーマ獅節約&ヘルシーイタリアン
メニュー獅イタリアン煮込みハンバ
ーグ～サフランライスを添えて、ビ
ーンズスープ、節分豆のブラウニー
■講永井恵氏
■定２０人（先着順）
■¥３０００円
■持エプロン、手拭きタオル、箸
■申申込期限獅１月１４日掌

韻陶芸講座
陶板作りから、壁掛けや表札、ネー
ムプレート作りを楽しみます。
■時１月２６日晶午後１時３０分～３時３０分
■講毛利記代子氏
■定２０人（先着順）
■¥４０００円
■持エプロン
■申申込期限獅１月１４日掌

吋日曜写真講座はじめの一歩
今さら聞けないアレコレを学びます。
■時１月２８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１月１４日掌

デンパークの体験教室

出演は河原崎長十郎、原節子。
■時１２月２４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
「河内山宗俊」

■年越し福袋２０１８を貸出
図書情報館スタッフおススメの本
３冊とお楽しみグッズ入りです。
■時１２月２３日抄～２８日昭午前９時～午
後８時（２６日昇を除く。松掌抄は
午後６時まで。無くなり次第終了）
■定一般向け獅３０袋 子ども向け獅年
代別（０～２歳／３～５歳／小学
１・２年／小学３・４年／小学５・
６年）各１０袋・計８０袋（当日先着順、
１人１袋）
■他貸出には３冊分の貸出枠が必要
■自著を語る講演会その５「坂本
葵氏『食魔谷崎潤一郎』」
作家・坂本葵氏が作品の裏話や執
筆秘話等を語ります。本を読む楽し
みがぐっと広がるひとときです。
■時１月２８日掌午後２時～４時
■対中学生以上
■定８０人（先着順）
■申１月５日晶からの午前９時～午後
８時（昇を除く。松掌抄は午後６
時まで）に、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（緯〈７６〉６１１１／胃〈７７〉６０
６６／tosyo@city.anjo.lg.jp）へ

■時■内１月２１日掌午後１時獅FCマルヤ
ス岡崎vsFC刈谷 午後２時２０分
獅名古屋グランパス選手のトークシ
ョー、フリースタイルパフォーマー
親子による音楽とサッカー技の競演
午後３時獅お楽しみ抽選会
■場市陸上競技場
■問安城市体育協会（緯〈７５〉５１８２）、市ス
ポーツ課（緯〈７５〉３５３５）

サッカーのアマチュアTOP
選手のプレーを見よう！

創業等をテーマとしたビジネス書籍、
事例集、パネル等を展示します。
■時１月２１日掌まで
■場アンフォーレ
■問安城ビジネスコンシェルジュ（アン
フォーレ内／緯〈９３〉３３４１）

創業企画展～夢への第一歩～

１月の移動児童館
■対■時■場乳幼児親子

▲

１０日昌・３１日昌獅

東部公民館 １９日晶・２６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）

■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月のおはなし会

デンパークの特別体験教室
葉ボタン等を使ったハンギングバス
ケットを作り、園内に飾りましょう。
■時１２月２７日昌午前１０時～正午
■講日本ハンギングバスケット協会ハン
ギングバスケットマスター
■定１０人（先着順。親子で参加可）
■¥１０００円（入園料別途）
■持薄手袋、はさみ、ガーデニング用エ
プロン
■場■申１２月２０日昌までに電話でデンパー
ク（緯〈９２〉７１１１）へ
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陰～吋共通事項
■申１２月１９日昇～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・年末年始を除く）
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
陰七草粥を味わおう
春の七草で健康七草粥を作ります。

■時１月７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歳以上の子と保護者
■定２０人（先着順）
■¥１００円
■持エプロン、三角巾、マスク、ふきん、
箸、お椀

隠エコ羽根つきを作って遊ぼう
エコ素材で作った羽子板ではねつき
をしよう。
■時１月８日抄午前１０時～１１時３０分
■対４歳以上の子と保護者
■定１０人（先着順）
韻いちご大福をつくろう
自然農法で作った小豆を使います。

■時１月１３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（初めて受講
する人に限る）
■定１０人（先着順）
■¥３００円
■持エプロン、三角巾、マスク、ふきん、
持ち帰り用容器

吋コーヒーカップで多肉植物
コーヒーカップの形の鉢（直径１５尺）
で多肉植物を育ててみよう。
■時１月２０日松午前１０時～１１時３０分
■講大橋輝美子氏（安城オープンガーデ
ンクラブ）
■対１８歳以上
■定１０人（先着順）
■¥１５００円（皿付き）
■持ビニル手袋

環境学習センター
「エコきち」の講座

碧海信用金庫本店前会場（御幸本町）
■時１２月２３日抄午前９時から（商品がな
くなり次第終了）
■内愛知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１２月２３日抄午前１０時～午後３時
■内子どもの遊び場、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、きーぼーの
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
■場■問堀内公園（緯〈９９〉５９４７）
こども無料開放
サイクルモノレール、メルヘン号

（汽車）、メリーゴーランド、観覧車を
無料開放します。
■時１月４日昭

■対４歳～小学生（未就学児は１８歳以上
の保護者同伴）
期間限定回数券販売
■時１月４日昭～３１日昌（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
スタンプ DEGET
各有料遊具（サイクルモノレール、
メルヘン号（汽車）、メリーゴーランド、
観覧車）のスタンプを集めよう！抽選
で景品を進呈します。
■時１月６日松～８日抄午前９時～午後
４時（雨天中止）
■対３歳～小学生
■定各２００人（当日先着順）
■¥有料遊具利用料（３歳は無料）
お正月まつり
輪投げ等の模擬店を開催。
■時１月１３日松・１４日掌午前１０時～午後
３時（景品がなくなり次第終了。雨
天中止）
■対小学生以下
■¥各１００円
鯉のぼりをお譲りください
堀内公園では毎年４月下旬から５月
に、園内にある「やすらぎの池」に鯉の
ぼりを掲揚しています。家庭で不用に
なった鯉のぼり（布製部分のみ）があり
ましたら、無償にてお譲りください。

堀内公園の催し

丈山苑新春茶会
箏の演奏を聴きながら、お抹茶を楽
しめます。
■時１月７日掌午前１０時～午後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）

ワンコインで話題の映画が楽しめる
上映会を開催。カンヌ国際映画祭でオ
ープニング上映された『あん』を上映し
ます。当日どら焼きの販売もあり。
■時１月１２日晶午後２時３０分・６時３０分
※いずれも開場は３０分前。

■定各２００人（先着順）
■¥５００円（小学生以下無料・要整理券）
■申１２月１５日晶からアンフォーレ総合案
内でチケット販売（チケット購入者
に限り小学生以下への整理券配布可）
■問安城プロモーションズ（アンフォーレ
総合案内／緯〈７６〉１４００）

アンフォーレ新春シネマ上
映会

こころの健康医師相談（予約制）
■時陰１月９日昇 隠１月１８日昭 いず
れも午後２時～４時

■場陰衣浦東部保健所（刈谷市大手町）
隠同所安城保健分室（横山町）
■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（１月２日を
除く）
※エイズ検査（匿名制・即日検査）は
１月１５日捷午後６時～７時も実施。
■場衣浦東部保健所
■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）

衣浦東部保健所の相談・検査

■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

©映画『あん』製作委員会／COMME
DESCINEMAS／TWENTYTWENTY
VISION／MAM／ZDF-ARTE
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吋日曜写真講座はじめの一歩
今さら聞けないアレコレを学びます。
■時１月２８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１月１４日掌

デンパークの体験教室

出演は河原崎長十郎、原節子。
■時１２月２４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
「河内山宗俊」

■年越し福袋２０１８を貸出
図書情報館スタッフおススメの本
３冊とお楽しみグッズ入りです。
■時１２月２３日抄～２８日昭午前９時～午
後８時（２６日昇を除く。松掌抄は
午後６時まで。無くなり次第終了）
■定一般向け獅３０袋 子ども向け獅年
代別（０～２歳／３～５歳／小学
１・２年／小学３・４年／小学５・
６年）各１０袋・計８０袋（当日先着順、
１人１袋）
■他貸出には３冊分の貸出枠が必要
■自著を語る講演会その５「坂本
葵氏『食魔谷崎潤一郎』」
作家・坂本葵氏が作品の裏話や執
筆秘話等を語ります。本を読む楽し
みがぐっと広がるひとときです。
■時１月２８日掌午後２時～４時
■対中学生以上
■定８０人（先着順）
■申１月５日晶からの午前９時～午後
８時（昇を除く。松掌抄は午後６
時まで）に、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（緯〈７６〉６１１１／胃〈７７〉６０
６６／tosyo@city.anjo.lg.jp）へ

■時■内１月２１日掌午後１時獅FCマルヤ
ス岡崎vsFC刈谷 午後２時２０分
獅名古屋グランパス選手のトークシ
ョー、フリースタイルパフォーマー
親子による音楽とサッカー技の競演
午後３時獅お楽しみ抽選会
■場市陸上競技場
■問安城市体育協会（緯〈７５〉５１８２）、市ス
ポーツ課（緯〈７５〉３５３５）

サッカーのアマチュアTOP
選手のプレーを見よう！

創業等をテーマとしたビジネス書籍、
事例集、パネル等を展示します。
■時１月２１日掌まで
■場アンフォーレ
■問安城ビジネスコンシェルジュ（アン
フォーレ内／緯〈９３〉３３４１）

創業企画展～夢への第一歩～

１月の移動児童館
■対■時■場乳幼児親子

▲

１０日昌・３１日昌獅

東部公民館 １９日晶・２６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）

■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月のおはなし会

デンパークの特別体験教室
葉ボタン等を使ったハンギングバス
ケットを作り、園内に飾りましょう。
■時１２月２７日昌午前１０時～正午
■講日本ハンギングバスケット協会ハン
ギングバスケットマスター
■定１０人（先着順。親子で参加可）
■¥１０００円（入園料別途）
■持薄手袋、はさみ、ガーデニング用エ
プロン
■場■申１２月２０日昌までに電話でデンパー
ク（緯〈９２〉７１１１）へ
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陰～吋共通事項
■申１２月１９日昇～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・年末年始を除く）
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
陰七草粥を味わおう
春の七草で健康七草粥を作ります。

■時１月７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歳以上の子と保護者
■定２０人（先着順）
■¥１００円
■持エプロン、三角巾、マスク、ふきん、
箸、お椀

隠エコ羽根つきを作って遊ぼう
エコ素材で作った羽子板ではねつき
をしよう。
■時１月８日抄午前１０時～１１時３０分
■対４歳以上の子と保護者
■定１０人（先着順）
韻いちご大福をつくろう
自然農法で作った小豆を使います。

■時１月１３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（初めて受講
する人に限る）
■定１０人（先着順）
■¥３００円
■持エプロン、三角巾、マスク、ふきん、
持ち帰り用容器

吋コーヒーカップで多肉植物
コーヒーカップの形の鉢（直径１５尺）

で多肉植物を育ててみよう。
■時１月２０日松午前１０時～１１時３０分
■講大橋輝美子氏（安城オープンガーデ
ンクラブ）
■対１８歳以上
■定１０人（先着順）
■¥１５００円（皿付き）
■持ビニル手袋

環境学習センター
「エコきち」の講座

碧海信用金庫本店前会場（御幸本町）
■時１２月２３日抄午前９時から（商品がな
くなり次第終了）
■内愛知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１２月２３日抄午前１０時～午後３時
■内子どもの遊び場、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、きーぼーの
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
■場■問堀内公園（緯〈９９〉５９４７）
こども無料開放
サイクルモノレール、メルヘン号

（汽車）、メリーゴーランド、観覧車を
無料開放します。
■時１月４日昭

■対４歳～小学生（未就学児は１８歳以上
の保護者同伴）
期間限定回数券販売
■時１月４日昭～３１日昌（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
スタンプ DEGET
各有料遊具（サイクルモノレール、
メルヘン号（汽車）、メリーゴーランド、
観覧車）のスタンプを集めよう！抽選
で景品を進呈します。
■時１月６日松～８日抄午前９時～午後
４時（雨天中止）
■対３歳～小学生
■定各２００人（当日先着順）
■¥有料遊具利用料（３歳は無料）
お正月まつり
輪投げ等の模擬店を開催。
■時１月１３日松・１４日掌午前１０時～午後
３時（景品がなくなり次第終了。雨
天中止）
■対小学生以下
■¥各１００円
鯉のぼりをお譲りください
堀内公園では毎年４月下旬から５月
に、園内にある「やすらぎの池」に鯉の
ぼりを掲揚しています。家庭で不用に
なった鯉のぼり（布製部分のみ）があり
ましたら、無償にてお譲りください。

堀内公園の催し

丈山苑新春茶会
箏の演奏を聴きながら、お抹茶を楽
しめます。
■時１月７日掌午前１０時～午後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）

ワンコインで話題の映画が楽しめる
上映会を開催。カンヌ国際映画祭でオ
ープニング上映された『あん』を上映し
ます。当日どら焼きの販売もあり。
■時１月１２日晶午後２時３０分・６時３０分
※いずれも開場は３０分前。

■定各２００人（先着順）
■¥５００円（小学生以下無料・要整理券）
■申１２月１５日晶からアンフォーレ総合案
内でチケット販売（チケット購入者
に限り小学生以下への整理券配布可）
■問安城プロモーションズ（アンフォーレ
総合案内／緯〈７６〉１４００）

アンフォーレ新春シネマ上
映会

こころの健康医師相談（予約制）
■時陰１月９日昇 隠１月１８日昭 いず
れも午後２時～４時

■場陰衣浦東部保健所（刈谷市大手町）
隠同所安城保健分室（横山町）
■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（１月２日を
除く）
※エイズ検査（匿名制・即日検査）は
１月１５日捷午後６時～７時も実施。
■場衣浦東部保健所
■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）

衣浦東部保健所の相談・検査

■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

©映画『あん』製作委員会／COMME
DESCINEMAS／TWENTYTWENTY
VISION／MAM／ZDF-ARTE
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■問デンパーク（緯〈９２〉７１１１）
■¥入園料
グリーンサンタがやってくる
■時１２月１７日掌午後２時・４時３０分
クリスマスコンサート
■時１２月２３日抄午後３時
■内出演獅愛知学泉大学オーケストラ
クリスマスコーラス
■時１２月２３日抄午後５時
■内出演獅安城学園高等学校合唱部
クリスマスキャロル
■時１２月２４日掌午後３時・５時
■内出演獅VOCIBRILLANTI
書道パフォーマンス
■時１月３日昌午後３時
■内出演獅安城高等学校書道部
舞楽
■時１月４日昭午後２時・３時３０分
■内出演獅愛橋町青年会雅楽部

デンパークのイベント

■¥施設利用料
■問マーメイドパレス（緯〈９２〉７３５１）
お菓子のつかみどり
■時１２月２３日抄・２５日捷午前１０時
■対当日プールを利用した小学生以下
■定各５０人（当日先着順）
クリスマス大抽選会
電化製品や生活用品、マーメイドパ
レス施設利用券等が当たる抽選会。
■時１２月２４日掌

■対当日プール又はトレーニングルーム
を利用した中学生以上
■定１００人（当日先着順）
クリスマスちびっこ抽選会
お菓子の詰め合わせ等が当たる抽選
会です。
■時１２月２４日掌

■対当日プールを利用した小学生以下
■定５０人（当日先着順）
冬休み特別開館
１２月２５日捷は開館します。プール、
トレーニングルームの利用時間は次の
とおりです。
プール獅午後１時～８時（入場は午後
７時３０分まで） トレーニングルーム
獅午前１０時～午後９時（入場は午後８
時３０分まで）

マーメイドパレスの催し

毎回テーマに基づいたまち歩きをし
ながら、外国人と日本人が一緒に体験・
交流をし、だれもが住みやすいまちに
ついて考える多文化共生ワークショッ
プ。第一回目のテーマは「安城公園を
みんなで探検しよう！」。
■時１月２７日松午後１時３０分～３時３０分
■場集合場所獅市民会館
■対市内在住・在勤・在学の日本人と外
国人
■定日本人１５人、外国人１５人（先着順）
■他やさしい日
本語で行い、
通訳はいま
せん。平成
３０年度末ま
でに全６回
開催予定。
参加者は毎
回募集
■申１月１２日晶

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、直接
か電話で市民協働課（緯〈７１〉２２１８）へ

多文化共生×安城まちあ
るき探検隊

全６回の起業セミナー。第３回は今
後さらに利用が伸びると言われるクラ
ウドファンディングについて、「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？」等の疑問に行政書
士が答えます。
起業の予定が今すぐではなくとも、
今後のために知っておきたい、学んで
おきたい人もご参加ください。
■時１２月２１日昭午後２時～３時
■場コワーキングスペースKEYPORT
（キーポート）
■講大野裕次郎氏（行政書士法人名南経
営）

■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（先着順）
■申１２月２０日昌までの午前９時～午後１０
時に、直接か電話・ＥメールでKEY
PORT（緯〈７７〉６３１３／info@keyport.
jp）へ

第３回起業セミナー「クラウド
ファンディングの活用方法」

■内試験日獅１月２０日松 試験科目獅国
語総合（古文・漢文除く）、数Ⅰ、面接
■対平成３０年３月に高等学校卒業見込み
か高等学校卒業と同等の学力のある、
平成３０年４月１日時点で３４歳以下の
人
■定４０人
■申１月４日昭～１２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）へ
※申込書は同校で配布。

安城市医師会安城碧海看護
専門学校学生（一般入試）

■内職務内容獅児童クラブ、子育て支援
センター等を利用する乳幼児や児童
に対する遊びや生活の指導 通勤割
増獅１日２００円 選考獅面接
■申１２月１８日捷～１月１２日晶午前９時～
午後５時（松掌抄・年末年始を除く）
に申込書又は顔写真付履歴書と、有
資格者は資格証等を持って、子育て
支援課（あん
ぱ～く内／
緯〈７２〉２３１９）
へ
※申込書は
あんぱ～く・
市HPで配
布。

児童厚生員

＜児童クラブ勤務＞
午後１時～７時及び午後２
時～７時で週３～５日（掌抄

休み、松は交代勤務。学校
休業日は午前７時３０分～午
後７時の間で交代勤務）

勤務
日時

有資格者獅時給１１６０円
無資格者獅時給１０２０円賃金

有資格者獅保育士・社会福
祉士の資格か教員免許を有
する人又は来年３月までに
取得見込みの人
無資格者獅１８歳以上

対象

２０人募集人数

＜子育て支援センター勤務＞
捷～晶午前９時～午後４時
及び松午前８時３０分～午後
５時１５分で週２～３日の交
代勤務

勤務
日時

時給１１６０円賃金
保育士資格か幼稚園教諭免
許を有する人又は来年３月
までに取得見込みの人

対象

１人募集人数

■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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商品名や原材料等から本市を連想さ
せる観光土産品を募集します。認定を
受けると、「安城市観光協会認定土産品
シール」を貼付して販売できる他、各
種物産展への出展、名鉄桜井駅への商
品紹介ディスプレイ展示、安城市観光
協会ガイドマップへの掲載、観光案内
所での商品PR等の特典があります。
■時認定期間獅平成
３０年４月１日～
平成３２年３月３１
日
■対市内に事業所が
あり、土産品を
製造販売している者

■¥登録料獅１商品につき３０００円
■申１月１９日晶までに、申請書を持参・
郵送（必着）・ファクスで安城市観光
協会（市商工課内／〒４４６－８５０１住所
不要／胃〈７６〉１１８４／緯〈７１〉２２３５）へ
※申請書は同協会HP・市商工課で
配布。

市観光土産品登録商品

■時■場■対■内下表のとおり

■¥２００円（保険料）
■申保険料を持って
各申込期間中に
和田スポーツ
（今池町／緯〈９７〉
０２７９）へ
■問スポーツ課（緯

〈７５〉３５３５）

＜一般の部＞
２月１７日松／白馬五竜スキ
ー場いいもりゲレンデ（長
野県北安曇郡白馬村）

日時／
会場

市内在住・在勤・在学のア
マチュア競技者又は市スキ
ー連盟推薦者

出場
資格

●個人大回転
男子獅特選組・２９歳以下・
３０歳代・４０歳代・５０歳代・
６０歳以上（全６部門）
女子獅一般（年齢別無し）
●団体大回転
１チーム男子４人・女子１人

種目

１月４日昭～１９日晶申込期間

＜少年の部＞
３月４日掌／ひだ舟山スノ
ーリゾートアルコピア（岐阜
県高山市）

日時／
会場

保護者同伴又はクラブ責任
者の引率により参加できる
市内在住の小・中学生

出場
資格

●個人大回転
小学１～４年生、小学５・６年
生、中学生（男女別全３部門）

種目

１月４日昭～２月２日晶申込期間

第３８回安城選手権大会冬季
スキー競技会出場者

「ダンスで安城を元気にしよう！」を
合言葉に、アンフォーレ会場とホコ天
きーぼー市会場で同時にダンスイベン
トを開催します。地元のダンス好きな
人で、まちなかを盛り上げてくれる出
演者を大募集。ダンスのジャンルは問
いません。
■時２月２４日松午前１０時～午後４時
■場アンフォーレホール（屋内ステージ）、
ホコ天きーぼー市（屋外ステージ）
■対下記の全てに該当すること
暫２人以上
暫グループ内に市内在住・在勤者が
いる

暫アンフォーレ・ホコ天きーぼー市
の両会場に出演できる

■定１５枠（先着順）
■¥１人５００円（まちなか商品券付き）
■他持ち時間は１枠１５分（３０人以上のグ
ループは２枠分）。出演の時間帯は、
出演者の希望を聞いた上で主催者側
が決定。ステージの広さ等詳細はア
ンフォーレHPで確認してください
■申１月３１日昌までに申込用紙を持参か
ファクスで安城プロモーションズ
（アンフォーレ
総合案内／胃

〈４５〉５０９７／緯

〈７６〉１４００）へ
※申込書はア
ンフォーレHP
で配布。

安城まちなかダンスフェス
ティバルステージ出演者

■内職務内容獅給食等に関すること、保
育環境の整備 勤務開始月獅平成３０
年４月（応相談） 勤務場所獅市内公
立保育園 通勤割増獅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 その他獅就
労時間内禁煙 選考獅面接（申込時
又は指定日） 募集人数獅各若干名

■申午前８時３０分～午後５時（松掌抄・
年末年始を除く）に、写真付履歴書
を持って子ども課（緯〈７１〉２２２８）へ

保育園臨時用務員

＜臨時用務員＞
捷～晶午前８時３０分～午後
５時１５分（休憩６０分）勤務日時

時給１０６０円賃金

＜用務員パート（５時間）＞
捷～晶午前１０時３０分～午後
４時（休憩３０分）勤務日時

時給９３０円賃金

碧南市で行われる安城市のホームチーム「アイシンＡＷウィングス」の試
合に、市からバスで応援に行く「市民サポーター」を大募集します！
女子バスケットボール日本リーグ・新潟アルビレックスBBラビッツ戦
■時１月１３日松 試合開始獅午後２時
■場碧南市臨海体育館（碧南市浜町）
観戦ツアー
■時集合獅午後０時３０分 解散獅午後５時予定
■場集合・解散場所獅市役所さくら庁舎
■定４０人（先着順）
■申１２月１７日掌～２８日昭午前９時～午後５時（捷を
除く）に、所定の申込書を持参かファクス・Ｅ
メールでスポーツ課（市野球場Ａ面スタンド下
／胃〈７７〉９２９３／my-sports-anjo@city.anjo.
lg.jp）へ
※申込書は安城ホームチームサポー
ター事業公式HP・スポーツ課で配
布（右QRコードからもアクセス可）。

女子バスケットボール
アイシンＡＷウィングスを応援に行こう！

■問スポーツ課（緯〈７５〉３５３５）

■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



画広報あんじょう 2017.12.15

■問デンパーク（緯〈９２〉７１１１）
■¥入園料
グリーンサンタがやってくる
■時１２月１７日掌午後２時・４時３０分
クリスマスコンサート
■時１２月２３日抄午後３時
■内出演獅愛知学泉大学オーケストラ
クリスマスコーラス
■時１２月２３日抄午後５時
■内出演獅安城学園高等学校合唱部
クリスマスキャロル
■時１２月２４日掌午後３時・５時
■内出演獅VOCIBRILLANTI
書道パフォーマンス
■時１月３日昌午後３時
■内出演獅安城高等学校書道部
舞楽
■時１月４日昭午後２時・３時３０分
■内出演獅愛橋町青年会雅楽部

デンパークのイベント

■¥施設利用料
■問マーメイドパレス（緯〈９２〉７３５１）
お菓子のつかみどり
■時１２月２３日抄・２５日捷午前１０時
■対当日プールを利用した小学生以下
■定各５０人（当日先着順）
クリスマス大抽選会
電化製品や生活用品、マーメイドパ
レス施設利用券等が当たる抽選会。
■時１２月２４日掌

■対当日プール又はトレーニングルーム
を利用した中学生以上
■定１００人（当日先着順）
クリスマスちびっこ抽選会
お菓子の詰め合わせ等が当たる抽選
会です。
■時１２月２４日掌

■対当日プールを利用した小学生以下
■定５０人（当日先着順）
冬休み特別開館
１２月２５日捷は開館します。プール、
トレーニングルームの利用時間は次の
とおりです。
プール獅午後１時～８時（入場は午後
７時３０分まで） トレーニングルーム
獅午前１０時～午後９時（入場は午後８
時３０分まで）

マーメイドパレスの催し

毎回テーマに基づいたまち歩きをし
ながら、外国人と日本人が一緒に体験・
交流をし、だれもが住みやすいまちに
ついて考える多文化共生ワークショッ
プ。第一回目のテーマは「安城公園を
みんなで探検しよう！」。
■時１月２７日松午後１時３０分～３時３０分
■場集合場所獅市民会館
■対市内在住・在勤・在学の日本人と外
国人
■定日本人１５人、外国人１５人（先着順）
■他やさしい日
本語で行い、
通訳はいま
せん。平成
３０年度末ま
でに全６回
開催予定。
参加者は毎
回募集
■申１月１２日晶

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、直接
か電話で市民協働課（緯〈７１〉２２１８）へ

多文化共生×安城まちあ
るき探検隊

全６回の起業セミナー。第３回は今
後さらに利用が伸びると言われるクラ
ウドファンディングについて、「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？」等の疑問に行政書
士が答えます。
起業の予定が今すぐではなくとも、
今後のために知っておきたい、学んで
おきたい人もご参加ください。
■時１２月２１日昭午後２時～３時
■場コワーキングスペースKEYPORT
（キーポート）
■講大野裕次郎氏（行政書士法人名南経
営）

■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（先着順）
■申１２月２０日昌までの午前９時～午後１０
時に、直接か電話・ＥメールでKEY
PORT（緯〈７７〉６３１３／info@keyport.
jp）へ

第３回起業セミナー「クラウド
ファンディングの活用方法」

■内試験日獅１月２０日松 試験科目獅国
語総合（古文・漢文除く）、数Ⅰ、面接
■対平成３０年３月に高等学校卒業見込み
か高等学校卒業と同等の学力のある、
平成３０年４月１日時点で３４歳以下の
人
■定４０人
■申１月４日昭～１２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）へ
※申込書は同校で配布。

安城市医師会安城碧海看護
専門学校学生（一般入試）

■内職務内容獅児童クラブ、子育て支援
センター等を利用する乳幼児や児童
に対する遊びや生活の指導 通勤割
増獅１日２００円 選考獅面接
■申１２月１８日捷～１月１２日晶午前９時～
午後５時（松掌抄・年末年始を除く）
に申込書又は顔写真付履歴書と、有
資格者は資格証等を持って、子育て
支援課（あん
ぱ～く内／
緯〈７２〉２３１９）
へ
※申込書は
あんぱ～く・
市HPで配
布。

児童厚生員

＜児童クラブ勤務＞
午後１時～７時及び午後２
時～７時で週３～５日（掌抄

休み、松は交代勤務。学校
休業日は午前７時３０分～午
後７時の間で交代勤務）

勤務
日時

有資格者獅時給１１６０円
無資格者獅時給１０２０円賃金

有資格者獅保育士・社会福
祉士の資格か教員免許を有
する人又は来年３月までに
取得見込みの人
無資格者獅１８歳以上

対象

２０人募集人数

＜子育て支援センター勤務＞
捷～晶午前９時～午後４時
及び松午前８時３０分～午後
５時１５分で週２～３日の交
代勤務

勤務
日時

時給１１６０円賃金
保育士資格か幼稚園教諭免
許を有する人又は来年３月
までに取得見込みの人

対象

１人募集人数

■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。

情
報
ボ
ッ
ク
ス
は
左
側
か
ら
お
読
み
く
だ
さ
い
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商品名や原材料等から本市を連想さ
せる観光土産品を募集します。認定を
受けると、「安城市観光協会認定土産品
シール」を貼付して販売できる他、各
種物産展への出展、名鉄桜井駅への商
品紹介ディスプレイ展示、安城市観光
協会ガイドマップへの掲載、観光案内
所での商品PR等の特典があります。
■時認定期間獅平成
３０年４月１日～
平成３２年３月３１
日

■対市内に事業所が
あり、土産品を
製造販売している者

■¥登録料獅１商品につき３０００円
■申１月１９日晶までに、申請書を持参・
郵送（必着）・ファクスで安城市観光
協会（市商工課内／〒４４６－８５０１住所
不要／胃〈７６〉１１８４／緯〈７１〉２２３５）へ
※申請書は同協会HP・市商工課で
配布。

市観光土産品登録商品

■時■場■対■内下表のとおり

■¥２００円（保険料）
■申保険料を持って
各申込期間中に
和田スポーツ
（今池町／緯〈９７〉
０２７９）へ
■問スポーツ課（緯

〈７５〉３５３５）

＜一般の部＞
２月１７日松／白馬五竜スキ
ー場いいもりゲレンデ（長
野県北安曇郡白馬村）

日時／
会場

市内在住・在勤・在学のア
マチュア競技者又は市スキ
ー連盟推薦者

出場
資格

●個人大回転
男子獅特選組・２９歳以下・
３０歳代・４０歳代・５０歳代・
６０歳以上（全６部門）
女子獅一般（年齢別無し）
●団体大回転
１チーム男子４人・女子１人

種目

１月４日昭～１９日晶申込期間

＜少年の部＞
３月４日掌／ひだ舟山スノ
ーリゾートアルコピア（岐阜
県高山市）

日時／
会場

保護者同伴又はクラブ責任
者の引率により参加できる
市内在住の小・中学生

出場
資格

●個人大回転
小学１～４年生、小学５・６年
生、中学生（男女別全３部門）

種目

１月４日昭～２月２日晶申込期間

第３８回安城選手権大会冬季
スキー競技会出場者

「ダンスで安城を元気にしよう！」を
合言葉に、アンフォーレ会場とホコ天
きーぼー市会場で同時にダンスイベン
トを開催します。地元のダンス好きな
人で、まちなかを盛り上げてくれる出
演者を大募集。ダンスのジャンルは問
いません。
■時２月２４日松午前１０時～午後４時
■場アンフォーレホール（屋内ステージ）、
ホコ天きーぼー市（屋外ステージ）
■対下記の全てに該当すること
暫２人以上
暫グループ内に市内在住・在勤者が
いる

暫アンフォーレ・ホコ天きーぼー市
の両会場に出演できる

■定１５枠（先着順）
■¥１人５００円（まちなか商品券付き）
■他持ち時間は１枠１５分（３０人以上のグ
ループは２枠分）。出演の時間帯は、
出演者の希望を聞いた上で主催者側
が決定。ステージの広さ等詳細はア
ンフォーレHPで確認してください
■申１月３１日昌までに申込用紙を持参か
ファクスで安城プロモーションズ
（アンフォーレ
総合案内／胃

〈４５〉５０９７／緯

〈７６〉１４００）へ
※申込書はア
ンフォーレHP
で配布。

安城まちなかダンスフェス
ティバルステージ出演者

■内職務内容獅給食等に関すること、保
育環境の整備 勤務開始月獅平成３０
年４月（応相談） 勤務場所獅市内公
立保育園 通勤割増獅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 その他獅就
労時間内禁煙 選考獅面接（申込時
又は指定日） 募集人数獅各若干名

■申午前８時３０分～午後５時（松掌抄・
年末年始を除く）に、写真付履歴書
を持って子ども課（緯〈７１〉２２２８）へ

保育園臨時用務員

＜臨時用務員＞
捷～晶午前８時３０分～午後
５時１５分（休憩６０分）勤務日時

時給１０６０円賃金

＜用務員パート（５時間）＞
捷～晶午前１０時３０分～午後
４時（休憩３０分）勤務日時

時給９３０円賃金

碧南市で行われる安城市のホームチーム「アイシンＡＷウィングス」の試
合に、市からバスで応援に行く「市民サポーター」を大募集します！
女子バスケットボール日本リーグ・新潟アルビレックスBBラビッツ戦
■時１月１３日松 試合開始獅午後２時
■場碧南市臨海体育館（碧南市浜町）
観戦ツアー
■時集合獅午後０時３０分 解散獅午後５時予定
■場集合・解散場所獅市役所さくら庁舎
■定４０人（先着順）
■申１２月１７日掌～２８日昭午前９時～午後５時（捷を
除く）に、所定の申込書を持参かファクス・Ｅ
メールでスポーツ課（市野球場Ａ面スタンド下
／胃〈７７〉９２９３／my-sports-anjo@city.anjo.
lg.jp）へ
※申込書は安城ホームチームサポー
ター事業公式HP・スポーツ課で配
布（右QRコードからもアクセス可）。

女子バスケットボール
アイシンＡＷウィングスを応援に行こう！

■問スポーツ課（緯〈７５〉３５３５）

■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



４月～９月に募集したコンテストに
５４人の応募があり、審査の結果、各部
門賞がそれぞれ選ばれ、１１月２４日に堀
内公園で表彰式が行われました。
入賞作品の写真は１２月２５日捷まで堀
内公園に展示し、以降、明祥プラザ・
作野福祉センター・北部公民館・エコ
きち等で展示します。
受賞者は次の皆さんです。〈敬称略〉

ガーデニングコンテスト

エコネットあんじょう賞（写真）獅峯岸
のり子 美化部会長賞獅沢田和子 サ
ルビア賞獅太田豊美、田中和美
みどりのカーテンコンテスト
エコネットあんじょう賞獅高橋誠二
美化部会長賞獅今井金子
オープンガーデンコンテスト
エコネットあんじょう賞獅竹本洋子
美化部会長賞獅磯村光子
■問エコネットあんじょう（緯〈５５〉１３１５）、
公園緑地課（緯〈７１〉２２４４）

安城市橋梁長寿命化修繕計画
を見直しました
市が管理する橋梁の維持管理コスト
縮減及び予算の平準化を目的とした橋
梁長寿命化修繕計画を平成２５年に策定
し、修繕工事を順次実施してきました。
また、平成２６年７月１日施行の「道路
法施行規則の一部を改正する省令（平
成２６年国土交通省令第３９号）」により、
５年に１回の点検が義務化されました。
こうした中、本市では平成２７年度よ
り橋梁定期点検を進めており、平成２８
年度に実施した点検結果を踏まえ、橋
梁長寿命化修繕計画を見直しました。
詳細は市HPに掲載しています。

■問土木課（緯〈７１〉２２３９）

「南海トラフ地震に関連す
る情報」の発表を始めます
気象庁では、これまでの予知を前提
とした「東海地震に関連する情報」の発
表に代えて、新たな防災対応が定めら
れるまでの当面の間、「南海トラフ地震
に関連する情報」を発表することとし
ました。
「南海トラフ地震に関連する情報（臨
時）」が発表されたときは、家具の固定、
避難場所・避難経路の確認、家族との
安否確認手段の取り決め、家庭におけ
る備蓄の確認等、日頃からの地震への
備えを再確認してください。
また、本情報を発表していなくても、
南海トラフ沿いの大規模地震が発生す
ることもあります。詳細は気象庁HP
を参照してください。
■問危機管理課（緯〈７１〉２２２０）

あぜ草焼きにご理解を
ごみの野焼きは原則禁止ですが、農
作業のためのやむを得ないあぜ草焼き
等は認められています。農産物に被害
を与えるカメムシは、洗濯物に付いて
家の中に侵入する等、一般生活にも被
害を与えます。あぜ草焼きはカメムシ
の駆除手段として有効です。
この冬も市内各地であぜ草焼きを行
います。事前に町内会の回覧板等で周
知したうえで実施しますので、ご理解
とご協力をお願いします。
■問農務課（緯〈７１〉２２３３）

ガーデニングコンテスト結果

１０月分／受付順／敬称略
市社会福祉協議会善意銀行
更生保護女性会、横山眞司、安城市消
費生活学校、中部公民館利用者、沓名
位泰、ほほえみダンス、西部高齢者教
ただ ひろ

室、太田勉、ふれあいダンス、碧海信
用金庫事務センター、中村富士子、永
見道佳、匿名
市役所関係
市民交流センター来館者ほか（募金箱）、
望月純一、福田秀夫、島田恒秀、植村
晃久、若月治、中津勝善、小松茂樹、
野﨑剛志、光本啓二朗、加藤政義

福祉への善意・寄付

青少年の非行・被害防止に
取り組む県民運動（冬期）

「非行の芽 はやめにつもう みな我
が子」（青少年の非行・被害防止に取り
組む県民運動スローガン）
冬休みは、お年玉等で子ども達の自
由になるお金が増え、ゲーム等での無
駄遣いも多くなりがちです。また、夜
遊びや無断外泊等が習慣化するのもこ
の時期です。
市は「青少年の非行・被害防止に取
り組む県民運動（冬期）」強調月間に合
わせて、青少年の非行・被害防止と有
害環境浄化のための声かけパトロール
を行っています。
地域の子に温かい目を向け、積極的
に大人から声をかけ、青少年の非行・
被害防止に地域ぐるみで取り組むよう
お願いします。
■時強調月間獅１２月２０日昌～１月１０日昌

■問青少年愛護センター（市青少年の家
内／緯〈７６〉３４３２）

■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
芽広報あんじょう 2017.12.15

１月の土器づくり教室
■時９日昇～１２日晶・１６日昇～１９日晶・
２３日昇～２６日晶・３０日昇・３１日昌午
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〉４４
９０）

情
報
ボ
ッ
ク
ス
は
左
側
か
ら
お
読
み
く
だ
さ
い

１月１２月
施 設 名 ５４３２１３１３０２９２８２７２６

晶昭昌昇抄掌松晶昭昌昇

休休休休休休

市役所、明祥・桜井・北部支所、アンフォーレ本館（証明・旅券窓
口センターについては隠、図書情報館については迂を参照）、保健セン
ター、アグリライフ支援センター、せん定枝リサイクルプラント、
安城ビジネスコンシェルジュ、市民交流センター、KEYPORT

陰

休休休休休休休証明・旅券窓口センター、市民会館隠

休休休休休休教育センター韻

休休休休休休各地区公民館、青少年の家、スポーツセンター（アリーナ・事務室・
トレーニングルーム）吋

休休休休休休環境クリーンセンター、リサイクルプラザ右

休休休休休休休堀内公園宇

休休休リサイクルステーション、エコらんど烏

休休休休休休休休
歴史博物館、市民ギャラリー、埋蔵文化財センター、丈山苑、安祥
閣、スポーツセンター（プール）、マーメイドパレス、福祉センター、
社会福祉会館、勤労福祉会館

羽

休休休休休休休休図書情報館迂

休休デンパーク雨

休休休休休休休休休秋葉いこいの広場エコきち卯

レンタサイクルのサイクルポート（JR及び名鉄駅設置ポート）鵜

休総合斎苑窺

【市民課窓口混雑予測カレンダー】
土金木水火月日

１２／３０
閉庁日

１２／２９
閉庁日

１２／２８
★

１２／２７
★

１２／２６
☆

１２／２５
★

１２／２４
閉庁日

１／６
閉庁日

１／５
★

１／４
★

１／３
閉庁日

１／２
閉庁日

１／１
閉庁日

１２／３１
閉庁日

１／１３
閉庁日

１／１２
☆

１／１１
☆

１／１０
★

１／９
★

１／８
閉庁日

１／７
閉庁日

●市民課の混雑状況予測
例年、年末年始は市民課窓口が大変混み合います。下記「混雑予測カレンダー」を参考に、混み合う日を
避けての来庁にご協力ください。また、市民課業務は下記窓口でも取り扱っていますのでご利用ください。

■問 ▼市民課（緯〈７１〉２２２１）

★
非
常
に
混
雑
し
ま
す

☆
混
雑
し
ま
す

【市役所以外の市民課業務取扱場所】
明祥支所（明祥プラザ内）、桜井支所（桜井公民館内）、
北部支所（北部公民館内）

平日午前８時３０分～午後５時１５分（祝日、年末年始
（１２／２９～１／３）を除く）

開庁
日時

各種証明書（住民票・印鑑証明・戸籍謄（抄）本・所
得（非）課税証明書等の交付、住所の異動・戸籍の
届出（外国籍の方を除く））

取扱
業務

証明・旅券窓口センター（アンフォーレ本館1階）
毎日午前９時～午後５時（アンフォーレ休
館日（※）を除く。パスポートは取扱日が異
なりますのでご注意ください）

開庁
日時

各種証明書の交付（住所の異動や戸籍の届
出は受付不可）、パスポートの申請・交付
（申請は平日のみ、交付は平日と日曜日（祝
日を除く））

取扱
業務

※祝日を除く毎月第２昇、偶数月第４昇・年末年始。

急な病気には 休日夜間急病診
療所等について、本紙１６ページ
に掲載しています
出生・死亡・婚姻の届出 市役
所の休業日は、市役所当直室で
受け付けます

蛾 広報あんじょう 2017.12.15

＜注＞
陰１月４日昭に安城ビジネスコンシェルジュを利用する場合は事前に連絡してください。
韻１２月２８日昭の開館時間は午後５時１５分まで。
吋１２月２８日昭の開館時間は午後５時まで。
右１２月２９日晶は午前８時３０分から正午まで家庭ごみの受付を行います。
羽福祉センターのうち、明祥福祉センターは１２月２８日昭・１月４日昭も開館。
鵜JR及び名鉄駅以外のポートは、設置施設の休業日に準じます。

年末年始の施設休業日等


	p10
	p11
	p12
	p13
	p14
	p15



