
■中央図書館年末年始休館日のご
案内
■時１２月２９日昭～１月４日昌

暫返却は同館の返却ポストを利用し
てください。予約は同館ウェブサ
イトで受け付けています

暫１２月１５日昭～２８日昌は貸出期間を
３週間に延長します

■よいお年を！年越し福袋
図書館職員が年越しにオススメの
本を選び、福袋にして貸し出します。
■時１２月２３日抄～２８日昌

■定配布数諮一般向け獅２０個 子ども
向け獅６０個（先着順、１人１袋）

■他貸出には１～３冊分の貸出枠が必
要です

■新春たこ展示会
本市の伝統的な桜井凧を中心に、
館内にさまざまな凧を展示します。
■時１月５日昭～２２日掌

中央図書館（緯〈７６〉６１１１）

お知らせ・催し
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■時１月１８日昌午後１時３０分～３時
■場安祥閣
■内自宅でできるおいしいお茶の煎れ方
を教えます

■講稲垣啓氏（日本茶インストラクター）
あきら

■定１０人（先着順）
■￥１０００円（和菓子代等含む）
■申１２月２２日昭～１月１１日昌午前１０時～
午後３時（休館日を除く）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）

急須でいれる あったか煎
茶講座

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２月９日昭午前９時３０分～正午
■場中部調理場
■内献立獅五目ラーメン、米粉ししゃも
フライ、粉ふき芋、牛乳、コーヒー
牛乳の素
※変更の場合あり。

■対平成２９年度に市立保育園・幼稚園へ
入園する予定の子の保護者（団体の
場合は１０人以内）
※子の同席は、平成２９年度入園予定
で３歳以上の場合のみ可。

■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１９日捷～２６日捷午後１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）

西三河願いごとカウントダ
ウンフェスタinデンパーク
今回で２回目を迎えます。前回実施
したイベントに加え、新しいイベント
を多数用意しています。
■時１２月３１日松午後６時～１月１日抄午
前１時

■場デンパーク
■￥前売チケット獅大人１０００円、小・中
学生５００円（未就学児は無料）
※チケット購入方法は問い合わせて
ください。

■内カウントダウン花火、願いごとカウ
ントダウンミュージックライブ、西
三河エリアの様々なパフォーマンス
チームが登場する「仮装パレードコ
ンテスト」、有名フードをピックアッ
プした「西三河フードフェスタ」等

■問西三河願いごとカウントダウンフェ
スタ実行委員会事務局（叙meets内
／緯〈７１〉４３３５）、商工課（緯〈７１〉２２３５）

安城選手権大会冬季スキー
競技会
■時■場①一般の部獅２月１８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） ②少年の部獅

３月５日掌／ひだ舟山スノーリゾー
トアルコピア（岐阜県高山市）

■内①獅個人大回転（男子は特選組、２９
歳以下、３０歳代、４０歳代、５０歳代、
６０歳以上の６部門、女子は部門分け
なし）、団体大回転（１団体につき男
子４人、女子１人） ②獅個人大回
転（男女ともに小学１～４年生、小
学５・６年生、中学生の３部門）

■対①獅市内在住・在勤・在学のアマチ
ュア競技者 ②獅保護者同伴又はク
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

■￥１５０円（保険料）
■申保険料を持って①獅１月４日昌～２０
日晶 ②獅１月４日昌～２月３日晶

に和田スポーツ（今池町／緯〈９７〉０２７９）
■問市体育館（緯〈７５〉３５３５）

■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。

※対象年齢は目安です。

１月のおはなし会
５日昭
午前１０時３０分

おはなしゆりかご
（０～２歳）

７日松
午後３時

おはなしレストラン
（小学生以上）

１１日昌
午前１０時３０分

おはなしたまてばこ
（１～５歳）

１４日松
午後２時

おはなしどんどん
（３歳～小学３年生）

１５日掌
午後２時

かみしばいの会
「新年お楽しみ会」
（３歳～小学３年生）

１７日昇・２４日昇
午前１０時３０分

えほんとわらべうた
の会（０～２歳）

１９日昭
午前１０時３０分

いないいないばあ
（１～５歳）

２１日松
午後２時

南吉朗読ででむし会
（小学生以上）

２５日昌
午前１０時３０分

おはなしまあだ
（１～５歳）

２７日晶
午前１０時３０分

絵本好き集まれ！お
すすめ絵本紹介（一般）

２８日松
午前１１時

大人のための絵本朗
読会（一般）

１月の休館日
１日抄～４日昌・１６日捷・２３日捷・
３０日捷

■安城の三河万歳保存会の舞
■時■場１２月３１日松午後１１時３０分施池浦天満宮（池浦町） １月１日抄午前０時施

南明治八幡社（花ノ木町）、大岡白山神社（大岡町）、榎前八劔神社（榎前町）
午前０時１０分施不乗森神社（里町） 午前０時４５分施白山比売神社（今本町）、
二本木八幡社（緑町）、上条白山媛神社（上条町）
※時間は前後することがあります。

■問歴史博物館（緯〈７７〉６６５５）

■丈山苑三河万歳「招福の舞」
新春を寿ぎ、丈山小学校児童が

ことほ

可愛く舞います。
■時１月７日松午後２時～２時２０分
■￥入苑料１００円（中学生以下無料）
■場■問丈山苑（緯〈９２〉７７８０）
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エコはねつきをつくってあそぼう
■時１月５日昭・６日晶午前１０時～１１時
３０分

■内エコ素材で羽子板を作り、ムクロジ
のはねではねつきを
します

■対４歳以上の子とその
保護者

■定各１０人（先着順）
七草粥を味わおう
■時１月７日松午前１０時～１１時３０分
■内春の七草を使って健康七草粥を作り
ます

■講古居敬子氏（環境アドバイザー）
けい こ

■対４歳以上の子とその保護者
■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

雪だるまスノードーム
■時１月８日掌・９日抄午前１０時～１１時
３０分

■内雪だるまバージョンのスノードーム
を作ります

■講本間嘉彰氏
よし あき

■対４歳以上の子とその保護者
■定各１０人（先着順）
■￥３００円
廃油せっけんづくり体験
■時１月１５日掌午前１０時～正午
■講古居敬子氏
■対１８歳以上
■定１０人（先着順）
■持長袖シャツ
共通事項
■申１２月１８日掌～各講座開催日３日前
（休館日の場合はその前日）までの午
前９時～午後９時（休館日を除く）に、
講座名・住所・氏名・年齢・電話番
号・参加人数を、直接か電話・ファ
クスで環境学習センターエコきち
（☎・胃〈７６〉７１４８）
※受付初日は、１家族１講座のみ。

環境学習センター「エコき
ち」の講座

碧海信用金庫本店前会場（御幸本町）
■時１２月２４日松午前９時から（商品がな
くなり次第終了）

■内地元産野菜の販売・調理法のアドバ
イスに加え、午前１０時３０分から食育
紙芝居を上演

■問農務課（緯〈７１〉２２３３）
JR安城駅南側ホコ天会場（御幸本町）
■時１２月２４日松午前１０時～午後３時
■内子どもの遊び場（昔懐かしい手作り
おもちゃが登場）、地元産野菜・特産
物・ハンドクラフトグッズ等の販売、
きーぼーショップミニ、商店街アイ
ドル「看板娘。」ステージ、きーぼー
のお楽しみ抽選会

■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

■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日昌

■対４歳～小学生（未就学児は保護者同
伴）
期間限定「回数券限定販売」
■時１月４日昌～３０日捷

■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
ノルディックウォーキング＆棒ビクス
体験会
■時１月１４日松諮①ノルディックウォー
キング獅午前９時３０分～１０時３０分
②棒ビクス獅午前１１時～正午

■内①獅ポールの使い方、歩き方 ②獅

肩こり腰痛予防体操
■対①②獅小学生以上
■定①獅４０人 ②獅２０人 いずれも先着
順

■￥器具使用料各５００円。両方使用する
場合は８００円、持参する人は無料

■持運動しやすい服装・靴、飲み物
■申１２月２１日昌～１月１３日晶午前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

堀内公園の催し

丈山苑新春茶会
■時１月８日掌午前１０時～午後３時
■内箏の演奏を聴きながら、お抹茶を楽
しめます

■￥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）

■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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■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１８日掌午後２時・５時
クリスマスコンサート
■時１２月２３日抄午後３時・５時
■内出演獅愛知学泉大学オーケストラ
クリスマスキャロル
■時１２月２４日松午後３時・５時
■内出演獅光ヶ丘女子高等学校合唱部
クリスマスコーラス
■時１２月２５日掌午後３時・５時
■内出演獅安城学園高等学校合唱部
書道パフォーマンス
■時１月２日承午後３時
■内出演獅安城高等学校書道部

■問デンパーククラブハウス（緯〈９２〉７１１２）
■￥入園料別途
■申１２月２１日昌～１月９日抄午前９時３０
分～午後５時（休園日を除く）に、直
接か電話で同クラブハウス

チーズ講座「世界のチーズを楽しもう！」
■時１月１９日昭、２月１６日昭、３月１６日
昭午前１０時３０分～正午（全３回）

■講加藤純
じゅん

子氏（ＣＰＡ認定チーズプロ
こ

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（１回１０００円～１５００円の材料
費別途必要）
整理収納お片付け講座
いつか片づけよう…今度にしよう…
の思いを断ち切って「今やるぞ！」スイ
ッチを入れます。過去は変えられない、
でも、これからの人生はあなた自身で
変えられる！
■時１月２０日晶、２月２４日晶、３月１７日
晶午前１０時３０分～正午（全３回）

■講岡京
きょう

子氏（整理収納アドバイザー）
こ

■定２０人（先着順）
■￥６０００円

デンパーククラブハウスの
体験教室

■問マーメイドパレス（緯〈９２〉７３５１）

プラネタリウム１月の生解
説
■時①４日昌～６日晶 ②７日松～９日
抄・１４日松 ③１５日掌・２１日松・２８
日松・２９日掌 いずれも午後１時３０
分・３時

■内①獅生解説「冬の星空めぐり」 ②獅

生解説「スバルの６人娘」 ③獅生解
説「小犬の涙」
いずれも生解説
に加え通常投映
番組あり

■￥５０円（団体４０円、
中学生以下無料）

■場■問文化センター
（緯〈７６〉１５１５）

１月の土器づくり教室
■時１０日昇～１４日松・１７日昇～２０日晶・
２４日昇～２７日晶・３１日昇午後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）

■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。

お菓子のつかみどり
■時１２月２３日抄・２４日松午前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）
■￥施設使用料
クリスマス大抽選会
電化製品や生活用品、無料券等が
当たる抽選会です。
■時１２月２５日掌午前１０時
■対当日プール又はトレーニングルー
ムを利用した高校生以上

■定１００人（当日先着順）
■￥施設使用料
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２５日掌午前１０時
■対当日プールを利用した小学生以下
■定５０人（当日先着順）
■￥施設使用料
冬休み特別開館
１２月２６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）

女性のためのお手軽エクササイズ
■時陰１月６日晶午前１０時３０分～１１時
３０分 隠１月２０日晶午後１時３０分
～２時３０分

■内陰獅初級編：体力に自信がない人
でも気軽に参加できるお手軽エク
ササイズ 隠獅中級編：ボールを
使ったストレッチや全身運動を取
り入れたお手軽エクササイズ

■講健康運動指導士
■対運動を始めようと思っている中高
年の女性

■定各８人（先着順）
■￥各５００円
■持運動のできる服装、タオル、飲み
物（ペットボトル）

■申１２月２０日昇午前１０時から、電話で
マーメイドパレス
目指せ美ボディ！骨盤エクササイズ
■時陰中級編：１月１９日昭 隠初級
編：１月２７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
ルや姿勢を改善する骨盤体操

■講岩瀬裕子氏
ゆう こ

■対陰施初級編に参加したことがある
人 隠施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、ヨガ
マット又はバスタオル、飲み物
（ペットボトル）
■申陰施１２月２１日昌 隠施１２月２２日昭

いずれも午前１０時から、電話でマ
ーメイドパレス

デンパークのイベント
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あぜ草焼きにご理解を
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）

年末年始はあんくるバス等
を運休します
年末年始はあんくるバス、あんくる
タクシーを次のとおり運休します。
■時運休日獅１２月３０日晶～１月３日昇

■問都市計画課（緯〈７１〉２２４３）

市役所庁舎にデジタルサイネ
ージ・受付番号発券機を設置
１２月１日に広告付き電子看板（デジ
タルサイネージ）を設置しました。ま
た、１月４日に受付番号発券機を設置
します。設置場所等は下表のとおりで
す。
■問行政課（緯〈７１〉２２０８）

受付番号発券機デジタル
サイネージ

混雑する窓口に
受付番号発券機
を設置し、窓口
での待ち時間を
減らします

庁舎内の人が集
まりやすい場所
にポスターの代
わりにディスプ
レイを設置し、
最新の行政情報
を届けます

設置
目的

市民課、国保年
金課

本庁舎・北庁舎
の１階ロビー

設置
場所

叙宣通設置
業者

青少年の非行・被害防止に
取り組む県民運動（冬期）
冬休みは、お年玉等で子どもたちの
自由になるお金が増えます。そのため、
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。
市は強調月間に合わせて、声掛けパ
トロールを行います。皆様も青少年の
非行・被害防止のため、地域の子に温
かい目を向け、大人から積極的に声掛
けをお願いします。
スローガン獅非行の芽 はやめにつも
う みな我が子
■時強調月間獅１２月２０日昇～１月１０日昇

■問青少年の家（緯〈７６〉３４３２）

ご存じですか「無期転換ル
ール」
平成２５年に改正労働契約法が施行さ
れたことに伴い、有期労働契約が繰り
返し更新されて通算５年（平成２５年４
月１日以降に開始する有期労働契約が
対象）を超えたときは、労働者の申込
により期間の定めのない労働契約に転
換できるルール（無期転換ルール）が規
定されました。
本ルールの適用者が発生する平成３０

年4月まで、残り２年を切りました。
本ルールに対する対応をお願いします。
■問愛知労働局雇用環境・均等部指導課
（緯０５２〈２１９〉５５０９）

特定健診の受診期限通知の
お詫びと訂正
一部の方へ送付した特定健診の受診
期限通知において、健康チャレンジ記
録シートの問い合わせ先電話番号に誤
りがありました。正しくは〈７６〉１１３３で
す。訂正とともにお詫びします。
■問国保年金課（緯〈７１〉２２３０）

１０月分／受付順／敬称略
市社会福祉協議会善意銀行
安城市更生保護女性会、安祥福祉セン
ター利用者、ドリームハウス、ふれあ
いダンス、西部高齢者教室、杉山秀樹、
桜井福祉センター利用者、中村富士子、
里の自然を守る会、株式会社デンソー
ハートフルクラブ安城、中部福祉セン
ター利用者、沓名勝博・信子、匿名
市役所関係
株式会社リーフ、ふるさと納税寄附者
（太田淳、伊藤正基、加藤哲彦、本田
幸晴他３４名）、市民交流センター来館者
他（募金箱）

福祉への善意・寄付

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、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。
計画の詳細は市公式ウェブサイトに
掲載しています。
■問土木課（緯〈７１〉２２３９）

償却資産の申告を忘れずに
平成２９年１月１日現在、市内に償却

資産を所有し、事業を営む法人・個人
に申告書を送付します。新たに事業を
始めた法人・個人で申告書が届かない
場合は、連絡してください。
なお、償却資産種類別明細書の記入
方法が、今回の申告から変更となりま
す。詳細は、申告書に同封した申告の
手引きで確認してください。
■申１月４日昌～３１日昇午前８時３０分～
午後５時１５分（松掌抄を除く）に、申
告書を持参か郵送で資産税課（〒４４６
−８５０１住所記載不要）

■問資産税課（緯〈７１〉２２１５）
償却資産の申告はインターネットのご
利用を
地方税ポータルシステムｅＬＴＡＸ（エ

ルタックス）でも申告ができます。
エルタックス URL獅http://www.el
tax.jp/

雇用保険の適用年齢が拡大
されます
平成２９年１月１日より、６５歳以上も
雇用保険の適用対象となります。次に
該当する場合は、事業所からハローワ
ークに届け出てください。
暫１月１日以降、６５歳以上の人が新た
に就職する

暫１２月末までに６５歳以上の人が就職し、
１月１日以降も雇用が継続する
※記載した他にも労働時間や就労日数
等の要件あり。詳細は問い合わせて
ください。

■問ハローワーク刈谷（緯〈８８〉００４０）

■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


