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■申申し込み方法など ■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。

■中央図書館年末年始の休館日
■時１２月２９日捷～来年１月５日捷

暫返却は同館の返却ポストを利用し
てください

暫予約は同館ウェブサイトで受け付
けています（資料の受け取りは１
月６日昇以降）

暫１２月１６日昇～２８日掌は貸し出し期
間を３週間に延長します

■ビジネス支援コーナー
■内会社年報、各種白書・統計、履歴
書の書き方などの資料を展示。仕
事や就労に活用してください
※同コーナーの資料は貸し出し不
可。コピー機を利用してください。

１日抄～５日捷・１９日捷・２３日晶・
２６日捷

中央図書館（緯〈７６〉６１１１）

１月の休館日

中央図書館の携帯電話
用ウェブサイトへ葛葛

お知らせ

※対象年齢は目安です。

来年１月６日昇・
２０日昇午前１０時
３０分

えほんとわらべう
たの会（０～２歳）

来年１月８日昭
午前１０時３０分

おはなしゆりかご
（０～２歳）

来年１月１０日松
午後２時

おはなしどんどん
（３歳～小学３年生）

来年１月１４日昌
午前１０時３０分

おはなしたまてば
こ（１～５歳）

来年１月１５日昭
午前１０時３０分

いないいないばあ
（１～５歳）

来年１月１７日松
午前１０時３０分

ででむし会～新美
南吉作品朗読会～
（小学生以上）

来年１月１８日掌
午後２時

かみしばいの会（３
歳～小学３年生）

来年１月２４日松
午前１１時

大人のための絵本
朗読会（一般）

来年１月２７日昇
午前１０時３０分

絵本好き集まれ！
おすすめ絵本紹介

来年１月２８日昌
午前１０時３０分

おはなしまあだ（１
～５歳）

来年１月２９日昭
午前１０時３０分

おはなしの森（１～
５歳）

おはなし会

障害者就労支援講演会
障害者就業・生活支援センター「く

るくる」の役割や障害者との関わり方
について話します。
■時来年１月９日晶午前１０時～１１時３０分
■場文化センター
■内演題獅”将来”をイメージしながら
”今”を考える～ＮＰＯ法人くるくる
の取り組み～ 講師獅前島隆

りゅう

一氏
いち

（同センター長）
■問障害福祉課（緯〈７１〉２２２５）

１月の土器づくり教室

■時１３日昇～１７日松・２０日昇～２３日晶・
２７日昇～３１日松午後１時～４時（受
け付けは午後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・２年生は保護
者同伴）

■場■問埋蔵文化財センター（緯〈７７〉４４９０）

１月の移動児童館
■対■時■場乳幼児親子諮６日昇・２０日昇獅

南部公民館 ７日昌・２１日昌獅東部
公民館 １６日晶・３０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）

デンパーク新春イベント
■場■問デンパーク（緯〈９２〉７１１１）
ナイター営業
■時来年１月４日掌まで（１２月１６日昇、
２９日捷～来年１月１日抄を除く）

■内午後９時まで開園時間を延長
※来年１月２日晶～４日掌は午後７
時まで。

三河万歳の初舞
■時来年１月２日晶午前１１時
書道パフォーマンス
■時来年１月２日晶午後２時
■内安城高等学校書道部の生徒たちが書
道を披露

大道芸パフォーマンス
■時来年１月３日松・４日掌午前１１時、
午後１時・３時

臨時休園のお知らせ
来年１月１４日昌～１９日捷は臨時休園
します。
※クラブハウスは２６日捷まで閉館。

安城選手権大会冬季スキー
競技会
■時■場①一般の部獅来年２月１４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
部獅来年３月１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、団体大回転 ②獅

個人大回転
■対①獅市内在住・在勤・在学のアマチ
ュア競技者 ②獅保護者同伴または
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
※団体は男性４人、女性１人で構成。

■￥１５０円（保険料）
■申保険料を持って ①獅来年１月７日
昌～２３日晶 ②獅来年１月７日昌～
２月６日晶に和田スポーツ（緯〈９７〉０
２７９）へ

■問市体育館（緯〈７５〉３５３５）

親親子で遊びましょ親子で遊びましょうう

イルミネーションをお楽しみくださイルミネーションをお楽しみくださいい

滑走技術を競いま滑走技術を競いますす

■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・受講料など ■持持ち物 ■他その他
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プラネタリウム１月の生解
説
■内■時新春の星空のおはなし獅４日掌・
１０日松～１２日抄午後１時３０分・３時
仲間の星を探そう獅１７日松・１８日掌・
２４日松・２５日掌・３１日松午後１時３０
分・３時（１８日は午後１時３０分のみ）

■￥５０円（団体４０円、中学生以下無料）
■場■問文化センター（緯〈７６〉１５１５）

■時１２月１６日昇～２８日掌午前９時～午後
７時（松掌抄は午後５時まで。２２日
捷を除く）

■内本紙掲載の特集「三河地震から７０年、
地域防災を考える」にちなみ、三河
地震に関する本や地震対策、防災に
関する本を展示

■場■問中央図書館（緯〈７６〉６１１１）

図書館のおすすめ本コーナー
「三河地震を知っていますか」

■時来年１月１７日松午前１０時～１１時３０分
■場社会福祉会館
■内悪徳商法など高齢者の消費者被害か
ら、家族や自分を守る方法を学ぶ

■講森未央子氏（弁護士）
み お こ

■定７０人（先着順）
■申１２月２０日松午前９時から、氏名・電
話番号を直接か電話・Ｅメールで社
会福祉協議会（緯〈７７〉２９４１／syaky
o@city.anjo.aichi.jp）へ

消費者被害を未然に防ごう
～成年後見人ってなあに～

マーメイドパレスの催し

■場■問マーメイドパレス（緯〈９２〉７３５１）
お菓子のつかみどり
■時１２月２７日松・２８日掌

■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）
■￥プール利用料
ジャンケン大会
■時１２月２８日掌午後２時
■内じゃんけんに勝った人にプール利用
券を進呈

■対当日のプール利用者
■定１００人（当日先着順）
■￥プール利用料
歳末抽選会
■時１２月２９日捷 トレーニングルーム獅

午前１０時 プール獅午後１時
■内電化製品や生活用品、施設利用券な
どが当たる抽選会

■対当日トレーニングルームまたはプー
ルを利用した１５歳以上（中学生を除
く）

■定各１００人（当日先着順）
■￥施設利用料

職職員おすすめの本をご覧くださ職員おすすめの本をご覧くださいい

季節の食事「七草粥」を味わおう
■時来年１月１０日松午前１０時～１１時３０
分

■対４歳以上の子とその保護者
■定１０組（先着順）
■￥１００円
■持おわん・箸・スプーン
木でコマを作ってあそぼう
■時来年１月１１日掌午前１０時～１１時３０
分

■対４歳以上（未就学児は保護者同伴）
■定１０組（先着順）
■￥１００円
桜井凧を作って遊ぼう
■時来年１月１８日掌午前９時３０分～正
午

■対小学生以上
の子とその
保護者

■定１５組（先着
順）

■￥３００円
■他名古屋大須
のアイドルグループＯＳ☆Ｕ（オー
エスユー）のメンバーも参加しま
す

秋葉公園で自然をみつけよう
■時来年１月１７日松午前１０時～１１時３０
分

■対４歳以上（未就学児は保護者同伴）
■定１０組（先着順）
ネイチャーゲーム鳥さがし
■時来年１月２４日松午前１０時～１１時３０
分

■内秋葉公園で鳥を探し、カードに描
いてかるた遊びをします

■対４歳以上（未就学児は保護者同伴）
■定１０組（先着順）
自転車さんぽで快適エコライフ
■時来年１月１０日松午後１時３０分～３
時

■内自転車でのエコライフについて、
気軽に話し合います

■対１５歳以上（中学生を除く）
■定２０人（先着順）
安城の森づくり
■時来年１月２５日掌午後１時３０分～３
時

■内安城の森づくりについて話し合い
ます

■対１５歳以上（中学生を除く）
■定１０人（先着順）

■場環境学習センターエコきち
■申１２月２２日捷～各講座開催日３日前までの午前９時～午後９時（昌、１２月２８
日掌～来年１月４日掌を除く）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（☎・胃〈７６〉７１４８）
へ



■問清掃事業所（緯〈７６〉３０５３）
年末の最終収集日以降は、１週間程度ごみ収集がありません。収集日
程は、各家庭に配布した「ごみカレンダー」で確認してください。
また、特別体制で収集しますので、必ず午前８時までにごみを出して
ください。
■他大掃除などで出た多量のごみ・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

■年内の粗大ごみ有料収集の最終日
■時１２月２６日晶

■申１２月２４日昌までの捷～晶午前８時３０分～午後５時（抄を除く）に、粗大
ごみ受付センター（緯〈７７〉４４１１）へ

今年度より次の期間運休します。
■時運休期間獅１２月３０日昇～来年１月３
日松

■問都市計画課（緯〈７１〉２２４３）

あんくるバス・あんくるタ
クシー年末年始の運休

通常、毎月１日午後４時に実施して
いる試験放送は、各家庭への影響を考
慮し、来年１月１日抄の放送を取り止
め、１月５日捷午後４時に実施します。
■問危機管理課（緯〈７１〉２２２０）

防災ラジオ試験放送日の変
更

市有地を入札で売却します
■時■場入札・開札獅来年２月９日捷午前
１０時３０分／市役所西会館

■内■￥下表のとおり
■対市税の滞納がない法人など
※個人での取得および転売目的の取
得は不可。

■他現況有姿での引き渡しとなります
■申来年１月２２日昭～３０日晶午前８時３０
分～午後５時（松掌を除く）に、申込
書など必要書類、入札保証金２０万円
を持って財政課（緯〈７１〉２２１０）へ
※申込書・応募要領は同課・市公式
ウェブサイトで配布。事前に必要書
類を確認してください。

最低入札
価格面積所在地／

用途地域

１億７４１６万
５０００円６，８５６．９２㎡

高棚町茨池５９
ばら いけ

ー１／市街化
調整区域

碧海信用金庫本店前会場（御幸本町）
■時１２月２７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

■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２７日松午前１０時～午後２時
■内縁日コーナー、謎解きラリー、手作
り品・地元産野菜・特産物の販売、
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。きーぼ
ーショップミニでは、限定きーぼー
グッズを販売

■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
各会場で買い物をした人に、当日と
来年１月のホコ天きーぼー市開催日に
利用できる乗車券を各１枚進呈。
■問都市計画課（緯〈７１〉２２４３）

今月のホコ天きーぼー市

シルバーカレッジ１８期生・
ＯＢ作品展
俳句や写真、手芸などを展示します。

■場■問文化センター（緯〈７６〉１５１５）
１８期生作品展
■時来年１月９日晶～１１日掌午前９時３０
分～午後４時

ＯＢ（１４～１７期生）作品展
■時来年１月１６日晶～１８日掌午前９時３０
分～午後４時

平成２６年度福祉ガイドブッ
クを配布
県が発行している、障害福祉に関す
るサービスや助成制度などについて紹
介したガイドブックを配布しています。
■対障害者手帳の交付を受けた人
■申捷～晶午前８時３０分～午後５時１５分
（抄、１２月２９日捷～来年１月２日晶

を除く）に、障害者手帳を持って障
害福祉課（緯〈７１〉２２２５）へ
※本人が来庁できない場合は、代理
人も可。
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調調理の仕方などもアドバイスしま調理の仕方などもアドバイスしますす

売却予定地（中心から東側方向を撮影売却予定地（中心から東側方向を撮影）） 障害福祉課で配布していま障害福祉課で配布していますす

■申申し込み方法など ■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。

償却資産の申告を忘れずに
来年１月１日抄現在、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。
■申来年２月２日捷までの午前８時３０分
～午後５時１５分（松掌抄、１２月２９日
捷～１月２日晶を除く）に、申告書
を持参か郵送で資産税課（〒４４６−８５
０１住所記載不要）へ

■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）のウェブサイトでも申告
ができます。
中小企業など償却資産の９５％減税申請
はお早めに
個人事業者・中小企業を対象に、平
成２５年１月２日～平成２６年１月１日に
取得した償却資産の９５％減税をします。
対象資産がある人には、詳細や申請書
を償却資産申告書に同封しますので、
合わせて申請してください。

「南吉の下宿先」の見学を一
時休止
排水処理工事のため、次の期間は見
学できません。
■時工事期間獅来年１月６日昇～１７日松

■問企画政策課（緯〈７１〉２２０４）

工業統計調査にご協力を
製造業を営む事業所を対象として、
その活動実態を把握するために１２月３１
日昌現在の工業統計調査を実施します。
調査結果は、国や地方公共団体の行
政施策の重要な基礎資料として利用さ
れます。
■問経営管理課（緯〈７１〉２２０５）

※１：１２月２７日松は住民票の写し、各種税証明書の交付（転入・転出・転居などを除く）など、土曜開庁窓口を午前８時３０分
から正午まで実施しています。
※２：１２月２６日晶の開館時間は午後５時１５分まで。
※３：１２月２９日捷は午前８時３０分から正午まで開業しています。
※４：１２月２８日掌の開館時間は午後５時まで。
※５：１２月２８日掌の開館時間は午後５時まで。また１２月２８日掌と１月４日掌はプールのみ休館。
※６：サイクルポートのうち、水のかんきょう学習館は１２月２６日晶から休業。ＪＲ安城駅・三河安城駅、名鉄新安城駅・南
安城駅は年中無休。

●急な病気には 事前にかかりつけ医の休診日を確認しておきましょう。休日夜間急病診療所は、本紙２１ページに掲載
●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

１月１２月
施設名 ５４３２１３１３０２９２８２７

捷掌松晶抄昌昇捷掌松

休休休休休休休休休市役所（※１）、南部・桜井支所、北部出張所、教育センター（※２）、保健セン
ター、環境クリーンセンター（※３）、リサイクルプラザ（※３）

休休休休休休休休休休アグリライフ支援センター
休休休休休休休休勤労福祉会館、秋葉いこいの広場
休休休休休休休せん定枝リサイクルプラント

休休休休休休休休休社会福祉会館、福祉センター、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

休休休休休休市民会館（※４）、体育館（※４）、スポーツセンター（※５）、堀内公園、レンタサ
イクルのサイクルポート（※６）

休休休休休休休文化センター（※４）、地区公民館（※４）、青少年の家（※４）、市民交流センター
休休休休休休休休中央図書館

休休休休デンパーク
休休休休休休マーメイドパレス

休総合斎苑
休休休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

＊＊＊年末年始の施設休業日など＊＊＊

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、お年玉などで子どもたち
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、夜遊びや無断外泊などが習慣化す
るのもこの時期です。
青少年の非行・被害防止のため、地
域の子に目を向け、大人から積極的に
声かけをお願いします。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日松～来年１月１０
日松

■問青少年の家（緯〈７６〉３４３２）

駕 広報あんじょう 2014.12.15

南南吉の下宿南吉の下宿先先（新田町）（新田町）

■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・受講料など ■持持ち物 ■他その他


