
■場 ■問 同クラブハウス（緯〈９２〉７１１２）
■他 入園料別途。都合により変更する場
合があります。詳細は問い合わせて
ください。
押し花教室　　　　　　　　　　　　
■時 １１月３日抄午
前１０時から

■定 １００人（当日先
着順）

■￥ ５００円から
スイートポテト教室　　　　　　　　
■時 １１月３日抄・
６日松・７日
掌・１３日松・
１４日掌午前１１
時、午後１時・
２時３０分

■定 各１６人（先着順）
■￥ ５００円
■申 当日午前９時３０分から同クラブハウ
スへ
手作りパン教室　　　　　　　　　　
■時 １１月３日抄・６日松・７日掌・１３日
松午後１時・２時３０分

■定 各４８人（先着順）
■￥ ５００円
■申 当日午前９時３０分から同クラブハウ
スへ
男の料理教室「安城和牛のビーフシチ
ュー」
■時 １１月５日晶午前１０時
■定 ２０人（先着順）
■￥ １６００円
■申 １０月２２日晶午前９時３０分から同クラ
ブハウスへ
かんたん七宝アクセサリー教室　　　
■時 １１月６日松・７日掌午前１０時から
■定 各５０人（当日先着順）
■￥ ８００円から
テーブルフォトふわふわ写真講座　　
■時 １１月１０日昌・
１７日昌午前１０
時（全２日）

■講 岡本 由  樹  子 氏
ゆ き こ

（名古屋ビュ
ーティーセン
ター講師）

■定 ２０人（先着順）
■￥ ２３００円
■申 １０月２２日晶午
前９時３０分から同クラブハウスへ

木工ペイント教室　　　　　　　　　
■時 １１月１３日松・１４日掌午前１０時から
■定 各１００人（当日先着順）
■￥ ５００円から

■内 ■時 ペガスス座とアンドロメダ座の関
係は？獅７日掌・１４日掌午後１時３０
分・３時　四角形は物差しか？道し
るべか？獅２１日掌・２８日掌午後１時
３０分・３時（２８日は午後１時３０分の
み）　あんぷらスペシャル「満月が欠
ける？皆既月食を見よう！」獅２８日
掌午後３時
　※毎松・抄の午後１時３０分・３時か
らの投映でも生解説あり。

■場 ■問 文化センター（緯〈７６〉１５１５）

■時 １１月６日松午前１０時３０分～正午
■￥ １００円（中学生以下は無料）
■場 ■問 丈山苑（緯〈９２〉７７８０）

■場 ■問 デンパーク（緯〈９２〉７１１１）
安城の街並みを描く村瀬康司（こうじ）
スケッチ画展
■時 １０月２０日昌～１１月１日捷（１０月２６日
昇を除く）

愛知県菊花展覧会　　　　　　　　　
■時 １１月３日抄～８日捷

■内 菊花４３０鉢を一同に展示

デンパーククラブハウスの
教室・講座

安城七夕親善大使
写真撮影会
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デンパーク展示会

安城プラネの仲間たち
１１月の生解説

■読書感想画展＆手づくりかみしば
い展
■時 １１月９日昇～１６日昇（１５日捷を除
く）

■内 小・中学生の読書感想画優秀作品
と、夏休み中に開催した「手づく
りかみしばい教室」での作品を展
示

■ＣＤ・ＤＶＤ約１０００点を購入
　準備ができたものから順次貸し出
しています。所蔵点数はＣＤ５２００点、
ＤＶＤ４０００点、合わせて約９２００点に
なります。

１日捷・４日昭・８日捷・１５日捷・
２２日捷・２４日昌・２９日捷

おはなし会

１１月の休館日

図書館へ行こう
Let's go to library!

中央図書館の携帯電話
用ウェブサイトへ葛葛

お知らせ

中央図書館（緯〈７６〉６１１１）

１１月２日昇・
１６日昇

午前１０時３０分

えほんとわらべうたの
会（０～２歳）

１１月５日晶

午前１０時３０分
おはなしポッケ
（０～２歳）

１１月６日松

午後３時
おはなしレストラン
（小学生以上）

１１月１０日昌

午前１０時３０分
おはなしたまてばこ
（１～５歳）

１１月１１日昭

午前１０時３０分
おはなしゆりかご
（０～２歳）

１１月１３日松

午後２時
おはなしどんどん
（１歳～小学校低学年）

１１月１７日昌

午前１０時３０分
おはなしまあだ
（１～５歳）

１１月１８日昭

午前１０時３０分
いないいないばあ
（１～５歳）

１１月１９日晶

午前１０時３０分
えほんのとびら
（０～２歳）

１１月２０日松

午前１１時
大人のための絵本朗読
会（一般）

１１月２１日掌

午後２時
かみしばいの会
（幼児～小学校低学年）

１１月２５日昭

午前１０時３０分
絵本好き集まれ！
－おすすめ絵本紹介－

■時 ２日昇・３日抄・５日晶・９日昇～
１３日松・１６日昇～１９日晶・２３日抄・
２５日昭～２７日松・３０日昇午後１時～
４時（受け付けは午後２時まで）

■場 ■問 埋蔵文化財センター（緯〈７７〉４４９０）

■時 １０月３０日松午後１時～４時、３１日掌

午前９時３０分～午後３時
■場 中部公民館
■内 「暮らしの中の環境～めざせ４Ｒ～」
をテーマとした展示・体験コーナー・
発表など

■問 商工課（緯〈７１〉２２３５）

■場 市保健センター
■定 各１００人（当日先着順）
■申 当日午後１時から同センター（緯〈７６〉
１１３３）へ
介護の必要な人の歯の痛み、辛さを電
話１本で解決～これが在宅医療です～
■時 １０月２８日昭午後１時３０分～２時３０分
■講  織  家 

おり や

 茂 氏（矢作川病院歯科医師）
しげる

女性のライフサイクルと健康について
■時 １１月７日掌午後１時３０分～２時３０分
■講 増田 美  悦 氏（愛知県助産師会）

み のぶ

■時 １１月１３日松午後６時
■場 昭林公民館
■内 出演獅viridian　メンバー獅佐野 仁 

ひと

 美 （ボーカル＆アコースティックギ
み

ター）、神谷 佑 （ドラム：安城市出身）、
ゆう

宮地 貴 史   （エレキギター）　司会獅杉
たか し

崎利幸　曲目獅スライドショー、Ｍ
ＹＣ、加速するハイウェイ、リトル
ソルジャーほか

■定 １５９人
■他 未就学児の入場はご遠慮ください
■申 １０月３０日松午前９時から整理券を昭
林公民館（緯〈７７〉６６８８）で配布

■対 ■時 ■場 乳幼児 ▼２日昇・１６日昇獅南部
公民館、１０日昌・１７日昌獅東部公民
館、１１日昭・２５日昭獅安祥公民館、
１２日晶・２６日晶獅高棚町公民館いず
れも午前１０時～１１時

■問 子ども課子育て支援係（緯〈７１〉２２２９）

■場 ■問 歴史博物館（緯〈７７〉６６５５）
歴博講座　　　　　　　　　　　　　
■時 １１月１３日松午後２時
■内 満州国のこと
■講 倉橋 正  直 氏（愛知県立大学名誉教授）

まさ なお

ミュージアム・コンサート　　　　　
■時 １１月１４日掌午後２時
■内 演題獅魅惑のサウンド　テルミン＆
オンド・マルトノ　出演獅坪内 浩  文 

ひろ ふみ

■時 １０月２３日松午前１０時～午後４時
■場 市民交流広場（御幸本町）
■内 デンマークの民族衣装試着コーナー、
姉妹都市の紹介、姉妹都市へ派遣さ
れた学生・市民の滞在報告展示、姉
妹都市クイズなど

■問 市民活動課（緯〈７１〉２２１８）

■時 １１月７日掌午後６時３０分
■場 文化センター
■内 星空解説、屋上で秋の星雲・星団な
どを観察

■講 安城天文同好会
■定 １５０人（先着順）
■他 小学生以下は保護者同伴。悪天候の
場合は、星空解説と天文クイズ

■申 １０月２３日松午前９時から文化センタ
ー（緯〈７６〉１５１５）で整理券を配布

■場 ■問 マーメイドパレス（緯〈９２〉７３５１）
造波プールでジャンケン大会　　　　
■時 １０月２４日掌午前１１時、午後２時
■内 ジャンケンで勝った人へ無料招待券
を進呈

■￥ 施設使用料
日本舞踊フィットネスＮＯＳＳ体験会
■時 １０月２９日晶午前１０時３０分～１１時３０分
■対 １８歳以上の人
■定 ２０人（先着順）
■￥ ５００円
■持 運動ができる服装、タオル、靴下ま
たは足袋

■他 託児あり（生後６か月～未就園児、
先着１０人）

■申 １０月２０日昌午前１０時からマーメイド
パレスへ

託児あり！トレーニングジムで体を動
かしませんか？
■時 １０月２９日晶午前１０時３０分～１１時３０分
■対 講習を受講済みで、生後６か月～未
就園の子がいる人

■定 １０人（先着順）
■￥ 施設使用料
■持 運動ができる服装、屋内用のシュー
ズ、講習の修了証、タオル、飲み物

■他 託児あり（生後６か月～未就園児、
先着１０人）

■申 １０月２０日昌午前１０時からマーメイド
パレスへ

■時 １１月１９日晶午後１時３０分～４時３０分
■場 市民会館
■対 甲種防火管理講習を修了している人
■定 ３０人（先着順）
■￥ ２０００円
■申 １１月１日捷～５日晶午前８時３０分～
午後５時に、申込書を持って衣浦東
部広域連合消防局予防課（緯〈６３〉
０１３６）か安城消防署（緯〈７５〉２４５８）へ
　※申込書は申し込み場所、同広域連
合ウェブサイトで配布。申し込み時
に証明写真が必要。

秋深しviridian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・受講料など
■持 持ち物
■他 その他
■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。
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１１月の土器づくり教室

姉妹都市展

秋の星空ウオッチング

歴史博物館の催し

マーメイドパレスの催し

甲種防火管理再講習

消費生活展

市民健康講座

１１月の移動児童館



　行政評価の客観性向上と行政サービ
スの改善を図るため、「安城市行政評価
委員会」による外部評価を実施しまし
た。行政評価とは、市の行政サービス
（事務事業）を、客観的な視点から評価
し、その結果を改善に結びつけるもの
です。同委員会は、各担当課が評価し
た約８００の行政サービスの中から、２４
事業を選び評価をしました。
　詳細は、経営管理課、市政情報コー
ナー、市公式ウェブサイトでご覧くだ
さい。
■問 経営管理課（緯〈７１〉２２０５）

■内 ■￥ 愛知県手帳獅見開きカレンダー、
見開き１週間日記のほか、各種情報
を掲載。大きさ１５㎝×９㎝で黒色と
赤色の２種類／５００円
　あいち県勢要覧２０１１獅統計表とグラ
フで見る県・市町村の概要、裏面１７
万分の１のカラー地図。Ａ１判、４
色刷り／３００円
　愛知県地図獅Ａ１判白地図（平成２２
年１０月の内容）／１００円

■申 １１月４日昭までの午前８時３０分～午
後５時１５分（松掌抄を除く）に電話で
経営管理課（緯〈７１〉２２０５）へ

　愛知県最低賃金は、１０月２４日掌から
時間額７４５円（１３円引き上げ）に改正し
ます。
　なお、愛知県の産業別最低賃金（７
業種）については、現在、改正などの
ため調査審議中ですので、今後の改正
状況に注意してください。
■対 県内のすべての事業場で働く常用・
臨時・パートなどの労働者

■問 刈谷労働基準監督署（緯〈２１〉４８８５）、
市商工課（緯〈７１〉２２３５）
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■時 １１月２３日抄午前９時～午後１時
■場 収穫場所獅箕輪町地内の畑　集合・調理・試食場所獅文化センター
■内 畑で秋野菜を収穫し、調理・試食します　献立獅菜めし、和風ハンバーグ、
サツマイモの重ね煮ほか

■対 市内在住の小学生とその保護者
■定 ３０人（先着順）
■￥ １人３００円
■持 帽子、水筒、タオル、エプ
ロン、三角巾、マスク、ふ
きん、持ち帰り用容器、筆
記用具、雨具（雨天時）、軍
手

■申 １０月２９日晶～３１日掌午前９
時～正午に、直接文化セン
ター内生涯学習ボランティ
アセンターへ
　※電話申し込み不可。
■問 農務課（緯〈７１〉２２３３）

　口座振替は、納期限ごとに金融機関
に出向く手間や納め忘れがなく、確実
に振り込みができる大変便利な納付方
法です。加入の手続きをお願いします。
■場 取扱金融機関、水道業務課（郵送で
の受け付け可）

■内 取扱金融機関獅三菱東京ＵＦＪ銀行・
大垣共立銀行・三重銀行・愛知銀行・
名古屋銀行・中京銀行・碧海信用金
庫・岡崎信用金庫・西尾信用金庫・
東海労働金庫・愛知県中央信用組合・
あいち中央農協・西三河農協・あい
ち三河農協・あいち豊田農協・ゆう
ちょ銀行　必要書類獅口座振替依頼
書、通帳、通帳印

■問 水道業務課（緯〈７１〉２２４９）

８月分／受け付け順／敬称略
市社会福祉協議会　善意銀行　　　　
青山友里子、作野公民館利用者、桜井
中学校、ほほえみダンス、ＮＰＯ法人
ＱＵＩＬＴ２１、野村君江、石川義男、
東端の老人、ふれあいダンス、谷田の
お地蔵様、ボールセンター安城店、後
藤貞子、作野トータル、中部福祉セン
ター利用者、藤原正昭、大参カズエ、
匿名
市役所関係　　　　　　　　　　　　
神谷直孝、イトーヨーカ堂安城店労組、
中村圭子、アイシン・エィ・ダブリュ
叙

水道料金・下水道使用料
の支払いは口座振替で

福祉への善意
ありがとうございます

　来年度、優良農地の確保・保全方針
などについて定めた「農業振興地域整
備計画」を見直します。
　この見直しに係る法手続きに伴い、
農用地区域からの除外など、農用地利
用計画の変更申し出の受け付けは、次
のとおりとなります。
　なお、法手続きの進ちょく状況によ
り変更する場合があります。
■問 農務課（緯〈７１〉２２３４）
農用地区域からの除外・同区域への編
入の受け付け
　通常の受け付けは、毎年２月・５月・
８月・１１月の２０日（松掌抄の場合はそ
の翌日）です。来年５月２０日晶、８月
２２日捷、１１月２１日捷は受け付けを停止
します。
農地から農業用施設用地への用途変更
の受け付け
　通常の受け付けは、毎月２０日（松掌

抄の場合はその翌日）です。来年３月
～平成２４年１月は受け付けを停止しま
す。

農用地区域からの除外など
の申し出の受け付けを停止

県手帳・県勢要覧・県地図
の販売申し込みを受け付け

安城市行政サービスに対す
る外部評価

愛知県最低賃金の改正

　今シーズン使用するワクチンは、新
型インフルエンザと季節性インフルエ
ンザが混合したものです。
■時 接種期限獅来年３月３１日昌

■対 生活保護世帯・市民税非課税世帯の
人

■申 接種前に申請手続きが必要となりま
すので、希望する人は市保健センタ
ー（緯〈７６〉１１３３）へ

■問 市保健センター（緯〈７６〉１１３３）
日本脳炎１期の予防接種　　　　　　
　７歳６か月未満に、日本脳炎第１期
が完了していない人は、９歳以上１３歳
未満の間に公費で日本脳炎予防接種が
できるようになります。現在、詳しい
内容は決まっていませんので、決まり
次第お知らせします。
※事前に任意接種すると、公費対象に
なりません。
日本脳炎２期の予防接種　　　　　　
　８月の予防接種規則改正で、新ワク
チン（乾燥細胞培養日本脳炎ワクチン）
が日本脳炎２期として、公費で接種で
きるようになりました。
■内 接種回数獅１回
■対 １期（３回）が接種完了して、接種時
点で９歳以上１３歳未満の人

■申 接種を希望する人は同センターへ　
　※予診票兼接種券を送付します。

　解雇、賃金、配置転換など労働条件
などに関するトラブルで困ったときは、
相談してください。経験豊かなあっせ
ん員が、公正な立場から、話し合いに
よる解決の手助けをします。
■対 労働者個人、使用者
■問 愛知県労働委員会事務局総務調整課
（緯０５２〈９５４〉６８３３）、市商工課（緯〈７１〉
２２３５）

■時 毎週昌昭晶の午後１時～２時３０分で
都合のつく日

■内 市保健センターで実施する乳幼児健
診などで、子どもたちを抱っこした
り、外に飛び出さないように見守っ
たりする

■問 市保健センター（緯〈７６〉１１３３）

■内 業務獅発達障害などの児童・生徒を
補助　賃金獅時給１０００円

■他 資格は問いませんが、看護師・教員
免許を持っている人は、ぜひ登録を
お願いします

■申 履歴書に必要事項を記入し、学校教
育課（緯〈７１〉２２５４）か各小・中学校へ

■内 ■定 募集科獅①情報システム科／２０人、
②ＯＡビジネス科／３０人、③ＣＡＤ
設計科／３０人、④デザイン科／３０人、
⑤総合実務科／１５人　訓練期間獅１
年

■対 ①～④獅職業的自立を望む障害者手
帳所持者で、集団生活に支障がない
人
※身体障害者以外は要相談。
⑤獅職業的自立を望む療育手帳所持
者で、自宅から自力通学が可能な人

■￥ 教科書代、作業着、食費など
■申 ①～④獅１１月１日捷～１２月１７日晶、
⑤獅１１月１日捷～２６日晶（いずれも
松掌抄を除く）に、入校願書・健康
診断書を持って、ハローワーク刈谷へ

■問 愛知障害者職業能力開発校（緯０５３３
〈９３〉２１０２）、ハローワーク刈谷（緯〈２１〉
５００１）、市障害福祉課（緯〈７１〉２２２５）

個別労働関係紛争に係るあ
っせん制度

■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
■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。
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■￥ 入校検定料獅４４００円　入校料獅５６５０
円　授業料獅年額６万円

■他 入校日獅来年４月７日昭

■問 県就業促進課（緯０５２〈９５４〉６３６４）、市
商工課（緯〈７１〉２２３５）
木造建築科（豊川：２年コース）　　　
■時 筆記試験・面接獅来年１月２０日昭

■対 中学校卒業程度の学力を有する原則
３０歳以下の人（来年３月卒業見込み
を含む）

■定 ２０人
■申 １１月１５日捷～来年１月１２日昌に入校
願書を持って、東三河高等技術専門
校（豊川市／緯０５３３〈９３〉２０１８）、ハロ
ーワーク刈谷（緯〈２１〉５００１）へ
①建築デザイン科（名古屋：２年コー
ス）・②モノづくり総合科（岡崎：２年
コース）
■時 筆記試験・面接獅①１１月１９日晶、
　②来年２月１８日晶

■対 高等学校卒業程度の学力を有する原
則３０歳以下の人（来年３月卒業見込
みを含む）

■定 各２０人
■申 入校願書を持って、①獅１１月１０日昌

までに名古屋高等技術専門校（名古
屋市／緯０５２〈９１７〉６７１１）、②獅来年１
月５日昌～２月８日昇に岡崎高等技
術専門校（岡崎市／緯０５６４〈５１〉０７７５）
へ
　※ハローワーク刈谷でも可。

特別支援教育補助員の登録

乳幼児健診などの見守りボ
ランティア

平成２３年度県立高等技術専
門校普通課程訓練生

平成２３年度愛知障害者職業
能力開発校訓練生

日本脳炎予防接種

インフルエンザ予防接種費
用の負担軽減

　市保健センターから接種対象者
に送付しました、「高齢者インフル
エンザ予防接種のご案内」に一部
誤りがありましたので、お詫びし
て訂正します。
■内 誤：Ａ－ソ連型獅正：Ａー香港
型

お詫びと訂正


