
■内 ■時 初春の　星空をみて　なに思う獅

９日掌・１６日掌午後１時３０分・３時
星はすばる獅２３日掌午後１時３０分・
３時、３０日掌午後１時３０分　あんぷ
らスペシャル（全編生解説）獅３０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）

■場 ■問 丈山苑（緯〈９２〉７７８０）
三河万歳新春披露　　　　　　　　　

■時 来年１月８日松午後２時～２時２０分
■内 丈山小学校児童が舞う三河万歳「新
春招福の舞」

■￥ 入苑料１００円（中学生以下は無料）
新春茶会　　　　　　　　　　　　　

■時 来年１月９日掌午前１０時～午後３時
■内 箏の音色の中での茶会
■￥ 入苑料１００円（中学生以下は無料）、呈
茶料３００円

■時 来年１月１３日昭・２１日晶午前１０時～
午後２時（全２回）

■場 市保健センター
■内 メタボリックシンドロームにならな
いための、バランスのよい食事づく
りや簡単な運動の講義と実習

■講 ヘルスメイト、管理栄養士など
■対 市内在住で、２回とも参加できる人
■定 １６人（先着順）
■￥ ６００円
■持 エプロン・三角巾またはバンダナ・
筆記用具・運動のできる服装・室内
用運動靴

■申 １２月２０日捷～来年１月６日昭午前８
時３０分～午後５時（松掌抄、１２月２９
日昌～来年１月３日捷を除く）に電
話で市保健センター（緯〈７６〉１１３３）へ

■場 ■問 デンパーク（緯〈９２〉７１１１）
伝統芸能　　　　　　　　　　　　　
■内 ■時 三河万歳の初舞獅２日掌、舞楽獅

３日捷、獅子舞獅４日昇

ふるまい　　　　　　　　　　　　　
■内 ■時 たる酒の鏡開きとふるまい獅２日
掌、つきたてもちのふるまい獅３日
捷、もち投げ大会獅４日昇、地ビー
ルのふるまい獅８日松・９日掌

新春凧展示会　　　　
■時 来年１月２日掌～１０
日捷

■内 伝統文化である桜井
凧と全国各地に伝わ
る伝統的な凧を展示

安城プラネの仲間たち
１月の生解説

丈山苑の催し

ＳＴＯＰ！メタボ大作戦
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■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

寄せ植え講座「土作りからの苔球（こけ
だま）作り」
■時 来年１月１４日晶午前１０時
■講  野  正  美  保  子 氏

の まさ み ほ こ

■定 ２０人（先着順）
■￥ ３５００円
■申 １２月２０日捷午前９時３０分から同クラ
ブハウスへ

お正月手作りパン教室　　　　　　　
■時 来年１月２日掌～１０日抄午後１時・
２時３０分

■定 各１８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

とれたていちごの大福教室　　　　　
■時 来年１月２日掌～４日昇午後１時・
２時３０分

■定 各１５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

アロマセラピー講座「ハンドマッサー
ジの体験」
■時 来年１月１７日捷午後１時３０分
■講 内藤 満  里  子 氏

ま り こ

■定 ２０人（先着順）
■￥ ２５００円
■申 １２月２０日捷午前９時３０分から同クラ
ブハウスへ

フォトマスターＥＸ写真講座　　　　
■時 来年１月１４日晶・２８日晶午前１０時
（全２回）

■講 鶴田 郁  夫 氏
いく お

■定 ２０人（先着順）
■￥ ２３００円
■申 １２月２０日捷午前９時３０分から同クラ
ブハウスへ

ジェルキャンドル作り教室　　　　　
■時 来年１月２日掌～
４日昇午前１０時か
ら

■定 各５０人（当日先着
順）

■￥ １２００円から

テーブルフォトふわふわ写真講座　　
■時 来年１月１２日昌・２６日昌午前１０時
（全２回）

■講 岡本 由  樹  子 氏
ゆ き こ

■定 ２０人（先着順）
■￥ ２３００円
■申 １２月２０日捷午前９時３０分から同クラ
ブハウスへ

木工ペイント教室　　　　　　　　　
■時 来年１月８日松～１０日抄午前１０時から
■定 各１００人（当日先着順）
■￥ ５００円から

かんたん角凧（かくだこ）作り教室　　
■時 来年１月６日昭・
７日晶午前１０時

■定 各５０人（当日先着
順）

■￥ ３００円

デンパーククラブハウスの教室・講座
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■場 ■問 歴史博物館（緯〈７７〉６６５５）

連続講座「親鸞と三河の真宗③」　　　
■時 来年１月８日松午後２時
■内 親鸞二十九歳　六角夢告
■講 青木 馨 氏（同朋大学佛教文化研究所

かおる

客員所員）
三河万歳公演　　　　　　　　　　　
■時 来年１月９日掌午後２時
■内 新春招福の初舞　出演獅安城の三河
万歳保存会
歴博講座　　　　　　　　　　　　　
■時 来年１月１５日松午後２時
■内 よみがえる本證寺 伽  藍 

が らん

おもちゃづくり　　　　　　　　　　
■時 １２月１９日掌・２６日掌、来年１月１６日
掌・２３日掌いずれも午前９時３０分～
午後３時３０分

■場 ■問 マーメイドパレス（緯〈９２〉７３５１）
６０歳からはじめる水中運動体験会　　
■時 来年１月１２日昌・２６日昌、２月９日
昌・２３日昌午前１１時～正午（全４回）
　※１回のみの参加も可。
■内 水の特性を生かした運動
■対 ６０歳以上の人
■定 ３０人（先着順）
■￥ 施設使用料
■申 １２月２１日昇午前１０時からマーメイド
パレスへ

マーメイドちゃんからクリスマスプレ
ゼント
■時 １２月２３日抄・２５日松午前１０時（なく
なり次第終了）

■内 お菓子のつかみ取り
■対 当日プールを利用した小学生以下
歳末お楽しみ抽せん会　　　　　　　
■時 １２月２６日掌

■内 １２月２６日まで、個人利用１回につき
抽せん券を１枚配布。素敵な景品や
施設利用券が当たります

■時 来年１月２１日晶午後６時３０分～８時
■場 市民交流センター
■内 若者が中心となって設立した市民活
動の金融システム「ＮＰＯバンク」と、
新たな広報活動やコミュニケーショ
ン手段による広報力アップについて

■講 木村 真  樹 氏（コミュニティ・ユース・
ま き

バンクmomo代表理事）
■定 ２０人（先着順）
■申 １２月２１日昇から、直接か電話、ファ
クス、Ｅメールで市民活動センター
（緯〈７１〉０６０１／胃〈７１〉０６６８／center
　@katch.ne.jp）へ

■時 １０日抄・１２日昌～１５日松・１８日昇～
２１日晶・２５日昇～２９日松いずれも午
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 ■場 一般の部獅来年２月１９日松／白馬
五竜スキー場いいもりゲレンデ（長
野県）　少年の部獅来年３月６日掌

／ひだ舟山スノーリゾートアルコピ
ア（岐阜県）

■内 一般の部獅個人大回転、団体大回転
（男子４人、女子１人）　少年の部獅

個人大回転
■対 市内在住・在勤・在学のアマチュア
競技者で市スキー連盟推薦者（少年
の部は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人）

■￥ １５０円
■申 一般の部獅来年１月５日昌～２７日昭

に、少年の部獅来年１月５日昌～２
月１０日昭に、費用を持って和田スポ
ーツ（緯〈９７〉０２７９）へ

■問 市体育館（緯〈７５〉５１８２）

■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。

■時 １２月２６日掌午後３時　
■内 大みそかにちなんだ星に関する話
■講 浅田 英  夫 氏（天文研究家）、安城プラ

ひで お

ネの仲間たち
■定 １５０人（当日先着順）
■￥ ５０円（中学生以下は無料）
■場 ■問 文化センター（緯〈７６〉１５１５）

■時 甲種獅来年１月２０日昭・２１日晶（全
２回）　乙種獅来年１月２０日昭いず
れも午前９時３０分～午後４時３０分

■場 刈谷市産業振興センター
■定 １３２人（先着順）
■￥ ４０００円
■申 来年１月４日昇～７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。

歴史博物館の催し

プラネタリウム
大みそかスペシャル

市民活動におけるコミュニ
ケーションのあり方

１月の土器づくり教室

甲種防火管理新規講習・乙
種防火管理講習

マーメイドパレスの催し

安城選手権
冬季スキー競技会

■対 ■時 ■場 乳幼児 ▼１２日昌・２６日昌獅東部
公民館、１３日昭・２７日昭獅安祥公民
館、１４日晶・２８日晶獅高棚町公民館、
１８日昇・２５日昇獅南部公民館いずれ
も午前１０時～１１時

■問 子ども課子育て支援係（緯〈７１〉２２２９）

１月の移動児童館



■対 市内在住・在勤・在学で、国または
全国を統一する体育団体（非営利団
体）が主催する国際大会・全国大会
へ、県大会などの地区予選会・選考
会を経て出場する人
　※自由参加のものは除く。
■持 国際大会・全国大会の開催要項、大
会参加申込書の写し、予選会など国
際大会・全国大会への出場を決めた
経緯のわかるもの

■申 必ず大会の１４日前までに、所定の申
請書と書類を持って市体育館（緯〈７５〉
３５３５）へ
　※申請書は、同館、市公式ウェブサ
イトで配布。

■対 高等学校を卒業した人、来年３月卒
業見込みの人、高等学校卒業と同等
の学力のある人

■内 ■時 出願期間獅来年１月４日昇～１４日
晶　一般入試獅来年１月２２日松

■問 安城市医師会安城碧海看護専門学校
設立準備室（安城准看護学校内／緯

〈７７〉８５８８）、市保健センター（緯〈７６〉
１１３３）

　農業委員会委員選挙人名簿は、有権
者（来年１月１日抄現在、安城市に在
住する満２０歳以上の人で、１０アール以
上の農地につき耕作業務を営む人など）
からの申請に基づき作成することにな
っています。１２月中旬に有権者がいる
と思われる世帯へ申請書を郵送します
ので、必要事項を記入し、来年１月７
日晶（必着）までに農務課へ提出してく
ださい。
■問 農務課（緯〈７１〉２２３４）

　１２月３１日晶現在で工業統計調査を実
施します。
　この調査は、製造業の事業所を対象
に、活動の実態を調べます。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、企業・大学などでの研
究資料、小・中・高等学校の教材など
に利用します。
　調査票に記入された内容は、統計法
に基づき秘密が厳守されます。正確な
記入をお願いします。
■問 経営管理課（緯〈７１〉２２０５）

■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。

■内 サービス獅認知症対応型共同生活介
護（グループホーム）　決定事業者獅

学校法人さくら学園　事業予定地獅

西別所町地内（安城北中学校区）　事
業開始予定時期獅平成２４年４月

■問 介護保険課（緯〈７１〉２２２６）

１０月分／受け付け順／敬称略
市社会福祉協議会　善意銀行／福祉基金
石原靖久、桜井福祉センター利用者、
ボールセンター安城店、更生保護女性
会、安城市身体障害者福祉協会、安城
市町内会長連絡協議会、安城市民生児
童委員協議会、国際ソロプチミスト安
城、安城文化協会、安城市福祉まつり
実行委員会、東伸運輸㈱、鳥居弘美、
ほほえみダンス、南部家庭教育学級、
北城屋、前田正子、太田勉、中部公民
館利用者、ふれあいダンス、アンデン
㈱、㈱デンソー中部、ふれあいえのき、
神谷明男、作野トータル、安祥公民館
利用者、南部公民館高齢者教室、西部
福祉センター利用者、小畠仁臣、野村
君江、匿名

福祉への善意
ありがとうございます

農業委員会委員選挙人名簿
登載申請書の提出

激励金の交付

介護保険地域密着型サービ
ス事業者を決定

工業統計調査にご協力を

来年４月開校（仮称）安城碧
海看護専門学校学生募集

■かみしばいの会「新年お楽しみ会」
■時 来年１月１６日掌午後２時

■お母さんのための絵本講座
■時 来年１月２１日晶、２月４日晶・１８
日晶、３月４日晶午前１０時～１１時
３０分（全４回）

■対 乳幼児を子育て中の母親
■定 ３０人（先着順）
■他 託児あり（１人１回３００円）
■申 来年１月５日昌午前９時から同館へ

■平日は午後７時まで開館
■時 昇～晶（抄、休館日を除く）獅午前
９時～午後７時　松掌抄獅午前９
時～午後５時

※対象年齢は、目安です。

１日抄～４日昇・１１日昇・１７日捷・
２４日捷・２８日晶・３１日捷

お知らせ

中央図書館の携帯用
ウェブサイトへ葛葛

図書館へ行こう
Let's go to library!

１月の休館日

中央図書館（緯〈７６〉６１１１）

おはなし会
来年１月６日
昭午前１０時３０
分

おはなしゆりかご
（０～２歳）

来年１月７日
晶午前１０時３０
分

おはなしポッケ
（０～２歳）

来年１月８日
松午後３時

おはなしレストラン
（小学生以上）

来年１月１２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
松午前１１時

大人のための絵本朗読
会（一般）

来年１月１５日
松午後２時

おはなしどんどん
（１歳～小学校低学年）

来年１月１８日
昇・２５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２０日
昭午前１０時３０
分

いないいないばあ
（１～５歳）

来年１月２１日
晶午前１０時３０
分

えほんのとびら
（０～２歳）

来年１月２６日
昌午前１０時３０
分

おはなしまあだ
（１～５歳）

来年１月２７日
昭午前１０時３０
分

絵本好き集まれ！
－おすすめ絵本紹介－
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■問 清掃事業所（緯〈７６〉３０５３）

※１の施設は、１２月２８日の開館時間が午後５時まで。　※２の施設は、１２月２７日の開館時間が午後５時まで。
「受」は受け付けのみ。
急な病気には　安城市休日夜間急病診療所を開設しています。診療科目・診察日などは、本紙２３ページをご覧ください。

　１２月２９日昌～来
年１月３日捷は、
あんくるバスの市
内すべての路線を
運休します。また、
レンタサイクルも
市内すべてのサイ
クルポートで貸し
出しを休止します。
■問 都市計画課（緯〈７１〉２２４３）

　市民課や各支所・出張所の窓口が休
みの間は、市役所当直室で受け付けま
す。
■問 市民課（緯〈７１〉２２２１）

■年末年始はごみ収集がありません
　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、
各家庭に配布済みの「ごみカレンダー」
で確認してください。特に、プラスチ
ック製容器包装ごみは、間違って出さ
れることが多くありますので、注意し
てください。

■特別体制で収集します
　１２月下旬・来年１月上旬は特別体制
で収集します。ごみは必ず午前８時ま
でに出してください。

■大掃除で出たごみは…
　家庭の大掃除などで出た多量のごみ・
粗大ごみの自己搬入については、環境
クリーンセンター・リサイクルプラザ
で受け付けます。（休業日は右記参照）
年末は大変混雑しますので、早めの搬
入をお願いします。

■粗大ごみ有料収集の年末の最終収集
日
■時 １２月２８日昇

■申 粗大ごみ受付センター（緯〈７７〉４４１１）

■環境クリーンセンター・リサイクル
プラザの休業日

■時 １２月２９日昌正午～来年１月３日捷

　※２９日午前８時３０分～正午は開業。

■せん定枝リサイクルプラントの休業
日
■時 １２月３０日昭～来年１月４日昇

■リサイクルステーションの休業日
■時 来年１月１日抄～３日捷

１月１２月

施設休業日 ５４３２１３１３０２９２８２７２６

昌昇捷掌抄晶昭昌昇捷掌

休休休休休休休市役所、南部支所、桜井支所、北部出張所、教育センター、保健センター

休休休休休休休文化センター（※１）、地区公民館（※１）、農村センター（※１）、青少年の家（※１）、
市民交流センター、アグリライフ支援センター

休休休休休休休休休福祉センター、歴史博物館、市民ギャラリー、埋蔵文化財センター、丈山苑、秋
葉いこいの広場

休休休休休休休休中央図書館

休休休休休休休休マーメイドパレス、堀内公園

休休休休休休休休休休社会福祉会館、安祥閣

休休休休休休受休体育館（※１）、スポーツセンター（※１）

休休休休休休休休受市民会館（※２）

休休休休休休休休休勤労福祉会館

休休休休休休デンパーク

休総合斎苑


