
■図書館友の会「みんなのひろば」
■時 １１月２７日掌

お楽しみコーナー（ぬりえ、折り紙）
獅午前１０時～１１時３０分
マジックショー獅午前１１時３０分～正
午、午後１時３０分～２時
アニメ映画会（うらしまたろう、わ
らしべ長者、きかんしゃトーマスほ
か）獅午後２時～３時

■特別図書整理のため休館します
■時 １２月５日捷～９日晶

暫市内１０カ所の公民館図書室などは
平常どおり開館します

暫本の予約はインターネットや地区
公民館など（期間中の受け取りは
公民館図書室などを指定）を利用
してください

暫返却は中央図書館返却ポストが利
用できます（ＣＤ･ＤＶＤを除く）

暫１１月２２日昇～１２月４日掌は中央図
書館のみ、貸出期間を３週間に延長

５日捷～９日晶・１２日捷・１９日捷・
２６日捷・２９日昭～３１日松

■場 ■問 歴史博物館（緯〈７７〉６６５５）
特別講座「よみがえる本證寺伽藍」　　
■時 １１月２６日松午後２時
■内 本證寺鼓楼・鐘楼の解体修理から
■講 野口 英  一  朗 氏（魚津社寺工務店）

えい いち ろう

映画会「ジョン・フォード監督特集②」
■時 １１月２７日掌午前１０時、午後２時
■内 我が谷は緑なりき
歴博講座「三河地震と安城」　　　　　
■時 １２月３日松午後２時

お知らせ

１２月の休館日

中央図書館（緯〈７６〉６１１１）

おはなし会
１２月１日昭
午前１０時３０分

おはなしゆりかご
（０～２歳）

１２月３日松
午後３時

おはなしレストラン
（小学生以上）

１２月１３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）

１２月１４日昌
午前１０時３０分

おはなしまあだ
（１～５歳）

１２月１５日昭
午前１０時３０分

いないいないばあ
（１～５歳）

１２月１６日晶
午前１０時３０分

このゆびと～まれ
（０～２歳）

１２月１７日松
午後２時

おはなしえがお
（１歳～小学校低学年）

１２月１８日掌
午後２時

かみしばいの会
（幼児～小学校低学年）

１２月２１日昌
午前１０時３０分

おはなしたまてばこ
（１～５歳）

１２月２２日昭
午前１０時３０分

絵本好き集まれ！
－おすすめ絵本紹介－

１２月２４日松
午前１１時

大人のための絵本朗読
会（一般）

歴史博物館の催し
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■対 ■時 ■場 乳幼児諮１日昭・１５日昭獅安祥
公民館、２日晶・１６日晶獅高棚町公
民館、６日昇・２０日昇獅南部公民館、
７日昌・２１日昌獅東部公民館いずれ
も午前１０時～１１時

■問 子ども課子育て支援係（緯〈７２〉２３１７）

１２月の移動児童館

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

■場 ■問 堀内公園（緯〈９９〉５９４７）
利用料還元くじ引き　　　　　　　　
■時 １１月２３日抄・２６日松・２７日掌午前９
時から

■内 指定有料遊具の利用者がくじを引き、
当たりが出たら遊具利用券を進呈
　指定遊具諮２３日施汽車、２６日施メリ
ーゴーランド、２７日施観覧車

■対 ４歳以上の人（未就学児は１８歳以上
の保護者同伴）

■定 各１００人（先着順）
■￥ 有料遊具利用料
電車に乗って堀内公園へ遊びに行こう
■時 １２月２５日掌ま
での昇～掌午
前９時～午後
４時３０分（１１
月２４日昭を除
く）

■内 名鉄堀内公園駅を利用して、帰りの
切符を持参した人に、２００円分の遊
具利用券を進呈（定期券を除く）

堀内公園の催し

■時 １１月２２日昇～１２月２０日昇午前９時～
午後４時３０分（捷・１１月２４日昭を除く）

■場 堀内公園
■内 ５～９月に応募された全写真を展示
■問 エコネットあんじょう事務局（緯〈５５〉
１３１５）、公園緑地課（緯〈７１〉２２４４）

ガーデニング・みどりのカ
ーテンコンテスト写真展示

■時 １２月１７日松午前１０時～１１時３０分
■場 アグリライフ支援センター
■内 イチゴ・パンジー・野菜苗の寄せ植
え、地域の食を学べるカルタ遊び

■対 市内の小学生とその保護者（３歳以
上の子の同伴可）

■定 １５組（先着順）
■￥ １組１０００円（寄せ植えは１鉢８００円で
追加可）

■持 軍手・タオル・水筒・上履き
■申 １１月２１日捷～３０日昌午前９時～午後
５時１５分（松掌抄を除く）に、電話で
農務課（緯〈７１〉２２３３）へ

冬に楽しむ
親子ガーデニング体験会

■時 １１月２７日掌午後１時～４時
■場 勤労青少年水上スポーツセンター
（碧南市）

■内 どんぐりの植え方・育て方を聞いて、
どんぐりを植えた鉢を作成

■対 ５歳以上の人（小学３年生以下は保
護者同伴）

■申 １１月２２日昇までの午前９時～午後５
時（松掌を除く）に、住所・氏名・年
齢・性別・電話番号・参加人数を、
電話かファクス、Ｅメールで県知立
建設事務所（緯〈８２〉６４９３／胃〈８２〉３２２
　６／abu-park@pref.aichi.lg.jp）へ
■問 公園緑地課（緯〈７１〉２２４４）

どんぐりの苗木を育ててみ
よう！

■時 来年１月２１日松、２月２５日松午後２
時～４時（全２回）

■場 市民会館
■内 ビオトープの学習、ビオトープ化の
実現性と課題について意見交換

■講 長谷川 明  子 氏（ビオトープネットワ
あき こ

ーク中部・代表）
■対 市内在住・在勤・在学で、ビオトー
プ運営管理に携わることに興味のあ
る人（小学生以下は保護者同伴）

■定 ２０人（定員を超えた場合は抽せん）
■申 １１月２１日捷～１２月２日晶午前８時３０
分～午後５時１５分（松掌抄を除く）に、
申込用紙を持参か郵送、ファクス、
Ｅメールで公園緑地課（〒４４６－８５０１
住所記載不要／緯〈７１〉２２４４／胃〈７６〉
００６６／koen@city.anjo.aichi.jp）へ
　※申込用紙は、同課・市公式ウェブ
サイトで配布。電話申し込み不可。

池浦西公園
ビオトープ意見交換会

■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
クッキーファクトリー　　　　　　　
■時 松掌抄午前１０時～午後３時３０分
■内 ムーミン型のクッキーを焼こう
■￥ ７００円
手作りパン教室　　　　　　　　　　
■時 １１月２３日抄・２６日松、１２月４日掌午
後１時・２時３０分

■内 １１月施メロンパン、動物あんパン　
１２月施ソーセージロールパン、動物
あんパン

■定 各１８人（先着順）
■￥ １１月施５００円　１２月施６００円
■申 当日午前９時３０分から同クラブハウ
スへ

七宝アクセサリー教室　　　　　　　
■時 １１月２６日松・２７日掌午前１０時から
■講 鈴木 由  美  子 氏（日

ゆ み こ

本貴金属粘土協会）
■定 各５０人（当日先着
順）

■￥ ８００円から
安城産そば粉を使った「そば打ち教室」
■時 １２月１６日晶午後１時・５時
■講 石川正男氏（農事組合法人耕福）
■定 各１２人（先着順）
■￥ １２００円
■申 １１月２０日掌午前９時３０分から同クラ
ブハウスへ

クリスマス色のジェルキャンドル教室
■時 １２月３日松・４日掌午前１０時から
■定 各５０人（当日先着順）
■￥ １２００円から

デンパーククラブハウスの
教室・講座

■時 １１月１９日松～１２月２５日掌午前９時３０
分～午後４時３０分（休園日を除く。
１２月３日松～２５日掌は午後９時まで）

■内 ムーミンシリーズの作者トーベ・ヤ
ンソンや故郷フィンランド、ムーミ
ンについてのパネル展示・ジオラマ・
記念撮影コーナーなど

■￥ 入園料
■場 ■問 デンパーク（緯〈９２〉７１１１）

■時 １日昭・２日晶・６日昇～１０日松・
１３日昇～１６日晶・２０日昇～２３日抄午
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）

１２月の土器づくり教室

■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１１日掌午
後２時～３時

■内 ミュージック
サークル「ア
ンダンテ」に
よるミュージックベルの演奏

■￥ 入苑料１００円（中学生以下は無料）
■場 ■問 丈山苑（緯〈９２〉７７８０）
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■場 ■問 衣浦東部保健所（刈谷市／緯〈２１〉
４７７８）
こころの健康相談　　　　　　　　　
■内 ■時 精神保健福祉相談員・保健師への
相談施捷～晶午前９時～正午、午後
１時～４時３０分（抄を除く）　精神科
医師への相談（予約制）施１２月６日昇

午後２時～４時
エイズ即日検査・肝炎検査　　　　　
■時 毎週昇午前９時～１１時（１２月２７日昇

を除く。第１・３昇は、エイズ検査
のみ午後６時～７時もあり）

衣浦東部保健所の
相談・検査

ムーミンの世界展～ヤンソ
ンさんからの贈り物～

ミュージックベルコンサー
ト

■時 １２月３日松正午～午後４時
■場 市民会館
■内 障害福祉サービス事業所の活動紹介、
障害のある人が作った授産製品の販
売、子ども作品展、精神保健福祉に
関する講演会など

■問 障害福祉課（緯〈７１〉２２２５）

あんぷくまつり

●募集区分／採用人数　一般職／１人（予定）
●採用日　来年４月１日掌

●受験資格　昭和４６年４月２日以降に生まれ、看護師資格を有する、または
来年３月末までに取得見込みの人
●試験　１次（筆記）施１２月２１日昌　２次（作文・面接）施来年１月１２日昭

●勤務日時　原則昇～松午前８時３０分～午後５時１５分（抄・年末年始を除く）
※業務の都合により、時間外勤務・休日勤務あり。また、人事異動により、
勤務場所・勤務日などが変わる場合もあります。

●申し込み　１２月１日昭～１４日昌午前９時～午後５時（掌捷を除く）に、受験
申込書と資格証明書（または取得見込み証明書）を、持参か郵送（必着）で市社
会福祉協議会総務課（〒４４６－００４６赤松町大北７８－４／緯〈７７〉２９４１）へ
※受験申込書は、同協議会、同ウェブサイトで配布。郵送の場合は、受験票
を送付しますのでＡ４用紙が入る返信用封筒（１２０円切手を貼付）を同封し
てください。１２月１７日松までに受験票が届かない場合は連絡してください。



受け付け順／敬称略
市社会福祉協議会　善意銀行（９月分）
日浦耕一、碧海信用金庫、伊藤ヒサ子、
総合福祉センター利用者、南部公民館
利用者、今村郵便局、ほほえみダンス、
東端の老人、日本モウルド工業叙、養
護老人ホーム、ふれあいダンス、たん
ぽぽ会、さわやかダンス、デンソーハ
ートフルクラブ安城平川、匿名
市役所関係　　　　　　　　　　　　
８月分施匿名１件
９月分施叙イトーヨーカ堂安城店労働
組合、鳥居弘美、鳥居幹根、鳥居玄倫、
中部電力叙刈谷営業所、日本デンマー
クルネッサンス推進機構、宗教法人
「貞印寺」住職大岡孝生、匿名

福祉への善意・寄付
ありがとうございます

　１０月１５日までに市社会福祉協議会へ
寄せられた義援金は９１７３万４３７４円です。
１０月１日～１５日受け付け分／敬称略　
女麦とろ亭、こひつじ保育園保護者・
職員一同、安城市福祉まつり来場者、
匿名、募金箱への多数の寄付者

東日本大震災義援金
ありがとうございます

■問 市民安全課（緯〈７１〉２２１９）
■年末の交通安全市民運動
　年末は、慌しさから運転者や歩行者などの注意力が散漫になりがちです。
また、忘年会など飲酒の機会が増えることから、飲酒運転による事故が心配
されます。さらにこの時期は日没時刻も早く、夕暮れから夜間にかけての事
故も懸念されます。市民総ぐるみで交通安全運動をし、一人ひとりの交通安
全意識を高め、事故防止を図りましょう。
●運動期間　１２月１日昭～１０日松

●運動重点　飲酒運転を根絶しよう、子どもと高齢者を交通事故から守ろう、
夕暮れ時と夜間の走行中・自転車乗車中の交通事故をなくそう、すべての座
席でシートベルトとチャイルドシートを正しく着用しよう

■年末の安全なまちづくり市民運動
　年末は金銭の出し入れが多い時期
です。また、慌しさからカギをかけ
忘れたり、子どもから目を離したり
して、犯罪がおきやすくなります。
防犯対策を日常的に実践できるよう
にするとともに、犯罪者を寄せ付け
ない地域の目を作り、「できることか
らひとつでも」の気持ちで防犯対策を実践しましょう。
●運動期間　１２月１日昭～２０日昇

●重点実施項目　ひったくりなど街頭で発生する犯罪の防止、住宅・店舗な
どを対象とした侵入犯罪の防止、自動車関連窃盗の防止、子どもと女性が被
害者になりやすい犯罪の防止
●年間取り組み事項　振り込め詐欺の被害防止

■時 １１月２５日晶午前１０時３０分～正午
■場 マーメイドパレス
■対 ６カ月～未就
園児とその保
護者

■定 １０人（先着順）
■￥ 施設使用料
■持 運動ができる
服装・室内シ
ューズ

■申 １１月２０日掌～２４日昭午前１０時～午後
９時（２１日捷を除く）にマーメイドパ
レス（緯〈９２〉７３５１）へ

　親子で楽しく、水慣れから教えます。
■時 来年１月７日松～３月２４日松の毎週
松　①午前１０時～１１時、②午前１１時
～正午（全１２回）

■場 市スポーツセンター
■対 ①施４～６歳児とその保護者　②施

小学１～３年生とその保護者（子ど
も１人につき保護者１人）

■定 各１５組（定員を超えた場合は抽せん）
■￥ ７０００円
■申 申込用紙を持って、１１月２０日掌～１２
月９日晶午前９時～午後８時（捷を
除く）に、市スポーツセンター（緯

〈７５〉３５４５）へ
　※申込用紙は同センターで配布。電
話申し込み不可。

キッズ水泳スクール

託児あり！トレーニングジ
ム講習会＆利用

■時 １２月１１日掌午前１０時～１１時、午後１
時３０分～２時３０分

■場 環境学習センター「エコきち」
■内 手のひらサイズのクリスマスツリー
を作成

■講 浅井 豊  司 氏（環境カウンセラー）
とよ じ

■対 ４歳以上の人（親子の参加可）
■定 各１５人（定員を超えた場合は抽せん）
■持 ペットボトルのキャップ５個
■申 １２月２日晶までの午前９時～午後９
時（捷を除く）に、住所・氏名・電話
番号・参加人数を、電話で環境学習
センター「エコきち」（緯〈７６〉７１４８）へ

マツボックリでクリスマス
ツリーを作ろう！

■時 １２月４日掌午前９時～午後４時
■場 市総合運動公園
■内 スポーツ教室、体験コーナーなど
■問 安城商工会議所（緯〈７６〉５１７５）、市商
工課（緯〈７１〉２２３５）

安城元気フェスタ２０１１
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■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 ■内 １１月３０日昌まで、労働時間に関す
る情報を、専用サイト（http://ww
w.mhlw.go.jp/bunya/roudoukiju
n/campaign.html）にて、受け付
けています

■問 愛知労働局監督課（緯０５２〈９７２〉０２５３）、
同局労働時間課（緯０５２〈９７２〉０２５４）、
市商工課（緯〈７１〉２２３５）

　労働者個人と使用者間の労働条件な
どに関するトラブルは、労働委員会へ
相談してください。経験豊かなあっせ
ん員が無料で解決のお手伝いをします。
■問 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）

個別労働関係紛争に係る
あっせん制度

　設備点検・換水清掃のため、期間中
はプールを利用できなくなります。
■時 １１月２９日昇～１２月１１日掌

■他 アリーナ、トレーニングジムは通常
どおり利用できます

■問 市スポーツセンター（緯〈７５〉３５４５）

市スポーツセンターのプー
ルを休館

　１２月中旬までに、各町内会へ来年度
土木事業要望書の取りまとめをお願い
しています。近所で、土木事業に関す
る要望や気付いたことなどがあれば、
町内会へ相談してください。
■内 主な土木事業施道路側溝・舗装・排
水路などの整備、側溝ふた・ガード
レール・照明灯などの設置

■問 土木課（緯〈７１〉２２３９）、維持管理課（緯

〈７１〉２２３７）

土木事業の要望を受け付け

　この制度では、公共職業安定所が、
雇用保険を受給できない求職者へ、職
業訓練期間中および終了後も積極的な
就職支援をします。また、収入などが
一定要件を満たす人には、訓練期間中
「職業訓練受講給付金」を支給します。
■問 刈谷公共職業安定所（緯〈２１〉５００２）、
市商工課（緯〈７１〉２２３５）

求職者支援制度のお知らせ

■時 １２月８日昭午前１０時～正午、午後１
時～３時

■場 市役所相談室
■内 いじめや差別・暴力・虐待など日常
生活の人権問題についての相談

■他 毎月第２・４昇にも人権相談を開設
しています。詳しくは本紙１４ページ
をご覧ください。
　人権擁護委員（敬称略）施鈴木 治  雄 

はる お

（篠目町）、柴田 哲  子 （福釜町）、加藤 元 
のり こ もと

 惠 （桜町）、篠田 千  代  子 （東栄町）、榊原
え ち よ こ

 真  由  美 （東明町）、山口 俊  雄 （池浦町）、
ま ゆ み とし お

岩月 浩  治 （野寺町）、杉浦 智  之 （城ヶ入
こう じ とも ゆき

町）
■問 市民課（緯〈７１〉２２２２）

人権週間１２月４日掌～１０日松

特設人権相談所の開設

　１２月５日捷から、下記および市政情報コーナーで販売します。
■２０１２安城市民手帳
　１４㎝×９．５㎝の手帳。安城の歩み、各種届け出の方法、公共施設使用の手
引き、各種相談窓口などを掲載した「市政と暮らしのしおり」と、鉛筆がつい
ています。
●費用　１冊３８０円
●販売場所　秘書課広報広聴係

■２０１１年版安城の統計
　Ａ４サイズの冊子。市についての
最新の統計を網羅し、市勢をいろい
ろな面から把握できます。
●費用　１冊２００円
●販売場所　経営管理課
■問 秘書課広報広聴係（緯〈７１〉２２０２）、経営管理課（緯〈７１〉２２０５）

　１１月２５日晶～１２月１日昭は犯罪被害
者週間です。被害相談窓口と犯罪被害
給付制度をぜひ利用してください。詳
しくは県警察本部犯罪被害者支援室
（緯０５２〈９５１〉１６１１）へ
■問 安城警察署（緯〈７６〉０１１０）、市市民安
全課（緯〈７１〉２２１９）

「笑顔ふたたび　つなげる
支援」犯罪被害者週間

　１０月７日から時間額７５０円（５円引き
上げ）に改定されました。なお、県の
産業別最低賃金（７業種）については、
改正などのため現在調査審議中です。
■対 県内の事業所で働く、常用・臨時・
パートなど、すべての労働者

■問 刈谷労働基準監督署（緯〈２１〉４８８５）、
市商工課（緯〈７１〉２２３５）

愛知県最低賃金の改定

　建物の新築・増築・取り壊しをした
ときは、連絡をしてください。年内に
取り壊した場合は、翌年度の固定資産
税が課税されません。また、新築・増
築をした場合は、固定資産税額の基と
なる評価額を決めるため、市職員が家
屋調査に伺います。
■問 資産税課（緯〈７１〉２２１５）

家屋を取り壊した場合は連
絡を

労働時間適正化キャンペーン
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