
■時 来年２月２日昭午後６時３０分～８時
■場 文化センター
■講 三笑亭夢之助氏（落語家）
■定 ５００人（先着順）
■申 １２月２０日昇午
前９時から商
工課・文化セ
ンター・各地
区公民館で整
理券を配布

■問 商工課（緯〈７１〉
２２３５）

勤労者のための文化講演会
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■場 ■問 同クラブハウス（緯〈９２〉７１１２）
■他 入園料別途。都合により変更の場合あり。詳細は問い合わせてください

新春いちご大福教室　　　　　　　　
■時 来年１月２日承～４日昌午前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「お花のデニッシュパ
ンと動物あんパン」
■時 来年１月２日承～４日昌午後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

ワイン講座「気候の違いがわかる」　　
■時 来年１月２０日晶午後１時
■講 大橋 徹  也 氏（ソムリッチオーナー）

てつ や

■定 ２０人（先着順）
■￥ ３０００円
■申 １２月２１日昌午前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日承～４日昌午前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１１日昌・２５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２１日昌午前９時３０分から同クラ
ブハウスへ

木工ペイント教室　　　　　　　　　
■時 １２月２２日昭・２３日
抄午前１０時から

■定 各１００人（当日先着
順）

■￥ ５００円から

クッキーファクトリー　　　　　　　
■時 １２月１７日松・１８日掌・２３日抄～２５日
掌午前１０時～午後７時

■￥ ７００円

デンパーククラブハウスの教室・講座

■対 ■時 ■場 乳幼児 ▼１２日昭・２６日昭獅安祥
公民館、１３日晶・２７日晶獅高棚町公
民館、１７日昇・２４日昇獅南部公民館、
１８日昌・２５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）

１月の移動児童館

■時 １２月２４日松午後２時
■内 本證寺伽藍の復元
■講 北村 和  宏 氏（豊田西高等学校定時制

かず ひろ

教頭）
■場 ■問 歴史博物館（緯〈７７〉６６５５）

よみがえる本證寺伽藍

■時 １１日昌～１４日松・１７日昇～２０日晶・
２４日昇～２８日松・３１日昇いずれも午
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）

１月の土器づくり教室

手作りパン教室「ソーセージロールパ
ンと動物あんパン」
■時 １２月２３日抄～２５日掌午後１時・２時
３０分・４時

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

■かみしばいの会「新年お楽しみ会」
■時 来年１月１５日掌午後２時

※対象年齢は、目安です。

１日抄～４日昌・１０日昇・１６日捷・
２３日捷・２７日晶・３０日捷

お知らせ

中央図書館の携帯電話
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）

来年１月５日
昭午前１０時３０
分

おはなしゆりかご
（０～２歳）

来年１月６日
晶午前１０時３０
分

おはなしポッケ
（０～２歳）

来年１月７日
松午後３時

おはなしレストラン
（小学生以上）

来年１月１４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１７日
昇・３１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１８日
昌午前１０時３０
分

おはなしたまてばこ
（１～５歳）

来年１月１９日
昭午前１０時３０
分

いないいないばあ
（１～５歳）

来年１月２０日
晶午前１０時３０
分

えほんのとびら
（０～２歳）

来年１月２４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２５日
昌午前１０時３０
分

おはなしまあだ
（１～５歳）

来年１月２８日
松午前１１時

大人のための絵本朗読
会（一般）

■時 ■場 一般の部獅来年２月１８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４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１０日昇～２７日晶

に、少年の部獅来年１月１０日昇～２
月１０日晶に、費用を持って和田スポ
ーツ（今池町／緯〈９７〉０２７９）へ

■問 市体育館（緯〈７５〉３５３５）

安城選手権
冬季スキー競技会
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■時 来年１月７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）
■場 ■問 丈山苑（緯〈９２〉７７８０）

■￥ 入園料
■場 ■問 デンパーク（緯〈９２〉７１１１）
三河万歳の初舞　　　　　　　　　　
■時 来年１月２日承午前１１時
餅投げ　　　　　　　　　　　　　　
■時 来年１月２日承～４日昌午後１時
書道パフォーマンス＆書き初め体験　
■時 来年１月２日承午後２時
舞楽　　　　　　　　　　　　　　　
■時 来年１月３日昇午前１１時、午後２時
獅子舞　　　　　　　　　　　　　　
■時 来年１月４日昌午前１１時、午後２時
祝太鼓　　　　　　　　　　　　　　
■時 来年１月７日松・８日掌午前１１時、
午後２時

新春凧（たこ）展示会　　　　　　　　
■時 来年１月２日承

～９日抄

■内 地元の伝統文化
である桜井凧を
中心に、各地に
伝わる凧を展示
津軽三味線　　　　　　　　　　　　
■時 来年１月８日掌午前１１時、午後２時

■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 甲種獅来年１月２６日昭・２７日晶（全
２回）　乙種獅来年１月２６日昭いず
れも午前９時３０分～午後４時３０分

■場 市民会館
■定 １６２人（先着順）
■￥ ３５００円
■申 来年１月１０日昇～１３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。

甲種防火管理新規講習・乙
種防火管理講習の受講者

デンパーク新春イベント
■内 商品名や原材料などか
ら安城市を連想させる
観光土産品　認定期間
獅来年４月１日掌～平
成２６年３月３１日捷

■対 市内に事業所を有し、土産品を製造
販売している人

■他 認定を受け、登録料３０００円を納入し
た商品は、「安城市観光協会認定土産
品シール」を貼り、販売できます

■申 来年１月３１日昇まで（松掌抄、１２月
２９日昭～来年１月３日昇を除く）に
申請書を持って商工課（緯〈７１〉２２３５）
へ
　※申請書は、同課、市観光協会ウェ
ブサイトで配布。

観光土産品

　市アダプトプログラム実施要綱に基
づくボランティアです。同プログラム
は、市民が道路・河川などを、愛情と
責任をもって定期的に清掃をする美化
活動制度です。
■内 ボランティアの役割獅①定期的に一
定の範囲の美化活動　②道路や樹木
の破損など、美化に関する市への連
絡　市の役割獅①清掃道具などの無
償貸与　②アダプト・サイン（美化
活動者表示看板）の設置など

■対 団体、事業所など
■問 清掃事業所（緯〈７６〉３０５３）

環境美化ボランティア

■内 市子育て支援センターの講習会で、
参加者の子ども（０歳～３歳）を託児
する　活動回数獅月１回程度の午前
中２時間程度

■対 保育士資格を持ち、託児に興味のあ
る人、子どもが好きでボランティア
精神のある人

■申 随時、市子育て支援センター（あん
ぱ～く内／緯〈７２〉２３１７）へ

ボランティア「託児ママ」

■問 行政課（緯〈７１〉２２０８）
自衛隊幹部候補生採用制度説明会　　
■時 来年１月１５日掌、２月５日掌いずれ
も午後２時～４時

■場 刈谷市総合文化センター
自衛隊幹部候補生　　　　　　　　　
■時 １次試験獅来年５月１２日松・１３日掌

２次試験獅来年６月１２日昇～１５日晶

のうち１日
■対 平成２５年４月１日現在、次の①～③
のいずれかの人
　①２２～２５歳の人　②大学院で正規の
課程を２年以上修め、修士の学位を
受けた２７歳以下の人　③２０歳・２１歳
で、大学を卒業（見込み含む）または
外国で大学卒業相当と認められた人

■申 来年２月１日昌～４月２７日晶に、自
衛隊愛知地方協力本部安城地域事務
所（緯〈７４〉６８９４）へ

自衛官

　安城の三河万歳保存会の舞をぜひご覧
ください。
●とき・ところ　来年１月１日抄午前０
時施二本木八幡社（緑町）・ 白  山  比  売 神社

はく さん ひ め

（今本町）・榎前 八  劔 神社（榎前町）　午前
はっ けん

０時４０分施池浦天満宮（池浦町）・南明治
八幡社（花ノ木町）　午前１時２０分施 不  乗 

のら ずの

 森 神社（里町）・ 白  山  媛 神社（上条町）
もり はく さん ひめ

●問い合わせ　歴史博物館（緯〈７７〉６６５５）

丈山苑新春三河万歳



　１１月１５日までに市社会福祉協議会へ
寄せられた義援金は９２７０万６０７０円です。
１１月１日～１５日受付分／敬称略　　　
安城市シルバー人材センター、東海石
油くるまの里、安城生活福祉高等専修
学校、アイシン・エイ・ダブリュ・
ファミリーフェスティバル実行委員会、
ガレージセール大好きママの会、杉浦
製粉㈱社員一同、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

■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

■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

■他 対象にならない大会もありますので、
事前に問い合わせてください

■申 必ず大会の１４日前まで（休館日を除
く）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。

■時 来年３月５日捷までの午前８時３０分
～午後５時（閉庁日を除く）

■内 施設の運営方法に関する事項など
店舗獅さるびあプラザ（住吉町）

■場 ■問 県商業流通課（緯０５２〈９５４〉６３３８）、
市商工課（緯〈７１〉２２３５）

　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
１０日昇まで（必着）に農務課へ提出して
ください。
■問 農務課（緯〈７１〉２２３４）

■内 障害福祉に関するサービスや助成制
度などを紹介したもの

■対 障害者手帳を持っている人
■申 障害者手帳を持って障害福祉課（緯

〈７１〉２２２５）へ
■他 代理の人でも可。なくなり次第終了
します

■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
■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。

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
主任児童委員、ほほえみダンス、中部
公民館利用者、碧海信用金庫、魚魚丸、
ＪＡあいち経済連西三河地域担当部、
東端の老人、のぞみ会、佐宗、ふれあ
いダンス、産直センター道の駅デンパ
ーク安城、鈴木安司、松栄運輸㈱、作
野トータル、野村君江、匿名
市役所関係　　　　　　　　　　　　
㈱ニッセイ

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

大規模小売店舗立地法に係
る届出書の縦覧

画広報あんじょう　2011.12.15

　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　必要書類など獅口座振替
依頼書、通帳、通帳印

■問 水道業務課（緯〈７１〉２２４９）

水道料金・下水道使用料
の支払いは口座振替で

平成２３年度福祉ガイドブッ
クを配布

■時 １２月２０日昇～来年１月１０日昇

■内 市は、声かけパトロールをします。
みんなで地域の子に温かい目を向け、
青少年の非行・被害防止に、地域ぐ
るみで取り組みましょう

　スローガン施非行の芽　はやめにつ
　もう　みな我が子
■問 青少年の家（緯〈７６〉３４３２）

青少年の非行・被害防止に
取り組む県民運動（冬期）

　各種建設工事に使用できる券です。
■内 販売価格施１枚５万円（５万５０００円
分、１世帯２０枚まで購入可能）　発
行枚数施６０００枚（総額３億３０００万円）

■対 市内にある、自らが居住する専用住
宅などの工事を実施する人
　※事業者の購入、事業用物件への利
用はできません。

■申 捷～晶午前９時～午後５時（抄を除
く）に安城商工会議所（緯〈７６〉５１７５）
へ

■問 市商工課（緯〈７１〉２２３５）

Ａｎｊｏプレミアム建設券
発売中

■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）施来年１月１０
日昇午後１時３０分～３時３０分

エイズ即日検査・肝炎検査　　　　　
■時 毎週昇（抄、来年１月３日昇を除く）
午前９時～１１時（来年１月１７日昇は、
エイズ検査のみ午後６時～７時もあ
り）

衣浦東部保健所のお知らせ

　市が発注する物品の納入などを希望
する場合の、競争入札参加資格審査申
請（物品）を受け付けます。
■時 来年１月１６日捷～３１日昇午前８時３０
分～午後５時１５分（松掌を除く）

■他 新規登録は、来年３月１日昭から受
け付けます
※書類の様式は同課または市公式
ウェブサイトで配布。

■場 ■問 契約検査課（緯〈７１〉２２１２）

物品の入札参加資格審査申
請（更新）を受け付け
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■問 清掃事業所（緯〈７６〉３０５３）

※１の施設は、１２月２８日と来年１月４日の開館時間が午後５時１５分まで。※２の施設は、１２月２８日の開館時間が午後５時ま
で。※３の施設は、１２月２８日の開館時間が午後５時まで。また１２月２８日と来年１月４日はプールのみ休館。
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。詳しくは、本紙１７ページをご覧ください。

　あんくるバスは、年末年始も休まず
運行します。また、１２月２５日掌から、
あんくるバス高棚線に「ツインパーク」
バス停を設置します（下図参照）。これ
に伴いダイヤを一部改正します。新し
い時刻表を、１２月中旬よりあんくるバ
ス車内・文化センター・各地区公民館・
各福祉センター・市役所で配布。また、
市公式ウェブサイトにも掲載しますの
でご覧ください。
　なお、これに伴うルート変更はあり
ません。
■問 都市計画課（緯〈７１〉２２４３）

■年末年始のごみ収集
　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。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
　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
イクルプラザへ自己搬入してください。
年末は混雑しますので、早めの搬入を
お願いします。

■今年の粗大ごみ有料収集の最終日
■時 １２月２７日昇まで
■申 １２月２２日昭までに粗大ごみ受付セン
ター（緯〈７７〉４４１１）へ

■ごみ処理など施設の休業日
●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日昭正午～来年１月３日昇

　※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日晶～来年１月４日昌

●リサイクルステーションの休業日
■時 来年１月１日抄～３日昇

１月１２月

施設休業日 ５４３２１３１３０２９２８２７２６

昭昌昇承抄松晶昭昌昇捷

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（※１）、保健セン
ター、レンタサイクルのサイクルポート

休休休休休休休
文化センター（※２）、地区公民館（※２）、農村センター（※２）、青少年の家（※
２）、市民交流センター、アグリライフ支援センター、体育館（※２）、スポー
ツセンター（※３）

休休休休休休休休休福祉センター、社会福祉会館、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、マーメイドパレス、安祥閣

休休休休休休休休勤労福祉会館

休休休休休休休休休堀内公園

休休休休休休休休中央図書館

休休休休休休休市民会館（※２）

休休休休休休休デンパーク

休総合斎苑

あんくるバスの運行と
新規バス停設置

　市民課や各支所・出張所が休みの間
は、市役所当直室で受け付けます。
■問 市民課（緯〈７１〉２２２１）


