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■申申込方法等 ■問問合せ先 ※なお、指定及び制限を設けない項目は記載していません。

無農薬栽培した菜の花からナタネ油
を搾りました。一回搾りのナタネ油で

しぼ

簡単な料理をしてみませんか。持ち帰
り用のナタネ油もあります。
■時１２月８日松午前９時～正午
■場市民交流センター
■対４歳以上（小学３年生以下は保護者
同伴）
■定２５人（定員を超えた場合は抽選）
■￥１人３００円
■持エプロン、三角巾、手ふき
■他抽選の有無に関わらず、１１月３０日頃
参加の可否を通知
■申１１月１９日捷までの午前８時３０分～午
後５時１５分（松掌抄を除く）に、直接
か電話又は、講座名、代表者の住所・
氏名・電話番号、参加人数を郵送
（必着）かファクス・Ｅメールで農務
課（〒４４６－８５０１住所不要／胃〈７６〉１１
１２／nomu@city.anjo.lg.jp）へ
※右のQRコードから
も申込可。

■問グリーンそう・古居敬
子さん（緯０８０〈５２９５〉７７
８２）、市農務課（緯〈７１〉２２３３）

困難を抱える子どもと良い親子関係
を築くためにどうしたらいいかを話し
合う、親の学習会「ほっと一息サロン」
を開催します。一人で抱え込まずに、
一緒に語り合いましょう。
今回は「もしかして発達障害がある

のでは？」をテーマに学習します。
■時１１月１０日松午後１時３０分～４時
■場青少年の家
■対不登校や引きこもりに悩む子ども
（義務教育を修了した１５歳～概ね４０
歳）がいる家族の方

■￥市内在住者獅無料
市外在住者獅５００円

■申１１月９日晶までに電話か、催し名・
住所・氏名・電話番号をファクスか
Eメールで青少年愛護センター（青
少年の家内／緯〈７６〉３４３２／胃〈７６〉
１１３１／seishounen@city.anjo.lg.
jp）かNPO法人育て上げネット中
部虹の会（緯〈９５〉３１３７／胃〈９５〉３１５７
／info@nponiji.org）へ
※当日参加も可。

■問青少年愛護センター（青少年の家内
／緯〈７６〉３４３２）

ほっと一息サロン
（親の学習会）

自家製ナタネ油を使った料
理講座

■場衣浦東部保健所（刈谷市大手町）
こころの健康医師相談（予約制）
■時１１月９日晶午後２時～４時
■内精神科医師による相談
■申事前に衣浦東部保健所健康支援課
（緯〈２１〉９３３７）へ
エイズ・肝炎検査（無料）、梅毒検査（有
料）、骨髄バンクドナー登録（予約制）
■時毎週昇午前９時～１１時（エイズ検査
は１１月５日捷・１９日捷午後６時～７
時も実施）
■申■問骨髄バンクドナー登録のみ事前に
衣浦東部保健所生活環境安全課（緯

〈２１〉４７９７）へ
検便・井戸水検査等（有料）
■問衣浦東部保健所試験検査課（緯〈２１〉
９３５３）

衣浦東部保健所の相談・検査

「残雪」を上映します。雪国で出逢っ
た建築家志望の学生と炭焼娘は惹かれ

ひ

合うが、二人は実は兄妹だった……。
純愛悲恋物語。出演は舟木一夫、松原
智恵子 他。
■時１０月２８日掌午前１０時
■定８０人（当日先着順）
■場■問歴史博物館（緯〈７７〉６６５５）

昭和の名作シネマ上映会

１１月の土器づくり教室
■時１日昭・２日晶・６日昇～９日晶・
１３日昇～１６日晶・２０日昇～２４日松・
２７日昇～３０日晶午後１時から（受付
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１～３年生は保護
者同伴）
■場■問埋蔵文化財センター（緯〈７７〉４４９０）

色付き始めた庭園を背景にした撮影
会です。どなたでも参加できます。
■時１１月１１日掌午前１０時３０分～正午
■￥入苑料獅１００円（中学生以下無料）
呈茶料獅３００円

■場■問丈山苑（緯〈９２〉７７８０）

丈山苑 安城七夕親善大使
写真撮影会

■けん玉であそぼう
日本の伝統的なあそびである「け

ん玉あそび」を体験します。
■時１０月２８日掌午後３時～４時
■講寺本勇司氏、久野風香氏（日本け
ん玉協会）
■対小学生、中学生
■定２０人（当日先着順）

アンフォーレ課（緯〈７６〉６１１１）

催し

１１月の休館日
６日昇・１３日昇・２０日昇・２７日昇

※対象年齢は目安です。

１１月のおはなし会
１日昭
午前１０時３０分

おはなしゆりかご
（０～２歳）

２日晶
午前１０時３０分

おはなしポッケ
（０～２歳）

３日抄
午後３時

おはなしレストラン
（小学生以上）

４日掌
午後３時

ネコ・ロンデ朗読会
（小学１～３年生）

４日掌・１１日掌
１８日掌・２５日掌
午後４時

にちようびのおはな
しかい
（小学生）

５日捷
午前１０時３０分

絵本好き集まれ！お
すすめ絵本紹介（一般）

７日昌・２５日掌
午前１０時３０分

赤ちゃんとなによも
う会（一般）

１０日松
午後２時

おはなしどんどん
（３歳～小学３年生）

１１日掌
午前１１時

大人のための絵本朗
読会（一般）

１２日捷・２６日捷
午前１０時３０分

えほんとわらべうた
の会（０～２歳）

１４日昌
午後７時

大人のための絵本朗
読会atエントランス
（一般）

１５日昭
午前１０時３０分

いないいないばあ
（１～５歳）

１７日松・２４日松
午後２時

南吉朗読ででむし会
（小学生以上）

１８日掌
午後２時

かみしばいの会
（３歳～小学３年生）

１９日捷
午前１０時３０分

えほんのとびら
（０～２歳）

２４日松
午後３時

でんでんむかしあそ
びの会（小学生）

２８日昌
午前１０時３０分

おはなしまあだ
（１～５歳）

２９日昭
午前１０時３０分

おはなしの森
（１～５歳）

３０日晶
午前１０時

大人のためのおはな
し会‘１８秋（おはなし
レストラン・一般）
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①②共通事項
■申①施１０月２０日松まで ②施１０月２３日昇までに、講座名、代表者の郵便
番号・住所・氏名・年齢・電話番号、参加者全員の氏名、参加人数を
はがき（必着）かファクスで市民ギャラリー（〒４４６－００２６安城町城堀３０
／胃〈７７〉４４９１）へ
※はがき１枚で２人分まで申込可。
※市民ギャラリーHPからも申込可。

■場■問市民ギャラリー（緯〈７７〉６８５３）

■時期間・日時 ■場場所 ■内内容 ■講講師 ■対対象・資格 ■定定員 ■￥費用 ■持持ち物 ■他その他

②ふしぎな球のランプシェードを
作ってみよう！
色とりどりにキラキラ光る球型
のふしぎなランプシェードを作り
ます。
■時１１月４日掌午前１０時～１１時３０分
■講中島ゆうき氏（（一社）心つなぐ
遊びのアトリエ わくわく創造
アトリエ瑞穂プレイルーム）

■対３歳～小学生
■定１２人（定員を超えた場合は抽選）
■￥１０００円（材料費込）

①②共通事項
■場■問昭林公民館（緯〈７７〉６６８８）
■定１５９人（②は要整理券）
①第７回アコースティック・パーティー
三河地方で活躍する２５組のアマチュアミュージシャンが集うアコースティック
ライブ。オリジナル曲やポピュラー、童謡、歌謡曲等を楽しめます。整理券不要、
入退場自由。気軽にお立ち寄りください。
■時１１月４日掌午前１０時～午後８時３０分（開場は午前９時３０分）
■内出演獅小泉ジロー、坂部和彦、Tomy他
■他３日抄午後１時～８時３０分（開場は正午）には前夜祭を開催。１組３曲で当日自
由に参加できるフリーライブです。ぜひ参加してください

■問アコースティックパーティー実行委員会・小泉さん（緯０８０〈５１０２〉９５５８）
②昭林コンサート
元プリンセスプリンセスのギタリスト・中山加奈子氏が率いるロックバンド、
Voo
ヴー

Doo
ドゥー

Hawaiiansを迎える他、安城市を拠点に地元で活躍しているバンド、
ハワイアンズ

ArtificialBeatonicTriangleもオープニングアクトとして登場します。
アーティフィシャル ビートニック トライアングル

■時１１月１０日松午後６時～８時（開場は午後５時３０分）
■他未就学児の入場は不可
■申１０月２７日松午前９時から同館で整理券を配布

①日本画入門講座 明年の干支を
描こう
来年の干支「亥」をモチーフに日

いのしし

本画制作を体験します。
■時１０月２７日松、１１月４日掌・１０日
松午後１時～４時（全３回）
■講香村愛子氏（日本画家）
■対１５歳以上（中学生を除く）
■定１０人（定員を超えた場合は抽選）
■￥２５００円（画材費込）

昭林コンサート

■問堀内公園（緯〈９９〉５９４７）
ハロウィンイベント
■時１０月２７日松・２８日掌

■対■内下記の指定遊具（有料）を利用した
小学生以下にキャンディを進呈
２７日獅サイクルモノレール、観覧車
２８日獅メリーゴーランド、メルヘン号
■定各遊具５０人（当日先着順）
■￥遊具利用料
■他両日とも午前１０時～午後３時に、「ハ
ロウィン秋まつり」を開催。輪投げ
等の模擬店（有料）を出店します
※景品がなくなり次第終了。
お得な回数券販売
■時１１月１日昭～３０日晶午前９時～午後
４時３０分（休園日を除く）
■内１０００円分の回数券を購入した人に有
料遊具利用券を２枚進呈

赤ちゃんハイハイレース
■時１１月３日抄午前１０時３０分（受付は公
園管理事務所前で午前１０時から）
※雨天の場合は４日掌に順延。
■対未歩行の赤ちゃんと保護者
■定４０人（当日先着順）
■他参加者に有料遊具利用券を進呈

堀内公園の催し

「哲学」を分かりやすく教えている人
気講師による連続講座です。
■時■内１１月１７日松施「五感の危機、危機
の五感」１２月１日松施「五感の融合」
１２月１５日松施「こころの温泉」 いず
れも午後２時～４時（全３回）
■場図書情報館
■講加藤博子氏（文学博士）
■対高校生以上
■定４０人（先着順）
■申１０月１７日昌からの午前９時～午後８
時（休館日を除く。松掌抄は午後６
時まで）に電話か、催し名・氏名・
電話番号をファクスかEメールでア
ンフォーレ課（緯〈７６〉６１１１／胃〈７７〉
６０６６／tosyo@city.anjo.lg.jp）へ

こころの温泉
やさしい哲学講座
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無農薬栽培した菜の花からナタネ油
を搾りました。一回搾りのナタネ油で

しぼ

簡単な料理をしてみませんか。持ち帰
り用のナタネ油もあります。
■時１２月８日松午前９時～正午
■場市民交流センター
■対４歳以上（小学３年生以下は保護者
同伴）
■定２５人（定員を超えた場合は抽選）
■￥１人３００円
■持エプロン、三角巾、手ふき
■他抽選の有無に関わらず、１１月３０日頃
参加の可否を通知
■申１１月１９日捷までの午前８時３０分～午
後５時１５分（松掌抄を除く）に、直接
か電話又は、講座名、代表者の住所・
氏名・電話番号、参加人数を郵送
（必着）かファクス・Ｅメールで農務
課（〒４４６－８５０１住所不要／胃〈７６〉１１
１２／nomu@city.anjo.lg.jp）へ
※右のQRコードから
も申込可。

■問グリーンそう・古居敬
子さん（緯０８０〈５２９５〉７７
８２）、市農務課（緯〈７１〉２２３３）

困難を抱える子どもと良い親子関係
を築くためにどうしたらいいかを話し
合う、親の学習会「ほっと一息サロン」
を開催します。一人で抱え込まずに、
一緒に語り合いましょう。
今回は「もしかして発達障害がある

のでは？」をテーマに学習します。
■時１１月１０日松午後１時３０分～４時
■場青少年の家
■対不登校や引きこもりに悩む子ども
（義務教育を修了した１５歳～概ね４０
歳）がいる家族の方

■￥市内在住者獅無料
市外在住者獅５００円

■申１１月９日晶までに電話か、催し名・
住所・氏名・電話番号をファクスか
Eメールで青少年愛護センター（青
少年の家内／緯〈７６〉３４３２／胃〈７６〉
１１３１／seishounen@city.anjo.lg.
jp）かNPO法人育て上げネット中
部虹の会（緯〈９５〉３１３７／胃〈９５〉３１５７
／info@nponiji.org）へ
※当日参加も可。

■問青少年愛護センター（青少年の家内
／緯〈７６〉３４３２）

ほっと一息サロン
（親の学習会）

自家製ナタネ油を使った料
理講座

■場衣浦東部保健所（刈谷市大手町）
こころの健康医師相談（予約制）
■時１１月９日晶午後２時～４時
■内精神科医師による相談
■申事前に衣浦東部保健所健康支援課
（緯〈２１〉９３３７）へ
エイズ・肝炎検査（無料）、梅毒検査（有
料）、骨髄バンクドナー登録（予約制）
■時毎週昇午前９時～１１時（エイズ検査
は１１月５日捷・１９日捷午後６時～７
時も実施）
■申■問骨髄バンクドナー登録のみ事前に
衣浦東部保健所生活環境安全課（緯

〈２１〉４７９７）へ
検便・井戸水検査等（有料）
■問衣浦東部保健所試験検査課（緯〈２１〉
９３５３）

衣浦東部保健所の相談・検査

「残雪」を上映します。雪国で出逢っ
た建築家志望の学生と炭焼娘は惹かれ

ひ

合うが、二人は実は兄妹だった……。
純愛悲恋物語。出演は舟木一夫、松原
智恵子 他。
■時１０月２８日掌午前１０時
■定８０人（当日先着順）
■場■問歴史博物館（緯〈７７〉６６５５）

昭和の名作シネマ上映会

１１月の土器づくり教室
■時１日昭・２日晶・６日昇～９日晶・
１３日昇～１６日晶・２０日昇～２４日松・
２７日昇～３０日晶午後１時から（受付
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１～３年生は保護
者同伴）
■場■問埋蔵文化財センター（緯〈７７〉４４９０）

色付き始めた庭園を背景にした撮影
会です。どなたでも参加できます。
■時１１月１１日掌午前１０時３０分～正午
■￥入苑料獅１００円（中学生以下無料）
呈茶料獅３００円

■場■問丈山苑（緯〈９２〉７７８０）

丈山苑 安城七夕親善大使
写真撮影会

■けん玉であそぼう
日本の伝統的なあそびである「け

ん玉あそび」を体験します。
■時１０月２８日掌午後３時～４時
■講寺本勇司氏、久野風香氏（日本け
ん玉協会）
■対小学生、中学生
■定２０人（当日先着順）

アンフォーレ課（緯〈７６〉６１１１）

催し

１１月の休館日
６日昇・１３日昇・２０日昇・２７日昇

※対象年齢は目安です。

１１月のおはなし会
１日昭
午前１０時３０分

おはなしゆりかご
（０～２歳）

２日晶
午前１０時３０分

おはなしポッケ
（０～２歳）

３日抄
午後３時

おはなしレストラン
（小学生以上）

４日掌
午後３時

ネコ・ロンデ朗読会
（小学１～３年生）

４日掌・１１日掌
１８日掌・２５日掌
午後４時

にちようびのおはな
しかい
（小学生）

５日捷
午前１０時３０分

絵本好き集まれ！お
すすめ絵本紹介（一般）

７日昌・２５日掌
午前１０時３０分

赤ちゃんとなによも
う会（一般）

１０日松
午後２時

おはなしどんどん
（３歳～小学３年生）

１１日掌
午前１１時

大人のための絵本朗
読会（一般）

１２日捷・２６日捷
午前１０時３０分

えほんとわらべうた
の会（０～２歳）

１４日昌
午後７時

大人のための絵本朗
読会atエントランス
（一般）

１５日昭
午前１０時３０分

いないいないばあ
（１～５歳）

１７日松・２４日松
午後２時

南吉朗読ででむし会
（小学生以上）

１８日掌
午後２時

かみしばいの会
（３歳～小学３年生）

１９日捷
午前１０時３０分

えほんのとびら
（０～２歳）

２４日松
午後３時

でんでんむかしあそ
びの会（小学生）

２８日昌
午前１０時３０分

おはなしまあだ
（１～５歳）

２９日昭
午前１０時３０分

おはなしの森
（１～５歳）

３０日晶
午前１０時

大人のためのおはな
し会‘１８秋（おはなし
レストラン・一般）
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①②共通事項
■申①施１０月２０日松まで ②施１０月２３日昇までに、講座名、代表者の郵便
番号・住所・氏名・年齢・電話番号、参加者全員の氏名、参加人数を
はがき（必着）かファクスで市民ギャラリー（〒４４６－００２６安城町城堀３０
／胃〈７７〉４４９１）へ
※はがき１枚で２人分まで申込可。
※市民ギャラリーHPからも申込可。

■場■問市民ギャラリー（緯〈７７〉６８５３）

■時期間・日時 ■場場所 ■内内容 ■講講師 ■対対象・資格 ■定定員 ■￥費用 ■持持ち物 ■他その他

②ふしぎな球のランプシェードを
作ってみよう！
色とりどりにキラキラ光る球型
のふしぎなランプシェードを作り
ます。
■時１１月４日掌午前１０時～１１時３０分
■講中島ゆうき氏（（一社）心つなぐ
遊びのアトリエ わくわく創造
アトリエ瑞穂プレイルーム）

■対３歳～小学生
■定１２人（定員を超えた場合は抽選）
■￥１０００円（材料費込）

①②共通事項
■場■問昭林公民館（緯〈７７〉６６８８）
■定１５９人（②は要整理券）
①第７回アコースティック・パーティー
三河地方で活躍する２５組のアマチュアミュージシャンが集うアコースティック
ライブ。オリジナル曲やポピュラー、童謡、歌謡曲等を楽しめます。整理券不要、
入退場自由。気軽にお立ち寄りください。
■時１１月４日掌午前１０時～午後８時３０分（開場は午前９時３０分）
■内出演獅小泉ジロー、坂部和彦、Tomy他
■他３日抄午後１時～８時３０分（開場は正午）には前夜祭を開催。１組３曲で当日自
由に参加できるフリーライブです。ぜひ参加してください

■問アコースティックパーティー実行委員会・小泉さん（緯０８０〈５１０２〉９５５８）
②昭林コンサート
元プリンセスプリンセスのギタリスト・中山加奈子氏が率いるロックバンド、
Voo
ヴー

Doo
ドゥー

Hawaiiansを迎える他、安城市を拠点に地元で活躍しているバンド、
ハワイアンズ

ArtificialBeatonicTriangleもオープニングアクトとして登場します。
アーティフィシャル ビートニック トライアングル

■時１１月１０日松午後６時～８時（開場は午後５時３０分）
■他未就学児の入場は不可
■申１０月２７日松午前９時から同館で整理券を配布

①日本画入門講座 明年の干支を
描こう
来年の干支「亥」をモチーフに日

いのしし

本画制作を体験します。
■時１０月２７日松、１１月４日掌・１０日
松午後１時～４時（全３回）

■講香村愛子氏（日本画家）
■対１５歳以上（中学生を除く）
■定１０人（定員を超えた場合は抽選）
■￥２５００円（画材費込）

昭林コンサート

■問堀内公園（緯〈９９〉５９４７）
ハロウィンイベント
■時１０月２７日松・２８日掌

■対■内下記の指定遊具（有料）を利用した
小学生以下にキャンディを進呈
２７日獅サイクルモノレール、観覧車
２８日獅メリーゴーランド、メルヘン号
■定各遊具５０人（当日先着順）
■￥遊具利用料
■他両日とも午前１０時～午後３時に、「ハ
ロウィン秋まつり」を開催。輪投げ
等の模擬店（有料）を出店します
※景品がなくなり次第終了。
お得な回数券販売
■時１１月１日昭～３０日晶午前９時～午後
４時３０分（休園日を除く）

■内１０００円分の回数券を購入した人に有
料遊具利用券を２枚進呈

赤ちゃんハイハイレース
■時１１月３日抄午前１０時３０分（受付は公
園管理事務所前で午前１０時から）
※雨天の場合は４日掌に順延。
■対未歩行の赤ちゃんと保護者
■定４０人（当日先着順）
■他参加者に有料遊具利用券を進呈

堀内公園の催し

「哲学」を分かりやすく教えている人
気講師による連続講座です。
■時■内１１月１７日松施「五感の危機、危機
の五感」１２月１日松施「五感の融合」
１２月１５日松施「こころの温泉」 いず
れも午後２時～４時（全３回）
■場図書情報館
■講加藤博子氏（文学博士）
■対高校生以上
■定４０人（先着順）
■申１０月１７日昌からの午前９時～午後８
時（休館日を除く。松掌抄は午後６
時まで）に電話か、催し名・氏名・
電話番号をファクスかEメールでア
ンフォーレ課（緯〈７６〉６１１１／胃〈７７〉
６０６６／tosyo@city.anjo.lg.jp）へ

こころの温泉
やさしい哲学講座
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デンパークの展示会
デンパーク館の多目的ホールで草木
や花々の展示をご覧いただけます。
■￥入園料
■場■問デンパーク（緯〈９２〉７１１１）
第１９回 花の表装展
■時１０月１７日昌～２２日捷

■内美しく仕上げられた伝統表飾創作品
約３５点の展示
秋の山野草展
■時１０月２４日昌～２９日捷

■内リンドウ・ススキ・野ギク・大文字
草等、安城植物友の会が育てた山野
草約１５０点の展示
愛知県三河菊花展覧会
■時１０月３１日昌～１１月５日捷

■内競技花・自由花・切り花約１５０鉢の
展示。見事な菊をご観覧ください

①～④共通事項
■場■問デンパーククラブハウス（緯〈９２〉７１１２）
■他入園料別途。都合により変更する場合有。詳細は問い合わせてください
■申１０月２０日松～各申込期限の午前９時３０分～午後５時に、直接か電話でデン
パーククラブハウスへ

①もったいナイスな料理教室
■時１１月１６日晶午前１０時～午後０時３０
分
■内テーマ獅にんじんのオムライスプ
レート
メニュー獅にんじんライスのオム
ライス、チキンのカポナータソー
ス、にんじんスープ、デザート

■講永井恵氏
■定２０人（先着順）
■￥３０００円（材料費込）
■持エプロン、手拭き用タオル、箸
■申申込期限獅１１月９日晶

②ペーパークイリング講座
■時１１月２１日昌午前１０時～午後０時３０
分
■講磯貝裕子氏
■定１５人（先着順）
■￥３５００円（材料費込）
■申申込期限獅１１月１４日昌

③陶芸教室
食卓を彩るスープカップを手びね
りで作ります。
■時１１月１６日晶午後１時３０分～３時３０
分
■講毛利記代子氏
■定２０人（先着順）
■￥４０００円（材料費込）
■持エプロン
■申申込期限獅１１月９日晶

④フラワーギャザリング
室内で飾ることができ、生花を使
いながらも長い期間楽しめるフラワ
ーギャザリングを作ります。
■時１１月２８日昌午後１時３０分～３時３０
分
■講高木恵里氏（元町庵ギャザリング
アトリエ）
■定１０人（先着順）
■￥４０００円（材料費込）
■申申込期限獅１１月１４日昌

農園で野菜の収穫を体験した後、と
れたての秋野菜をおいしく料理して味
わいます。収穫した野菜の持ち帰りも
できます。
■時１１月２３日抄午前９時～午後１時（雨
天決行）

■場集合・調理獅文化センター 野菜の
収穫獅耕

たがや

し人農園（箕輪町）
びと

※バスで移動。
■内献立獅ロール白菜、冬瓜スープ（カ

とう がん

レー味）、白菜とりんごのサラダ、ス
イートポテト
■対市内在住の小学生と保護者
■定３０人（定員を超えた場合は抽選）
■￥１人５００円
■持エプロン、三角巾、マスク、ふきん、
持ち帰り用容器、軍手、長靴
■他抽選の有無に関わらず、１１月４日頃
参加の可否を通知
■申１０月２６日晶までの午前８時３０分～午
後５時１５分（松掌を除く）に、直接か
電話又は、講座名、代表者の住所・
氏名・電話番号、参加者全員の氏名
を郵送（必着）かファクス・Ｅメール
で農務課（〒４４６－８５０１住所不要／胃

〈７６〉１１１２／nomu@city.anjo.lg.jp）へ
※右のQRコードから
も申込可。
■問創年塾耕し人・天野さ
ん（緯０９０〈４０８０〉１２７０）、
市農務課（緯〈７１〉２２３３）

■時１２月２日掌午前１０時～午後２時１５分
（受付は午前９時４５分から）
■場歴史博物館
■内クリスマスの飾り作り、ランプシェ
ード作り等
■対市内在住のひとり親家庭の親子
■定３０人（先着順）
■￥１人８００円（３歳以下は無料）
■他ケーキ、サンドウィッチ等軽食付
■申１０月２８日掌～１１月１１日掌に、参加者
の住所・氏名・電話番号をファクス
で市母子福祉会・成島清美さん（胃・

なり しま

緯〈９９〉６５５４）へ
※１０月２８日午前８時～正午のみ電話
でも申込可。

■問子育て支援課（緯〈７１〉２２２９）

ひとり親家庭クリスマス会

とれたて野菜で親子クッキ
ング

クリスマスリース作り体験教室を開
催します。季節の花を使って素敵にア
レンジしましょう錘

■時１１月１５日昭午前１０時３０分～正午
■定２０人（先着順）
■￥２５００円（材料費込）
■他入園料別途。詳細は問い合わせてく
ださい
■場■申１０月１９日晶～１１月９日晶午前９時
３０分～午後５時に直接か電話でデン
パークフローラルプレイス（緯〈９２〉
７１１３）へ

デンパーク
ペタルの花工房の体験教室

■申申込方法等 ■問問合せ先 ※なお、指定及び制限を設けない項目は記載していません。

にんじんライスのオムライス
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１１月の移動児童館
■時■場７日昌・２１日昌獅東部公民館 ９
日晶・３０日晶獅高棚町公民館 いず
れも午前１０時～１１時
■対乳幼児と保護者
■問子育て支援センター（緯〈７２〉２３１７）

発明クラブの活動を実際に見ること
のできる見学会を開催します。
■時１１月１８日掌午前１０時～１１時
■場文化センター
■対発明クラブや発明クラブ指導員に関
心のある人、発明クラブに支援・協
力を検討している企業・団体

■定１０人（先着順）
■申１１月１３日昇までに、参加申込書を郵
送（必着）・ファクス・Eメールで県
産業労働部産業科学技術課（〒４６０－
８５０１名古屋市中区三の丸３－１－２
／胃０５２〈９５４〉６９７７／san-kagi@

pref．aichi．lg．jp）へ
※参加申込書は県HPで配布。

■問県産業労働部産業科学技術課（緯０５２
〈９５４〉６３７０）

アンフォーレ発着のサイクリングイ
ベントをはじめ、自転車の無料安全点
検やスポーツ自転車・電動アシスト自
転車の試乗会等を開催します。
■時１０月２８日掌午前９時～午後３時
■場アンフォーレ
サイクリングイベントりんりんライド
■時受付・車検施午前８時 スタート施

午前９時 ゴール施午後２時まで
抽選会施午後２時

■内ルート諮ファミリーサイクリング施

アンフォーレ～デンパーク～三河安
城駅～中部公民館～アンフォーレ
（約１８灼）
チャレンジサイクリング施アンフォ
ーレ～デンパーク～油ヶ淵水辺公園
～三連水車（豊田市広美町）～中部公
民館～アンフォーレ（約５０灼）

■定１００人（先着順）
■￥２００円（保険料）
■持点検整備済み自転車
■申１０月２１日掌までに、申込用紙を持参
かファクスで愛知県自転車モーター
商協同組合安城支部（サイクルガレ
ージ ニュース／池浦町／胃〈７６〉１４
１４）へ
※申込用紙はまちの自転車屋さん
（市HPに掲載）で配布。
■問愛知県自転車モーター商協同組合安
城支部（緯〈７７〉４５４５）

２０１８サイクルフェスティバ
ルin安城

①なんでも笛にしちゃおう
音の出るひみつをさぐりながら、
身近にあるものを笛にしてみよう。
■時１１月３日抄午前１０時～１１時３０分
■講川角正彦氏
■対小学１年生以上の子と保護者
■定５組（先着順）
■￥１組１００円
②木登り体験
ハーネスを使って安全に木登りし
ます。木の上から見える景色を体験
しましょう。
■時１１月４日掌午前９時３０分～１１時３０
分（雨天中止）
■講鬼頭茂雄氏
■対小学生（保護者同伴）
■定１０人（先着順）
■￥３００円
■持長袖長ズボン着用、軍手又は手袋
③あまり毛糸で作品づくり
自宅に余っている毛糸で「ニット

帽」か「靴下」を編みます。
■時１１月５日捷、１２日捷午前１０時～１１
時３０分（全２回で１点完成させま
す）

■講中嶋雅子氏
■対１８歳以上
■定１０人（先着
順）

■￥１人２００円
■持あまり毛糸３玉以上、毛糸に合っ
た棒針

④布ぞうり作り
不要な布でぞうりを作ります。
■時１１月６日昇・２０日昇午前１０時～１１
時３０分（全２回で１足完成させま
す）

■対１８歳以上
■定１０人（先着順）
■￥５００円（１足分の材料費込）
⑤クリスマススノードームを作ろう
■時１１月１０日松午前１０時～１１時３０分
■講本間嘉彰氏
■対４歳以上の子と保護者
■定１０組（先着順）
■￥４００円（１個分の材料費込）
■持空き瓶（佃煮、ジャム等）
⑥五平餅を作ろう
■時１１月１１日掌午前１０時～１１時３０分
■講神谷直子氏
■対４歳以上の子と保護者
■定１０組（先着順）
■￥１人２００円
■持エプロン、三角巾、ふきん、マス
ク、皿、箸
⑦カゴバッグを作ろう
■時１１月１５日昭午前９時３０分～正午
■講社本祐加子氏
■対１８歳以上
■定５人（先着順）
■￥１２００円（材料
費込）

■持洗濯ばさみ１０
個

①～⑦共通事項
■場■申１０月１８日昭～各講座開催日３日前（昌を除く、昌の場合はその前日）午前
９時～午後９時に、講座名・住所・氏名・年齢・電話番号・参加人数を、
直接か電話・ファクスで環境学習センターエコきち（☎・胃〈７６〉７１４８）へ
※申込開始日は１家族１講座のみ申込可。

安城市少年少女発明クラブ見学会

■時期間・日時 ■場場所 ■内内容 ■講講師 ■対対象・資格 ■定定員 ■￥費用 ■持持ち物 ■他その他
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デンパークの展示会
デンパーク館の多目的ホールで草木
や花々の展示をご覧いただけます。
■￥入園料
■場■問デンパーク（緯〈９２〉７１１１）
第１９回 花の表装展
■時１０月１７日昌～２２日捷

■内美しく仕上げられた伝統表飾創作品
約３５点の展示
秋の山野草展
■時１０月２４日昌～２９日捷

■内リンドウ・ススキ・野ギク・大文字
草等、安城植物友の会が育てた山野
草約１５０点の展示
愛知県三河菊花展覧会
■時１０月３１日昌～１１月５日捷

■内競技花・自由花・切り花約１５０鉢の
展示。見事な菊をご観覧ください

①～④共通事項
■場■問デンパーククラブハウス（緯〈９２〉７１１２）
■他入園料別途。都合により変更する場合有。詳細は問い合わせてください
■申１０月２０日松～各申込期限の午前９時３０分～午後５時に、直接か電話でデン
パーククラブハウスへ

①もったいナイスな料理教室
■時１１月１６日晶午前１０時～午後０時３０
分
■内テーマ獅にんじんのオムライスプ
レート
メニュー獅にんじんライスのオム
ライス、チキンのカポナータソー
ス、にんじんスープ、デザート

■講永井恵氏
■定２０人（先着順）
■￥３０００円（材料費込）
■持エプロン、手拭き用タオル、箸
■申申込期限獅１１月９日晶

②ペーパークイリング講座
■時１１月２１日昌午前１０時～午後０時３０
分
■講磯貝裕子氏
■定１５人（先着順）
■￥３５００円（材料費込）
■申申込期限獅１１月１４日昌

③陶芸教室
食卓を彩るスープカップを手びね
りで作ります。
■時１１月１６日晶午後１時３０分～３時３０
分
■講毛利記代子氏
■定２０人（先着順）
■￥４０００円（材料費込）
■持エプロン
■申申込期限獅１１月９日晶

④フラワーギャザリング
室内で飾ることができ、生花を使
いながらも長い期間楽しめるフラワ
ーギャザリングを作ります。
■時１１月２８日昌午後１時３０分～３時３０
分
■講高木恵里氏（元町庵ギャザリング
アトリエ）
■定１０人（先着順）
■￥４０００円（材料費込）
■申申込期限獅１１月１４日昌

農園で野菜の収穫を体験した後、と
れたての秋野菜をおいしく料理して味
わいます。収穫した野菜の持ち帰りも
できます。
■時１１月２３日抄午前９時～午後１時（雨
天決行）

■場集合・調理獅文化センター 野菜の
収穫獅耕

たがや

し人農園（箕輪町）
びと

※バスで移動。
■内献立獅ロール白菜、冬瓜スープ（カ

とう がん

レー味）、白菜とりんごのサラダ、ス
イートポテト
■対市内在住の小学生と保護者
■定３０人（定員を超えた場合は抽選）
■￥１人５００円
■持エプロン、三角巾、マスク、ふきん、
持ち帰り用容器、軍手、長靴
■他抽選の有無に関わらず、１１月４日頃
参加の可否を通知
■申１０月２６日晶までの午前８時３０分～午
後５時１５分（松掌を除く）に、直接か
電話又は、講座名、代表者の住所・
氏名・電話番号、参加者全員の氏名
を郵送（必着）かファクス・Ｅメール
で農務課（〒４４６－８５０１住所不要／胃

〈７６〉１１１２／nomu@city.anjo.lg.jp）へ
※右のQRコードから
も申込可。
■問創年塾耕し人・天野さ
ん（緯０９０〈４０８０〉１２７０）、
市農務課（緯〈７１〉２２３３）

■時１２月２日掌午前１０時～午後２時１５分
（受付は午前９時４５分から）
■場歴史博物館
■内クリスマスの飾り作り、ランプシェ
ード作り等
■対市内在住のひとり親家庭の親子
■定３０人（先着順）
■￥１人８００円（３歳以下は無料）
■他ケーキ、サンドウィッチ等軽食付
■申１０月２８日掌～１１月１１日掌に、参加者
の住所・氏名・電話番号をファクス
で市母子福祉会・成島清美さん（胃・

なり しま

緯〈９９〉６５５４）へ
※１０月２８日午前８時～正午のみ電話
でも申込可。

■問子育て支援課（緯〈７１〉２２２９）

ひとり親家庭クリスマス会

とれたて野菜で親子クッキ
ング

クリスマスリース作り体験教室を開
催します。季節の花を使って素敵にア
レンジしましょう錘

■時１１月１５日昭午前１０時３０分～正午
■定２０人（先着順）
■￥２５００円（材料費込）
■他入園料別途。詳細は問い合わせてく
ださい
■場■申１０月１９日晶～１１月９日晶午前９時
３０分～午後５時に直接か電話でデン
パークフローラルプレイス（緯〈９２〉
７１１３）へ

デンパーク
ペタルの花工房の体験教室

■申申込方法等 ■問問合せ先 ※なお、指定及び制限を設けない項目は記載していません。

にんじんライスのオムライス

情
報
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ッ
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ス
は
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ら
お
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１１月の移動児童館
■時■場７日昌・２１日昌獅東部公民館 ９
日晶・３０日晶獅高棚町公民館 いず
れも午前１０時～１１時
■対乳幼児と保護者
■問子育て支援センター（緯〈７２〉２３１７）

発明クラブの活動を実際に見ること
のできる見学会を開催します。
■時１１月１８日掌午前１０時～１１時
■場文化センター
■対発明クラブや発明クラブ指導員に関
心のある人、発明クラブに支援・協
力を検討している企業・団体

■定１０人（先着順）
■申１１月１３日昇までに、参加申込書を郵
送（必着）・ファクス・Eメールで県
産業労働部産業科学技術課（〒４６０－
８５０１名古屋市中区三の丸３－１－２
／胃０５２〈９５４〉６９７７／san-kagi@

pref．aichi．lg．jp）へ
※参加申込書は県HPで配布。

■問県産業労働部産業科学技術課（緯０５２
〈９５４〉６３７０）

アンフォーレ発着のサイクリングイ
ベントをはじめ、自転車の無料安全点
検やスポーツ自転車・電動アシスト自
転車の試乗会等を開催します。
■時１０月２８日掌午前９時～午後３時
■場アンフォーレ
サイクリングイベントりんりんライド
■時受付・車検施午前８時 スタート施

午前９時 ゴール施午後２時まで
抽選会施午後２時

■内ルート諮ファミリーサイクリング施

アンフォーレ～デンパーク～三河安
城駅～中部公民館～アンフォーレ
（約１８灼）
チャレンジサイクリング施アンフォ
ーレ～デンパーク～油ヶ淵水辺公園
～三連水車（豊田市広美町）～中部公
民館～アンフォーレ（約５０灼）

■定１００人（先着順）
■￥２００円（保険料）
■持点検整備済み自転車
■申１０月２１日掌までに、申込用紙を持参
かファクスで愛知県自転車モーター
商協同組合安城支部（サイクルガレ
ージ ニュース／池浦町／胃〈７６〉１４
１４）へ
※申込用紙はまちの自転車屋さん
（市HPに掲載）で配布。
■問愛知県自転車モーター商協同組合安
城支部（緯〈７７〉４５４５）

２０１８サイクルフェスティバ
ルin安城

①なんでも笛にしちゃおう
音の出るひみつをさぐりながら、
身近にあるものを笛にしてみよう。
■時１１月３日抄午前１０時～１１時３０分
■講川角正彦氏
■対小学１年生以上の子と保護者
■定５組（先着順）
■￥１組１００円
②木登り体験
ハーネスを使って安全に木登りし
ます。木の上から見える景色を体験
しましょう。
■時１１月４日掌午前９時３０分～１１時３０
分（雨天中止）
■講鬼頭茂雄氏
■対小学生（保護者同伴）
■定１０人（先着順）
■￥３００円
■持長袖長ズボン着用、軍手又は手袋
③あまり毛糸で作品づくり
自宅に余っている毛糸で「ニット

帽」か「靴下」を編みます。
■時１１月５日捷、１２日捷午前１０時～１１
時３０分（全２回で１点完成させま
す）

■講中嶋雅子氏
■対１８歳以上
■定１０人（先着
順）

■￥１人２００円
■持あまり毛糸３玉以上、毛糸に合っ
た棒針

④布ぞうり作り
不要な布でぞうりを作ります。
■時１１月６日昇・２０日昇午前１０時～１１
時３０分（全２回で１足完成させま
す）

■対１８歳以上
■定１０人（先着順）
■￥５００円（１足分の材料費込）
⑤クリスマススノードームを作ろう
■時１１月１０日松午前１０時～１１時３０分
■講本間嘉彰氏
■対４歳以上の子と保護者
■定１０組（先着順）
■￥４００円（１個分の材料費込）
■持空き瓶（佃煮、ジャム等）
⑥五平餅を作ろう
■時１１月１１日掌午前１０時～１１時３０分
■講神谷直子氏
■対４歳以上の子と保護者
■定１０組（先着順）
■￥１人２００円
■持エプロン、三角巾、ふきん、マス
ク、皿、箸
⑦カゴバッグを作ろう
■時１１月１５日昭午前９時３０分～正午
■講社本祐加子氏
■対１８歳以上
■定５人（先着順）
■￥１２００円（材料
費込）

■持洗濯ばさみ１０
個

①～⑦共通事項
■場■申１０月１８日昭～各講座開催日３日前（昌を除く、昌の場合はその前日）午前
９時～午後９時に、講座名・住所・氏名・年齢・電話番号・参加人数を、
直接か電話・ファクスで環境学習センターエコきち（☎・胃〈７６〉７１４８）へ
※申込開始日は１家族１講座のみ申込可。

安城市少年少女発明クラブ見学会

■時期間・日時 ■場場所 ■内内容 ■講講師 ■対対象・資格 ■定定員 ■￥費用 ■持持ち物 ■他その他
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１０月１日付けで、
榊原真由美氏（再任）
が人権擁護委員に委
嘱されました。任期
は３年です。
■問市民課（緯〈７１〉２２
２２）

人権擁護委員が決定

行政書士制度は、官公署に提出する
各種申請書・届出書の作成や代理提出、
相談等をするための制度です。
行政書士会の会員でない人が、報酬
を得て官公署に提出する各種申請書等
を作成することは、行政書士法で禁止
されています。
■問愛知県行政書士会（緯０５２〈９３１〉４０６８）、
市行政課（緯〈７１〉２２０８）

行政書士による無料相談会
官公署への許認可申請代理と申請手
続等の相談に応じます。
■時１０月３０日昇午後２時～４時
■場アンフォーレ
■問愛知県行政書士会碧海支部（緯０９０
〈７０２２〉８１９９）

行政書士制度のお知らせ

用地返却のため、新安城リサイクル
ステーション（住吉町３－４６１－３／イ
トーヨーカドー安城店南駐車場内）を
１１月１５日昭をもって閉鎖します。以後
は、下表の各リサイクルステーション、
エコらんどにおいて引き続き回収を行
います。
なお、ダンボールや雑誌等はごみス
テーションに出すこともできます。ご
みカレンダーの資源ごみの日を確認し、
ごみ回収を利用してください。
また、子ども会等の地域の資源回収
へのご協力もお願いします。
■問清掃事業所（緯〈７６〉３０５３）

新安城リサイクルステーシ
ョンを閉鎖します

住所／位置ステー
ション名

東栄町５－７－１２／ピアゴ
東栄店南側安城北部

三河安城南町１－４－２／
ピアゴ ラ フーズコア三河
安城駐車場内

三河安城

大東町１／市民交流センタ
ー第４駐車場内中部

桜井町貝戸尻２１／アピタ安
城南店駐車場内桜井

赤松町東向１１１－１／せん
定枝リサイクルプラント南

エコ
らんど

軽減税率制度の概要、制度対応に係
る支援制度についての説明会です。
■時①施１１月９日晶午後１時～１時５０分
②施１９日捷午後０時４５分～１時３０分
③施２０日昇午前１１時４５分～午後０時
３５分
④施２１日昌午前１１時４５分～午後０時
３５分 いずれも同内容
■場①施刈谷合同庁舎（刈谷市若松町）
②施刈谷市総合文化センター（刈谷
市若松町）
③施碧南市文化会館（碧南市源氏神
明町）
④施安城市民会館

■対事業を営んでいる個人・法人
■他公共交通機関を利用してください
■問刈谷税務署（緯〈２１〉６２１１）に電話、自
動音声案内により「２」を選択
個人課税第一部門獅内線３１２、３１３
法人課税第一部門獅内線２１２、２１３
市市民税課（緯〈７１〉２２１４）

消費税軽減税率制度等説明会

８０２０とは８０歳で２０本以上の自分の歯
を保つこと。この表彰式にあわせて、
講演会と演奏会、演劇を行います。
■時１１月１１日掌午前９時４５分～１１時４５分
（受付は午前９時１５分から）
■場アンフォーレ
■内講演会諮テーマ獅「健口～健康で過

けん こう

ごすために歯の病気を予防しよう～」
講師獅三島蘭氏（叙ジーシー） 演
奏会諮出演獅愛知県歯科医師会弦楽
合奏団 演劇諮テーマ獅「訪問歯科
診療について」 出演獅劇団サルビ
ー見守り隊

■問浅井歯科医院（緯〈７６〉８１１１）、竹内歯
科医院（緯〈７７〉１１２２）、よこやま大場
歯科医院（緯〈７２〉０５７２）、古居歯科医
院（緯〈７７〉５１１５）、東栄歯科医院（緯

〈９６〉４３４３）、市保健センター（緯〈７６〉
１１３３）

歯と口の健康づくり講演会
８０２０歯の表彰式・演奏会・演劇

①～⑤共通事項
■申③～⑤は各申込開始日午前９時から、
電話か県緑化センターHPから申し
込んでください
■場■問県緑化センター（豊田市西中山町
／緯０５６５〈７６〉２１０９）
※②に関しては（緯０５６５〈７６〉２１０６）へ。
※当日午前８時時点で豊田市西部に
暴風警報が発令されている場合は中止。
①季節の花めぐり
園内を散策しながら季節の花や施設
について案内します。
■時■内１１月３日抄施「野に咲くキクたち」
１１月２１日昌施「色づく紅葉と木の実」
いずれも午前１０時～正午（雨天決行）

■講同センター職員、ガイドボランティ
ア
■申当日受付。午前１０時までに緑化相談
コーナー前（センター敷地内）に集合
②昭和の森を歩く会
花・鳥・虫等をウォッチングします。
■時■内１１月８日昭施「いろいろな木の実」
１１月２５日掌施「紅葉と黄葉」 いずれ
も午前９時３０分～午前１１時４５分（雨
天決行）

■講同センター職員、ガイドボランティ
ア
■申当日受付。午前９時３０分までに昭和
の森交流館前（緑化センター隣接昭
和の森敷地内）に集合
③羊毛フェルトを使って、クリスマス
ツリーを作ろう
リキダマツと羊毛フェルトを使って、
クリスマスツリーを作ります。
■時１１月２３日抄襖午前１０時３０分～正午
鴬午後１時３０分～３時
■講同センター職員
■定各１０人（先着順）
■￥５００円（材料費込）
■申申込開始日獅１０月２３日昇

④間伐材でイスを作ろう
■時１１月２４日松襖午前１０時３０分～午後０
時３０分 鴬午後１時３０分～３時３０分
■講みどりのまちづくりグループ
■定各１０人（先着順）
■￥１０００円（材料費込）
■申申込開始日獅１０月２４日昌

⑤森のクラフト
マツボックリや木の実・小枝等を使
ってクラフト体験をします。
■時１１月２５日掌襖午前１０時３０分～正午
鴬午後１時３０分～３時
■講同センター職員
■定各４０人（先着順）
■申申込開始日獅１０月２５日昭

県緑化センターの催し・教室

■申申込方法等 ■問問合せ先 ※なお、指定及び制限を設けない項目は記載していません。
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■内募集住宅獅下表のとおり
■申入居資格を窓口・電話・市HPにて
事前に確認し、１０月２９日捷～１１月２
日晶午前８時３０分～午後５時１５分に、
直接建築課（緯〈７１〉２２４０）へ

入居時家賃
（月額）

建設
年度

部屋番号
（間取り）住宅名

２５,７００～
５０,５００円Ｈ７

４０４
（３DＫ）前山

（堀内町） ４０５
（３DＫ）

２６,０００～
５１,１００円Ｈ８４０４

（３DＫ）
吹付

（上条町）

市営住宅入居者（抽選）

■時１１月４日掌午前９時２０分～午後２時
３０分（雨天決行）
※模擬店等の展示・販売は午前９時
４０分から。
■場緑と花のセンター さんさんの郷（み
よし市打越町）
■内農業まつり施農畜産物の即売やおに
ぎり、おしるこ等のふるまい 商工
まつり施飲食店・事業所のおすすめ
品の販売、子どもお仕事体験コーナ
ー等 子ども会まつり施子ども会指
導者によるレクリエーション等 そ
の他施友好都市等の特産物の販売や
公共的団体の活動PR、福祉団体の
バザー、自衛隊による特殊車両の展
示、尾三消防本部によるはしご車の
乗車体験、ステージイベント等

■他車で来場する場合は、南部地区コミ
ュニティ広場、南部小学校、南中学
校の臨時駐車場から会場まで徒歩又
はトヨタ自動車叙明知工場北側駐車
場から会場までシャトルバスを利用
してください
■問緑と花のセンター（緯０５６１〈３４〉６１１１）
※子ども会まつりについてはみよし
市子育て支援課（緯０５６１〈３２〉８０３４）

産業フェスタみよし２０１８
み
よ
し

■時１１月２４日松・２５日掌午前９時１０分～
午後４時３０分（全２回。２５日は午後
３時４０分まで）

■場県立高浜高等技術専門校
■対電気工事士の資格取得をめざす人
■定２０人（定員を超えた場合は抽選）
■￥２３００円
■持筆記用具、テキスト
■申１０月１５日捷～１１月２日晶に、講座名・
郵便番号・住所・氏名・生年月日・
電話番号・勤務先名・勤務先電話番
号をはがき（必着）で県立高浜高等技
術専門校（〒４４４－１３２４高浜市碧海町
４－１－６）へ
※Eメールでの申込可。詳細は同校
HP参照。

■問県立高浜高等技術専門校（緯〈５３〉００
３１）

電気工事士技能講座受講者

年末調整で社会保険料控除を受ける
ための国民健康保険税・介護保険料・
後期高齢者医療保険料の納付額証明書
を１１月１日昭から発行します。
■場申請場所（申請先）は下記のとおり
国民健康保険税獅国保年金課国保係、
北部支所、明祥支所、桜井支所
介護保険料獅高齢福祉課介護給付係
後期高齢者医療保険料獅国保年金課
医療係
■申窓口での申請獅１１月１日昭からの捷

～晶午前８時３０分～午後５時１５分
（抄を除く）に、上記の各申請場所に、
本人又は代理人（税理士事務所や本
人勤務先を含む）が身分証明書を持
参してください
※本人とは別世帯の人が申請する場
合は、委任者及び代理人の住所・氏
名・生年月日・電話番号を記入し、
押印した委任状が必要です。（委任状
の様式は不問）
郵送での申請獅１１月１日昭から上記
の各申請先（〒４４６－８５０１住所不要・
宛名は各申請先係名）に申請書を郵
送してください。証明書は後日郵送
します
※国民健康保険税納付額証明書の申
請書は国保年金課国保係へ。支所で
は郵送での申請は受付できません。
※申請書は各申請場所、市HPで配布。
■問国保年金課国保係（緯〈７１〉２２３０）、高
齢福祉課介護給付係（緯〈７１〉２２２６）、
国保年金課医療係（緯〈７１〉２２３２）

西三河都市計画生産緑地地区変更案
の縦覧を行います。この案に意見のあ
る人は縦覧期間満了日までに市へ意見
書を提出することができます。
■時１０月１５日捷～２９日捷午前８時３０分～
午後５時１５分（松掌を除く）
■場■問都市計画課（緯〈７１〉２２４３）

西三河都市計画生産緑地地
区変更案の縦覧

年末調整用納付額証明書を
発行します

■時期間・日時 ■場場所 ■内内容 ■講講師 ■対対象・資格 ■定定員 ■￥費用 ■持持ち物 ■他その他
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１０月１日付けで、
榊原真由美氏（再任）
が人権擁護委員に委
嘱されました。任期
は３年です。
■問市民課（緯〈７１〉２２
２２）

人権擁護委員が決定

行政書士制度は、官公署に提出する
各種申請書・届出書の作成や代理提出、
相談等をするための制度です。
行政書士会の会員でない人が、報酬
を得て官公署に提出する各種申請書等
を作成することは、行政書士法で禁止
されています。
■問愛知県行政書士会（緯０５２〈９３１〉４０６８）、
市行政課（緯〈７１〉２２０８）

行政書士による無料相談会
官公署への許認可申請代理と申請手
続等の相談に応じます。
■時１０月３０日昇午後２時～４時
■場アンフォーレ
■問愛知県行政書士会碧海支部（緯０９０
〈７０２２〉８１９９）

行政書士制度のお知らせ

用地返却のため、新安城リサイクル
ステーション（住吉町３－４６１－３／イ
トーヨーカドー安城店南駐車場内）を
１１月１５日昭をもって閉鎖します。以後
は、下表の各リサイクルステーション、
エコらんどにおいて引き続き回収を行
います。
なお、ダンボールや雑誌等はごみス
テーションに出すこともできます。ご
みカレンダーの資源ごみの日を確認し、
ごみ回収を利用してください。
また、子ども会等の地域の資源回収
へのご協力もお願いします。
■問清掃事業所（緯〈７６〉３０５３）

新安城リサイクルステーシ
ョンを閉鎖します

住所／位置ステー
ション名

東栄町５－７－１２／ピアゴ
東栄店南側安城北部

三河安城南町１－４－２／
ピアゴ ラ フーズコア三河
安城駐車場内

三河安城

大東町１／市民交流センタ
ー第４駐車場内中部

桜井町貝戸尻２１／アピタ安
城南店駐車場内桜井

赤松町東向１１１－１／せん
定枝リサイクルプラント南

エコ
らんど

軽減税率制度の概要、制度対応に係
る支援制度についての説明会です。
■時①施１１月９日晶午後１時～１時５０分
②施１９日捷午後０時４５分～１時３０分
③施２０日昇午前１１時４５分～午後０時
３５分
④施２１日昌午前１１時４５分～午後０時
３５分 いずれも同内容
■場①施刈谷合同庁舎（刈谷市若松町）
②施刈谷市総合文化センター（刈谷
市若松町）
③施碧南市文化会館（碧南市源氏神
明町）
④施安城市民会館

■対事業を営んでいる個人・法人
■他公共交通機関を利用してください
■問刈谷税務署（緯〈２１〉６２１１）に電話、自
動音声案内により「２」を選択
個人課税第一部門獅内線３１２、３１３
法人課税第一部門獅内線２１２、２１３
市市民税課（緯〈７１〉２２１４）

消費税軽減税率制度等説明会

８０２０とは８０歳で２０本以上の自分の歯
を保つこと。この表彰式にあわせて、
講演会と演奏会、演劇を行います。
■時１１月１１日掌午前９時４５分～１１時４５分
（受付は午前９時１５分から）
■場アンフォーレ
■内講演会諮テーマ獅「健口～健康で過

けん こう

ごすために歯の病気を予防しよう～」
講師獅三島蘭氏（叙ジーシー） 演
奏会諮出演獅愛知県歯科医師会弦楽
合奏団 演劇諮テーマ獅「訪問歯科
診療について」 出演獅劇団サルビ
ー見守り隊

■問浅井歯科医院（緯〈７６〉８１１１）、竹内歯
科医院（緯〈７７〉１１２２）、よこやま大場
歯科医院（緯〈７２〉０５７２）、古居歯科医
院（緯〈７７〉５１１５）、東栄歯科医院（緯

〈９６〉４３４３）、市保健センター（緯〈７６〉
１１３３）

歯と口の健康づくり講演会
８０２０歯の表彰式・演奏会・演劇

①～⑤共通事項
■申③～⑤は各申込開始日午前９時から、
電話か県緑化センターHPから申し
込んでください
■場■問県緑化センター（豊田市西中山町
／緯０５６５〈７６〉２１０９）
※②に関しては（緯０５６５〈７６〉２１０６）へ。
※当日午前８時時点で豊田市西部に
暴風警報が発令されている場合は中止。
①季節の花めぐり
園内を散策しながら季節の花や施設
について案内します。
■時■内１１月３日抄施「野に咲くキクたち」
１１月２１日昌施「色づく紅葉と木の実」
いずれも午前１０時～正午（雨天決行）

■講同センター職員、ガイドボランティ
ア
■申当日受付。午前１０時までに緑化相談
コーナー前（センター敷地内）に集合
②昭和の森を歩く会
花・鳥・虫等をウォッチングします。
■時■内１１月８日昭施「いろいろな木の実」
１１月２５日掌施「紅葉と黄葉」 いずれ
も午前９時３０分～午前１１時４５分（雨
天決行）

■講同センター職員、ガイドボランティ
ア
■申当日受付。午前９時３０分までに昭和
の森交流館前（緑化センター隣接昭
和の森敷地内）に集合
③羊毛フェルトを使って、クリスマス
ツリーを作ろう
リキダマツと羊毛フェルトを使って、
クリスマスツリーを作ります。
■時１１月２３日抄襖午前１０時３０分～正午
鴬午後１時３０分～３時
■講同センター職員
■定各１０人（先着順）
■￥５００円（材料費込）
■申申込開始日獅１０月２３日昇

④間伐材でイスを作ろう
■時１１月２４日松襖午前１０時３０分～午後０
時３０分 鴬午後１時３０分～３時３０分
■講みどりのまちづくりグループ
■定各１０人（先着順）
■￥１０００円（材料費込）
■申申込開始日獅１０月２４日昌

⑤森のクラフト
マツボックリや木の実・小枝等を使
ってクラフト体験をします。
■時１１月２５日掌襖午前１０時３０分～正午
鴬午後１時３０分～３時
■講同センター職員
■定各４０人（先着順）
■申申込開始日獅１０月２５日昭

県緑化センターの催し・教室

■申申込方法等 ■問問合せ先 ※なお、指定及び制限を設けない項目は記載していません。
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■内募集住宅獅下表のとおり
■申入居資格を窓口・電話・市HPにて
事前に確認し、１０月２９日捷～１１月２
日晶午前８時３０分～午後５時１５分に、
直接建築課（緯〈７１〉２２４０）へ

入居時家賃
（月額）

建設
年度

部屋番号
（間取り）住宅名

２５,７００～
５０,５００円Ｈ７

４０４
（３DＫ）前山

（堀内町） ４０５
（３DＫ）

２６,０００～
５１,１００円Ｈ８４０４

（３DＫ）
吹付

（上条町）

市営住宅入居者（抽選）

■時１１月４日掌午前９時２０分～午後２時
３０分（雨天決行）
※模擬店等の展示・販売は午前９時
４０分から。
■場緑と花のセンター さんさんの郷（み
よし市打越町）

■内農業まつり施農畜産物の即売やおに
ぎり、おしるこ等のふるまい 商工
まつり施飲食店・事業所のおすすめ
品の販売、子どもお仕事体験コーナ
ー等 子ども会まつり施子ども会指
導者によるレクリエーション等 そ
の他施友好都市等の特産物の販売や
公共的団体の活動PR、福祉団体の
バザー、自衛隊による特殊車両の展
示、尾三消防本部によるはしご車の
乗車体験、ステージイベント等

■他車で来場する場合は、南部地区コミ
ュニティ広場、南部小学校、南中学
校の臨時駐車場から会場まで徒歩又
はトヨタ自動車叙明知工場北側駐車
場から会場までシャトルバスを利用
してください

■問緑と花のセンター（緯０５６１〈３４〉６１１１）
※子ども会まつりについてはみよし
市子育て支援課（緯０５６１〈３２〉８０３４）

産業フェスタみよし２０１８
み
よ
し

■時１１月２４日松・２５日掌午前９時１０分～
午後４時３０分（全２回。２５日は午後
３時４０分まで）

■場県立高浜高等技術専門校
■対電気工事士の資格取得をめざす人
■定２０人（定員を超えた場合は抽選）
■￥２３００円
■持筆記用具、テキスト
■申１０月１５日捷～１１月２日晶に、講座名・
郵便番号・住所・氏名・生年月日・
電話番号・勤務先名・勤務先電話番
号をはがき（必着）で県立高浜高等技
術専門校（〒４４４－１３２４高浜市碧海町
４－１－６）へ
※Eメールでの申込可。詳細は同校
HP参照。

■問県立高浜高等技術専門校（緯〈５３〉００
３１）

電気工事士技能講座受講者

年末調整で社会保険料控除を受ける
ための国民健康保険税・介護保険料・
後期高齢者医療保険料の納付額証明書
を１１月１日昭から発行します。
■場申請場所（申請先）は下記のとおり
国民健康保険税獅国保年金課国保係、
北部支所、明祥支所、桜井支所
介護保険料獅高齢福祉課介護給付係
後期高齢者医療保険料獅国保年金課
医療係
■申窓口での申請獅１１月１日昭からの捷

～晶午前８時３０分～午後５時１５分
（抄を除く）に、上記の各申請場所に、
本人又は代理人（税理士事務所や本
人勤務先を含む）が身分証明書を持
参してください
※本人とは別世帯の人が申請する場
合は、委任者及び代理人の住所・氏
名・生年月日・電話番号を記入し、
押印した委任状が必要です。（委任状
の様式は不問）
郵送での申請獅１１月１日昭から上記
の各申請先（〒４４６－８５０１住所不要・
宛名は各申請先係名）に申請書を郵
送してください。証明書は後日郵送
します
※国民健康保険税納付額証明書の申
請書は国保年金課国保係へ。支所で
は郵送での申請は受付できません。
※申請書は各申請場所、市HPで配布。
■問国保年金課国保係（緯〈７１〉２２３０）、高
齢福祉課介護給付係（緯〈７１〉２２２６）、
国保年金課医療係（緯〈７１〉２２３２）

西三河都市計画生産緑地地区変更案
の縦覧を行います。この案に意見のあ
る人は縦覧期間満了日までに市へ意見
書を提出することができます。
■時１０月１５日捷～２９日捷午前８時３０分～
午後５時１５分（松掌を除く）
■場■問都市計画課（緯〈７１〉２２４３）

西三河都市計画生産緑地地
区変更案の縦覧

年末調整用納付額証明書を
発行します

■時期間・日時 ■場場所 ■内内容 ■講講師 ■対対象・資格 ■定定員 ■￥費用 ■持持ち物 ■他その他
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