
賀広報あんじょう 2018.11.1

田植え、生き物観察、稲刈り、収穫
を終えた田んぼで収穫祭（五平餅づく
り）をします。
■時１１月１０日松午前９時３０分～正午
■場デンパーク北の田んぼ（赤松町）
■対市内在住者（小学３年生以下は保護
者同伴）
■定１００人（先着順）
■持水筒、帽子、汚れてもいい服装、着
替え
■申１１月５日捷～８日昭に、催し名・郵
便番号・住所・氏名・生年月日・年
齢・電話番号・ファクス番号をファ
クスかEメールでNPO法人エコネッ
トあんじょう（胃〈５５〉１３１５／info@
econetanjo.org）へ
■問エコネットあんじょう（緯〈５５〉１３１５）、
市環境都市推進課（緯〈７１〉２２０６）

■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。

電話番号リサイクル自転車
取扱店（所在地）

緯〈７６〉８７０３山本自転車店（別郷町）

緯〈７６〉３３８７ソウリンサイクル商会
（明治本町）

緯〈７６〉２０２４サイクルショップ二藤
（御幸本町）

放置自転車の中で再利用可能なもの
を点検整備し、下記の取扱店３店で各
店２・３台をリサイクル販売します。
まちの美観を損ない、歩行者等の通
行の妨げとなる放置自転車をなくし、
きれいなまちをつくりましょう。
■時１１月９日晶から
■問維持管理課（緯〈７１〉２２３７）
※自転車の詳細は各店へ問い合わせ
てください。

リサイクル自転車の販売生物共生田んぼの学校“収穫祭”

参加費定員対象時間曜日教室名
３，１００円２５人一般午前１０時３０分～正午

火
エアロビクス

体
育
館
ス
ポ
ー
ツ
ス
ク
ー
ル

２，５００円３０人６０歳以上午後１時３０分～３時シルバースクール
２，７００円４５人一般午後３時～４時３０分太極拳
２，４００円５０人一般女性午後１時３０分～３時

木
ストレッチヨガ

４，３００円各２５組２歳～未就園児と保護者陰午前１０時～１１時３０分
隠午前１１時３０分～午後１時ふれあい親子スクール

２，２００円３０人小学生（初心者）午後７時～９時

金

卓球
２，１００円３０人一般午前１０時～正午健康体操
２，０００円３０人一般午前１０時～正午エンジョイエクササイズ

２，８００円４５組１歳６カ月（歩行可能）～
未就園児と保護者午前１０時～１１時３０分親子からだあそびとママエアロ

３，１００円２５人一般午後７時～９時土ラージボール卓球
４，８００円４０人一般午後７時～９時火バドミントン（一般）

体
育
協
会
ス
ポ
ー
ツ
教
室

２，７００円７５人小学４～６年生午後７時～９時
水

バスケットボール
４，６００円４０人一般女性午前１０時～正午バドミントン（女性）
３，４００円４０人小学４年生～中学３年生午後５時～７時

木
バレーボール

４，０００円３０人一般（女性）初心者午前１０時～正午インディアカ
４，０００円４０人一般（女性）初心者午前１０時～正午金卓球
２，２００円１２０人小学４～６年生午前９時３０分～１１時３０分

土

陸上
４，０００円３５人小学４年生～中学３年生午後５時～７時ジュニアバドミントン
２，１００円２０人年長～小学６年生午後５時３０分～７時柔道
２，３００円３０人年中～小学６年生午前１０時３０分～正午空手道

※期間は来年１～３月。祝日は開催しません。
※対象の「一般」とは、１５歳以上（中学生を除く）を指します。
※中学生以下は、年間１人８００円のスポーツ保険料が別途必要。
※定員に達しないスクール・教室は、１１月２４日松午前９時から再受付（先着順）。

■時■内■対■定■￥下表のとおり
※対象はいずれも市内在住・在勤・在学者。定員を超えた場合は抽選。

■申１１月６日昇～１７日松午前９時～午後５時（捷を除く）に、市体育協会（市体育館内）で申し込み、又は宛名面に住所・氏名・
電話番号・教室名を記入し、８２円切手を貼った返信用封筒を、「スポーツスクール・教室申込み」と明記した封筒に入れて、
郵送（必着）で市体育協会（市体育館内／〒４４６－００６１新田町新定山４１－８）へ

体育館スポーツスクール・体育協会スポーツ教室（３期） ■問市体育協会（緯〈７５〉５１８２）

■時１１月１１日掌午前９時～正午
■場リサイクルプラザ
■問清掃事業所（緯〈７６〉３０５３）、当日の問
合せ（緯０９０〈９８９２〉２９３３）

今月の再生家具等入札販売

■時１１月２０日昇午後２時
■場文化センター
■内地域安全宣言、防犯活動事例発表、
防犯抑止啓発アトラクション（安城
学園高等学校弦楽部による演奏）
■他来場者に啓
発品を進呈。
手話通訳・
要約筆記・
車椅子席の
用意有
■問市民安全課（緯〈７１〉２２１９）

地域安全大会

情
報
ボ
ッ
ク
ス
は
左
側
か
ら
お
読
み
く
だ
さ
い

鬼まんじゅうをつくろう
■時１１月２３日抄午前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人（先着順）
■￥１人２００円
■持エプロン、三角巾、マスク、ふき
ん、箸、皿

親子でサイクリング
親子で堀内公園
までサイクリング
を楽しみます。
■時１１月２４日松午前
９時３０分～１１時
３０分（集合は午
前９時２０分、雨
天中止）
■内ルート獅エコきち～歴史博物館～
堀内公園
※堀内公園到着後、現地解散。

■講鬼頭茂雄氏
■対小学３年生以上の子と保護者
■定１０組（先着順）
■￥１人１００円
■持自転車、ヘルメット、水筒

どんぐりから色をもらっちゃおう
秋葉公園のどんぐりで布を染めま
す。
■時１１月１７日松午前１０時～１１時３０分
■講川角正彦氏
■対小学３年生以上の子と保護者
■定５組（先着順）
■￥１００円
クリスマススノードームをつくろう
■時１１月２５日掌午前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）
■￥１人４００円
■持あきびん（佃煮、ジャム等）
糠床（ぬかどこ）づくり
■時１１月２６日捷午前１０時～１１時３０分
■講古居敬子氏
■対１８歳以上
■定１５人（先着順）
■￥２００円
■持漬物用5狩容器、エプロン、三角
巾、タオル

■場■申１１月４日掌～各開催日の３日前（昌を除く。昌の場合はその前日まで）の
午前９時～午後９時に、講座名・住所・氏名・年齢・電話番号を直接か電
話・ファクスで環境学習センターエコきち（緯・胃〈７６〉７１４８）へ
※申込開始日は１家族１講座のみ申込可。
※ファクスで申し込んだ人には、ファクスで受講の可否を連絡します。

■問堀内公園（緯〈９９〉５９４７）
作ってみよう！「カラーゴムでアクセ
サリー作り」
■時１１月１０日松・１１日掌午前１０時～午後
３時

■内簡単なアクセサリー作り
■定３０人（当日先着順）
落ち葉プールで遊ぼう！
■時１１月１０日松・１１日掌・１７日松・１８日
掌午前１０時～午後３時
※雨天及び、強風の場合中止。

■内たくさんの落ち葉の中へ入って遊ぼう
■持汚れてもいい服装
ノルディックウォーキング＆棒びくす
体験会
■時１２月８日松・２４日承諮陰ノルディッ
クウォーキング獅午前９時３０分～１０
時３０分 隠棒びくす獅午前１１時～正午
■内陰獅ポールの使い方、歩き方 隠獅

肩こり腰痛予防体操
■対小学生以上
■定陰施各４０人 隠施各２０人
※いずれも先着順。
■￥器具使用料各５００円。２種類使用す
る場合は８００円、持参する人は無料
※料金は当日支払。返金不可。
■持飲料、運動しやすく体温調節のでき
る服装、ウォーキングに適した靴
■申１１月７日昌～各開催日前日午前９時
～午後４時３０分（休園日を除く）に、
直接か電話で堀内公園へ

雅 広報あんじょう 2018.11.1

堀内公園の催し

■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

■場市民会館
■他各説明会資料は当日配布します
■問暫刈谷税務署（緯〈２１〉６２１１）に電話、
自動音声案内により「２」を選択
暫市市民税課（緯〈７１〉２２１４）
青色申告決算説明会
■時１１月２１日昌午前９時４５分～１１時３０分
年末調整説明会
■時１１月２１日昌午後１時３０分～３時３０分

青色申告決算説明会及び年
末調整説明会

■時１１月２７日昇午後１時３０分～３時
■場総合福祉センター
■内介護予防を目的としたエアロビクス
ダンス
■講小見山恵美子氏（ライフフィットネ
スインストラクター）
■対市内在住・在勤の４０歳～６４歳
■定１５人（先着順）
■持室内用の靴、飲料
■申１１月６日昇からの午前９時～午後５
時（松掌捷を除く）に、直接か電話で
市社会福祉協議会地域福祉課（総合
福祉センター内／緯〈７７〉７８８８）へ

初めてのエアロビクス講座

１１月は「SingaSong！」をテーマに、
素敵な歌声を披露する２グループが登
場。第1部は、東北支援活動の一環と
して東日本大震災の被災地でも歌を届
けている愛知学泉大学合唱部。第２部
は、フルート・ヴァイオリン・ピアノ
とソプラノの歌声が共鳴するトリオレ
ゾンwith鈴木里奈が出演し、無限の
音の世界を表現します。
■時１１月１０日松午後６時１５分～７時３０分
■問安城プロモーションズ（アンフォー
レ総合案内／緯〈７６〉１４００）

アンフォーレエントランス
ライブ
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ん、箸、皿

親子でサイクリング
親子で堀内公園
までサイクリング
を楽しみます。
■時１１月２４日松午前
９時３０分～１１時
３０分（集合は午
前９時２０分、雨
天中止）
■内ルート獅エコきち～歴史博物館～
堀内公園
※堀内公園到着後、現地解散。

■講鬼頭茂雄氏
■対小学３年生以上の子と保護者
■定１０組（先着順）
■￥１人１００円
■持自転車、ヘルメット、水筒

どんぐりから色をもらっちゃおう
秋葉公園のどんぐりで布を染めま
す。
■時１１月１７日松午前１０時～１１時３０分
■講川角正彦氏
■対小学３年生以上の子と保護者
■定５組（先着順）
■￥１００円
クリスマススノードームをつくろう
■時１１月２５日掌午前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）
■￥１人４００円
■持あきびん（佃煮、ジャム等）
糠床（ぬかどこ）づくり
■時１１月２６日捷午前１０時～１１時３０分
■講古居敬子氏
■対１８歳以上
■定１５人（先着順）
■￥２００円
■持漬物用5狩容器、エプロン、三角
巾、タオル

■場■申１１月４日掌～各開催日の３日前（昌を除く。昌の場合はその前日まで）の
午前９時～午後９時に、講座名・住所・氏名・年齢・電話番号を直接か電
話・ファクスで環境学習センターエコきち（緯・胃〈７６〉７１４８）へ
※申込開始日は１家族１講座のみ申込可。
※ファクスで申し込んだ人には、ファクスで受講の可否を連絡します。

■問堀内公園（緯〈９９〉５９４７）
作ってみよう！「カラーゴムでアクセ
サリー作り」
■時１１月１０日松・１１日掌午前１０時～午後
３時

■内簡単なアクセサリー作り
■定３０人（当日先着順）
落ち葉プールで遊ぼう！
■時１１月１０日松・１１日掌・１７日松・１８日
掌午前１０時～午後３時
※雨天及び、強風の場合中止。

■内たくさんの落ち葉の中へ入って遊ぼう
■持汚れてもいい服装
ノルディックウォーキング＆棒びくす
体験会
■時１２月８日松・２４日承諮陰ノルディッ
クウォーキング獅午前９時３０分～１０
時３０分 隠棒びくす獅午前１１時～正午

■内陰獅ポールの使い方、歩き方 隠獅

肩こり腰痛予防体操
■対小学生以上
■定陰施各４０人 隠施各２０人
※いずれも先着順。
■￥器具使用料各５００円。２種類使用す
る場合は８００円、持参する人は無料
※料金は当日支払。返金不可。
■持飲料、運動しやすく体温調節のでき
る服装、ウォーキングに適した靴

■申１１月７日昌～各開催日前日午前９時
～午後４時３０分（休園日を除く）に、
直接か電話で堀内公園へ

雅 広報あんじょう 2018.11.1

堀内公園の催し

■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

■場市民会館
■他各説明会資料は当日配布します
■問暫刈谷税務署（緯〈２１〉６２１１）に電話、
自動音声案内により「２」を選択
暫市市民税課（緯〈７１〉２２１４）
青色申告決算説明会
■時１１月２１日昌午前９時４５分～１１時３０分
年末調整説明会
■時１１月２１日昌午後１時３０分～３時３０分

青色申告決算説明会及び年
末調整説明会

■時１１月２７日昇午後１時３０分～３時
■場総合福祉センター
■内介護予防を目的としたエアロビクス
ダンス
■講小見山恵美子氏（ライフフィットネ
スインストラクター）
■対市内在住・在勤の４０歳～６４歳
■定１５人（先着順）
■持室内用の靴、飲料
■申１１月６日昇からの午前９時～午後５
時（松掌捷を除く）に、直接か電話で
市社会福祉協議会地域福祉課（総合
福祉センター内／緯〈７７〉７８８８）へ

初めてのエアロビクス講座

１１月は「SingaSong！」をテーマに、
素敵な歌声を披露する２グループが登
場。第1部は、東北支援活動の一環と
して東日本大震災の被災地でも歌を届
けている愛知学泉大学合唱部。第２部
は、フルート・ヴァイオリン・ピアノ
とソプラノの歌声が共鳴するトリオレ
ゾンwith鈴木里奈が出演し、無限の
音の世界を表現します。
■時１１月１０日松午後６時１５分～７時３０分
■問安城プロモーションズ（アンフォー
レ総合案内／緯〈７６〉１４００）

アンフォーレエントランス
ライブ
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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。

陰青木元子フラワー会 染花・手作
り盆栽「四季の花々」展
本物の花
にはないニ
ュアンスを
加えて、表
情豊かに創
作したアー
トフラワー作品を約６０点展示します。
■時１１月１４日昌～１９日捷

隠体験学習『草木と遊ぼう』～秋学習
～
園内を歩きながら秋の実や落ち葉
の観察と、どんぐり等を使い楽しく
工作する体験観察学習を行います。
■時１１月１７日松・１８日掌午前１０時～正
午（雨天中止）

■対小学４年生～中学２年生（親子で
の参加可）

■定各１０人（先着順）
韻ペーパークイリング講座
■時１２月５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２８日昌

■問■場デンパーク（緯〈９２〉７１１１）
■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
■申隠獅１１月１４日昌までに電話でデンパーク（緯〈９２〉７１１１）へ
韻右獅１１月５日捷～各申込期限に電話でクラブハウス（緯〈９２〉７１１２）へ
吋獅１１月５日捷～３０日晶に電話でフローラルプレイス（緯〈９２〉７１１３）へ
※予約受付時間はいずれも午前９時３０分～午後５時（昇を除く）。

吋クリスマスリース作り体験
季節の花を使って素敵にアレンジ
しましょう錘

■時１２月６日昭午前１０時３０分～正午
■定２０人（先着順）
■￥２５００円（材料費込）

右寄せ植え講座「迎春の寄せ植え」
お正月用の寄せ植えを作ります。
■時１２月１４日晶午前
１０時～正午
■講野正美保子氏
（コンテナガー
デニングマスタ
ー）
■定２０人（先着順）
■￥４０００円（材料費
込）
■持薄手袋、はさみ、エプロン（ガー
デニング用）

■申申込期限獅１１月３０日晶

■場■問保健センター（緯〈７６〉１１３３）
■対市内在住・在勤・在学者
■他未就学児の無料託児（定員有）を希望する人、手話通訳が必要な人は各講座開催
日の２週間前までに申し込んでください
はじめよう、続けよう！あなたに合った運動習慣
■時１２月４日昇午後１時３０分～３時（受付は午後１時から）
■講あいち健康プラザ運動指導員
■定８０人（当日先着順）
１年の締めくくり～体と心の大掃除
床に座って下半身をほぐすヨガを行います。
■時１２月１８日昇午後１時３０分～３時（受付は午後１時から）
■講近藤恭子氏（三河ヨガファーム主宰、ヨガインストラクター）
■定５０人（先着順）
■持飲料、汗拭きタオル、バスタオル又はヨガマット、動きやすい服装、５本指靴
下（裸足での受講も可）、クッション（必要な人）
■申１１月１３日昇からの午前８時３０分～午後５時１５分（松掌抄を除く）に直接か電話で
保健センター（緯〈７６〉１１３３）へ

市民健康講座

■問丈山苑（緯〈９２〉７７８０）
■￥入苑料獅１００円（中学生以下無料）
呈茶料獅３００円

紅葉茶会（野点）
■時１１月１８日掌午前１０時～午後３時
※苑庭での野

の

点有。（雨天中止）
だて

夜間開苑（満月＋竹あかり）
■時１１月２３日抄～２５日掌

■内午後９時ま
で開苑（入
苑は午後８
時３０分まで）。
紅葉と満月
を背景に月明りと竹あかりに照らさ
れた幻想的な庭を楽しめます
クリスマススペシャルジャズライブ
■時１２月２２日松午後６
時～７時３０分

■内出演獅森谷ワカ 他
■定１００人（先着順）
■￥１０００円、中学生以
下９００円（入苑料・
呈茶料を含む）

■申１１月７日昌からの
午前９時～午後５時（捷を除く）に電
話で丈山苑（緯〈９２〉７７８０）へ

丈山苑の催し

親子でわくわく錘宝さがしができる
ハンバーグを作りませんか？
■時１２月１５日松午後１時３０分～４時
■場でんまぁと安城西部（福釜町）
■講安城生活改善グループ（食育推進団体）
■対４歳以上の子と保護者
■定１０組（定員を超えた場合は抽選）
■￥１組５００円
■持エプロン、三角巾、手ふき、持ち帰
り用容器
■申１１月２６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
か電話又は催し名を件名に明記して、
代表者の住所・氏名・電話番号、参
加人数（大人・子どもそれぞれの人
数）を郵送（必着）かファクス・Eメ
ールで農務課（緯〈７１〉２２３３／〒４４６－
８５０１住所不要／胃〈７６〉１１１２／nomu
@city．anjo．lg．jp）へ
※右のQRコードから
も申込みできます。
※１２月５日昌までに参
加者のみに通知（通知が届かない場
合は落選）

■問安城生活改善グループ・成瀬さん（緯

０８０〈３６３５〉４４０１）、市農務課（緯〈７１〉２２３３）

親子で食育！宝さがしハン
バーグをつくろう！
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■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

■対安城・碧南・刈谷・知立・高浜市在
住・在勤・在学の人は、どの会場で
も受講できます
※団体での受講を希望する場合は、
各申込先へ問い合わせてください。
■定各２０人（先着順）
■申１１月５日捷午前９時から、電話で各
申込先へ
■問衣浦東部広域連合消防課（緯〈６３〉０１３５）
普通救命講習Ⅲ
■時１１月１７日松午前９時～正午
■内小児・乳児・新生児の心肺蘇生法、
ひきつけ・のどに異物が詰まった時
の処置等
■場■申刈谷消防署救急係（緯〈２３〉１２９９）へ
普通救命講習Ⅰ
■時１１月１８日掌午前９時～正午
■内心肺蘇生法（気道確保・人工呼吸・
胸骨圧迫）、ＡＥＤの使用法、止血法等
■場■申高浜消防署救急係（緯〈５２〉１１９２）へ
上級救命講習
■時１１月２４日松午前９時～午後６時
■内成人・小児・乳児の心肺蘇生法、傷
病者管理、外傷の応急手当、搬送法
等
■場■申知立消防署救急係（緯〈８１〉４１４４）へ
実技救命講習
■時１１月２５日掌午前９時～１１時
■内■対インターネット上で応急手当WEB
講習若しくは救命入門コースを受講し
た人が普通救命講習Ⅰにステップア
ップするコースで、心肺蘇生法、AED
の使用法、止血法の実技を行います
■場■申安城消防署救急係（緯〈７５〉２４９４）へ

救命講習会

子育て支援センターの講習会
■場子育て支援センター（あんぱ～く内）
■対市内在住者
■申１１月６日昇からの午前９時～午後５
時（松掌抄を除く）に、電話で子育て
支援センター（緯〈７２〉２３１７）へ
※１家族１人１講習まで。

親子遊び講習会
■時１２月４日昇午前１０時～１１時３０分
■内３歳までに養っておきたい運動あそび
■講相川優一氏（ポッキー先生／きのい
い羊達 にじいろキッズ代表）

■対すたすた歩ける子～未就園の子と保護者
■定３０組（先着順）
子育て何でも相談広場
■時１２月１８日昇午前１０時～１０時４５分
■内歯のお手入れのポイント
■講歯科衛生士
■対乳幼児と保護者
■定２０組（先着順）
親子遊び講習会
■時来年１月２２日昇午前１０時～１１時１５分
■内音脳リズムマッサージ～ママの歌や
リズムで自己肯定感を育もう～
■講加藤美千代氏（（一社）日本音楽脳育
協会認定講師）

■対２カ月～１歳未満の子と保護者
※開催日前日に予防接種を受けた子
は参加できません。
■定３０組（先着順）
■持バスタオル、水分補給のできるもの

日頃の思いを話し合い、皆さんで一
緒に考えたり、少しほっとできる時間
を持ったりする家族交流会です。
■時１１月２１日昌午後１時３０分～３時
■場衣浦東部保健所（刈谷市大手町）
■対ひきこもり状態にある人の家族
■問衣浦東部保健所健康支援課（緯〈２１〉
９３３７）

ひきこもり家族教室

■問歴史博物館（緯〈７７〉６６５５）
博物館ボランティアによる常設展示ガ
イド
■時１１月１０日松・２４日松午前１０時～正午、
午後１時～３時

安城歴博・中京大学連携講座
■時１１月１７日松午後２時
■内演題獅「歴史における『日常』の発見
～歴史ドラマ・小説と歴史学の接点
を探る～」

■講小川和也氏（歴史文化学科教授）
マイ落款を作ろう
普段使っているはんことは違った趣
をもつ、自分だけの「落款印」を作って

らっかん

みませんか。
■時１１月２４日松午後１
時～４時

■講石川桂氏（篆刻家）
てん こく

■￥５００円（材料費込）
■定２０人（先着順）
■申１１月６日昇からの
午前９時～午後５時（捷を除く）に電
話で歴史博物館（緯〈７７〉６６５５）へ

歴史博物館の催し・講座

■内職務内容獅夜間受付業務、施設管理
等 勤務日時獅昇～掌週６日午後４
時３０分～９時３０分（ローテーション
勤務、捷が祝日の場合は勤務有）
賃金獅時給９００円、通勤割増１日２００
円 選考獅面接（１１月２１日昌）

■対簡単なパソコン操作ができる人
■定２人程度
■申１１月１６日晶までの午前９時～午後５
時（捷を除く）に、顔写真付履歴書を
持参し市体育館へ

■問市体育館（緯〈７５〉３５３５）

市体育館夜間管理人

■内職務内容獅窓口業務、書架整理、展
示や行事の実施等
雇用期間獅１２月１日～来年３月３１日
（４月以降も更新の場合有）
勤務日時獅

陰松掌抄を含む週５日午前８時３０分
～午後５時（平日は週１回程度午前
１１時３０分～午後８時、松掌抄は隔週
１回程度午前９時３０分～午後６時の
夜間当番有）
隠松掌抄を含む週２～３日及び週２０
時間未満で平日午後５時～８時、松

掌抄午前１０時～午後６時
賃金獅時給９７０円（図書館司書有資格
者は９８０円）、通勤割増１日２００円
選考獅書類審査、面接（１１月２１日昌、
応募者多数の場合は書類審査を一次
選考とすることがあります）
■対普通自動車免許を有し、簡単なパソ
コン操作ができる健康な人
※図書館司書有資格者、図書館勤務
経験者を優遇。
※学生は普通自動車免許無しでも可。
■定いずれも若干名
■申１１月１５日昭までの午前９時～午後８
時（昇を除く、松掌抄は午後６時まで）
に必要書類を持参し図書情報館へ
※必要書類は同館・同館HPで配布。
■問図書情報館（緯〈７６〉６１１１）

図書情報館臨時職員



餓広報あんじょう 2018.11.1

■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。

陰青木元子フラワー会 染花・手作
り盆栽「四季の花々」展
本物の花
にはないニ
ュアンスを
加えて、表
情豊かに創
作したアー
トフラワー作品を約６０点展示します。
■時１１月１４日昌～１９日捷

隠体験学習『草木と遊ぼう』～秋学習
～
園内を歩きながら秋の実や落ち葉
の観察と、どんぐり等を使い楽しく
工作する体験観察学習を行います。
■時１１月１７日松・１８日掌午前１０時～正
午（雨天中止）

■対小学４年生～中学２年生（親子で
の参加可）

■定各１０人（先着順）
韻ペーパークイリング講座
■時１２月５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２８日昌

■問■場デンパーク（緯〈９２〉７１１１）
■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
■申隠獅１１月１４日昌までに電話でデンパーク（緯〈９２〉７１１１）へ
韻右獅１１月５日捷～各申込期限に電話でクラブハウス（緯〈９２〉７１１２）へ
吋獅１１月５日捷～３０日晶に電話でフローラルプレイス（緯〈９２〉７１１３）へ
※予約受付時間はいずれも午前９時３０分～午後５時（昇を除く）。

吋クリスマスリース作り体験
季節の花を使って素敵にアレンジ
しましょう錘

■時１２月６日昭午前１０時３０分～正午
■定２０人（先着順）
■￥２５００円（材料費込）

右寄せ植え講座「迎春の寄せ植え」
お正月用の寄せ植えを作ります。
■時１２月１４日晶午前
１０時～正午
■講野正美保子氏
（コンテナガー
デニングマスタ
ー）
■定２０人（先着順）
■￥４０００円（材料費
込）
■持薄手袋、はさみ、エプロン（ガー
デニング用）

■申申込期限獅１１月３０日晶

■場■問保健センター（緯〈７６〉１１３３）
■対市内在住・在勤・在学者
■他未就学児の無料託児（定員有）を希望する人、手話通訳が必要な人は各講座開催
日の２週間前までに申し込んでください
はじめよう、続けよう！あなたに合った運動習慣
■時１２月４日昇午後１時３０分～３時（受付は午後１時から）
■講あいち健康プラザ運動指導員
■定８０人（当日先着順）
１年の締めくくり～体と心の大掃除
床に座って下半身をほぐすヨガを行います。
■時１２月１８日昇午後１時３０分～３時（受付は午後１時から）
■講近藤恭子氏（三河ヨガファーム主宰、ヨガインストラクター）
■定５０人（先着順）
■持飲料、汗拭きタオル、バスタオル又はヨガマット、動きやすい服装、５本指靴
下（裸足での受講も可）、クッション（必要な人）
■申１１月１３日昇からの午前８時３０分～午後５時１５分（松掌抄を除く）に直接か電話で
保健センター（緯〈７６〉１１３３）へ

市民健康講座

■問丈山苑（緯〈９２〉７７８０）
■￥入苑料獅１００円（中学生以下無料）
呈茶料獅３００円

紅葉茶会（野点）
■時１１月１８日掌午前１０時～午後３時
※苑庭での野

の

点有。（雨天中止）
だて

夜間開苑（満月＋竹あかり）
■時１１月２３日抄～２５日掌

■内午後９時ま
で開苑（入
苑は午後８
時３０分まで）。
紅葉と満月
を背景に月明りと竹あかりに照らさ
れた幻想的な庭を楽しめます
クリスマススペシャルジャズライブ
■時１２月２２日松午後６
時～７時３０分

■内出演獅森谷ワカ 他
■定１００人（先着順）
■￥１０００円、中学生以
下９００円（入苑料・
呈茶料を含む）

■申１１月７日昌からの
午前９時～午後５時（捷を除く）に電
話で丈山苑（緯〈９２〉７７８０）へ

丈山苑の催し

親子でわくわく錘宝さがしができる
ハンバーグを作りませんか？
■時１２月１５日松午後１時３０分～４時
■場でんまぁと安城西部（福釜町）
■講安城生活改善グループ（食育推進団体）
■対４歳以上の子と保護者
■定１０組（定員を超えた場合は抽選）
■￥１組５００円
■持エプロン、三角巾、手ふき、持ち帰
り用容器
■申１１月２６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
か電話又は催し名を件名に明記して、
代表者の住所・氏名・電話番号、参
加人数（大人・子どもそれぞれの人
数）を郵送（必着）かファクス・Eメ
ールで農務課（緯〈７１〉２２３３／〒４４６－
８５０１住所不要／胃〈７６〉１１１２／nomu
@city．anjo．lg．jp）へ
※右のQRコードから
も申込みできます。
※１２月５日昌までに参
加者のみに通知（通知が届かない場
合は落選）

■問安城生活改善グループ・成瀬さん（緯

０８０〈３６３５〉４４０１）、市農務課（緯〈７１〉２２３３）

親子で食育！宝さがしハン
バーグをつくろう！

情
報
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■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

■対安城・碧南・刈谷・知立・高浜市在
住・在勤・在学の人は、どの会場で
も受講できます
※団体での受講を希望する場合は、
各申込先へ問い合わせてください。

■定各２０人（先着順）
■申１１月５日捷午前９時から、電話で各
申込先へ
■問衣浦東部広域連合消防課（緯〈６３〉０１３５）
普通救命講習Ⅲ
■時１１月１７日松午前９時～正午
■内小児・乳児・新生児の心肺蘇生法、
ひきつけ・のどに異物が詰まった時
の処置等

■場■申刈谷消防署救急係（緯〈２３〉１２９９）へ
普通救命講習Ⅰ
■時１１月１８日掌午前９時～正午
■内心肺蘇生法（気道確保・人工呼吸・
胸骨圧迫）、ＡＥＤの使用法、止血法等

■場■申高浜消防署救急係（緯〈５２〉１１９２）へ
上級救命講習
■時１１月２４日松午前９時～午後６時
■内成人・小児・乳児の心肺蘇生法、傷
病者管理、外傷の応急手当、搬送法
等

■場■申知立消防署救急係（緯〈８１〉４１４４）へ
実技救命講習
■時１１月２５日掌午前９時～１１時
■内■対インターネット上で応急手当WEB
講習若しくは救命入門コースを受講し
た人が普通救命講習Ⅰにステップア
ップするコースで、心肺蘇生法、AED
の使用法、止血法の実技を行います
■場■申安城消防署救急係（緯〈７５〉２４９４）へ

救命講習会

子育て支援センターの講習会
■場子育て支援センター（あんぱ～く内）
■対市内在住者
■申１１月６日昇からの午前９時～午後５
時（松掌抄を除く）に、電話で子育て
支援センター（緯〈７２〉２３１７）へ
※１家族１人１講習まで。

親子遊び講習会
■時１２月４日昇午前１０時～１１時３０分
■内３歳までに養っておきたい運動あそび
■講相川優一氏（ポッキー先生／きのい
い羊達 にじいろキッズ代表）

■対すたすた歩ける子～未就園の子と保護者
■定３０組（先着順）
子育て何でも相談広場
■時１２月１８日昇午前１０時～１０時４５分
■内歯のお手入れのポイント
■講歯科衛生士
■対乳幼児と保護者
■定２０組（先着順）
親子遊び講習会
■時来年１月２２日昇午前１０時～１１時１５分
■内音脳リズムマッサージ～ママの歌や
リズムで自己肯定感を育もう～
■講加藤美千代氏（（一社）日本音楽脳育
協会認定講師）

■対２カ月～１歳未満の子と保護者
※開催日前日に予防接種を受けた子
は参加できません。
■定３０組（先着順）
■持バスタオル、水分補給のできるもの

日頃の思いを話し合い、皆さんで一
緒に考えたり、少しほっとできる時間
を持ったりする家族交流会です。
■時１１月２１日昌午後１時３０分～３時
■場衣浦東部保健所（刈谷市大手町）
■対ひきこもり状態にある人の家族
■問衣浦東部保健所健康支援課（緯〈２１〉
９３３７）

ひきこもり家族教室

■問歴史博物館（緯〈７７〉６６５５）
博物館ボランティアによる常設展示ガ
イド
■時１１月１０日松・２４日松午前１０時～正午、
午後１時～３時

安城歴博・中京大学連携講座
■時１１月１７日松午後２時
■内演題獅「歴史における『日常』の発見
～歴史ドラマ・小説と歴史学の接点
を探る～」

■講小川和也氏（歴史文化学科教授）
マイ落款を作ろう
普段使っているはんことは違った趣
をもつ、自分だけの「落款印」を作って

らっかん

みませんか。
■時１１月２４日松午後１
時～４時

■講石川桂氏（篆刻家）
てん こく

■￥５００円（材料費込）
■定２０人（先着順）
■申１１月６日昇からの
午前９時～午後５時（捷を除く）に電
話で歴史博物館（緯〈７７〉６６５５）へ

歴史博物館の催し・講座

■内職務内容獅夜間受付業務、施設管理
等 勤務日時獅昇～掌週６日午後４
時３０分～９時３０分（ローテーション
勤務、捷が祝日の場合は勤務有）
賃金獅時給９００円、通勤割増１日２００
円 選考獅面接（１１月２１日昌）

■対簡単なパソコン操作ができる人
■定２人程度
■申１１月１６日晶までの午前９時～午後５
時（捷を除く）に、顔写真付履歴書を
持参し市体育館へ

■問市体育館（緯〈７５〉３５３５）

市体育館夜間管理人

■内職務内容獅窓口業務、書架整理、展
示や行事の実施等
雇用期間獅１２月１日～来年３月３１日
（４月以降も更新の場合有）
勤務日時獅

陰松掌抄を含む週５日午前８時３０分
～午後５時（平日は週１回程度午前
１１時３０分～午後８時、松掌抄は隔週
１回程度午前９時３０分～午後６時の
夜間当番有）
隠松掌抄を含む週２～３日及び週２０
時間未満で平日午後５時～８時、松

掌抄午前１０時～午後６時
賃金獅時給９７０円（図書館司書有資格
者は９８０円）、通勤割増１日２００円
選考獅書類審査、面接（１１月２１日昌、
応募者多数の場合は書類審査を一次
選考とすることがあります）

■対普通自動車免許を有し、簡単なパソ
コン操作ができる健康な人
※図書館司書有資格者、図書館勤務
経験者を優遇。
※学生は普通自動車免許無しでも可。

■定いずれも若干名
■申１１月１５日昭までの午前９時～午後８
時（昇を除く、松掌抄は午後６時まで）
に必要書類を持参し図書情報館へ
※必要書類は同館・同館HPで配布。
■問図書情報館（緯〈７６〉６１１１）

図書情報館臨時職員
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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。

■時土日営業獅１１月２４日松、１２月１日松

午前８時３０分～午後５時１５分
夜間営業獅１１月２２日昭、１２月３日捷

午後５時１５分～８時
■内市役所閉庁時間帯に、市税の納め忘れ
のある人に電話で案内します。すでに
納付している人へ行き違いで案内する
場合がありますのでご容赦ください
電話番号獅（緯〈７１〉２２８８／安城市税
コールセンター直通）

■問納税課（緯〈７１〉２２１７）

安城市税コールセンター
土日・夜間営業日

県内の最低賃金が１０月１日から時間
額８９８円に改正されました。これは、
県内の事業場で働く常用・臨時・パー
ト等、全ての労働者に適用されます。
日給制・月給制の労働者の場合は、時
間当たりの金額に換算した額が最低賃
金以上であることが必要です。
■問刈谷労働基準監督署（緯〈２１〉４８８５）、
市商工課（緯〈７１〉２２３５）

県最低賃金の改正

１１月１０日～１６日はアルコー
ル関連問題啓発週間
多量飲酒や未成年・妊婦の飲酒等の
不適切な飲酒は、臓器障害やアルコー
ル依存症、更には暴力・虐待や飲酒運
転、うつ・自殺等のリスクを高める可
能性もあります。本人のみならず、そ
の家族や社会にも深刻な事態をもたら
す、お酒にまつわる様々な問題を一人
ひとりが理解し、アルコール健康障害
の予防とお酒の問題について、この機
会に考えてみませんか。
■問障害福祉課（緯〈７１〉２２２５）

■内職務内容獅園児の健康管理と看護業
務、療育補助 採用日獅１１月１５日昭

（応相談） 勤務日時獅捷～晶午前８
時３０分～午後５時（行事等で松勤務
有） 賃金獅時給１４７０円、通勤割増
１日２００円 福利厚生獅健康保険・
厚生年金・雇用保険 選考獅面接
（申込時又は指定日）
■定１人
■対看護師免許所持者
■他就労時間内禁煙
■申捷～晶午前８時３０分～午後５時（松

掌抄を除く）に、顔写真付履歴書と
看護師免許証（原本）を持参し、サル
ビア学園（子ども発達支援センター
あんステップ汐内）へ
■問サルビア学園（緯〈７７〉７７９７）

サルビア学園臨時看護師

応募方法、募集要項等の詳細は問い
合わせるか、下のQRコードから確認
してください
■問自衛隊愛知地方協力本部安城地域事
務所（三河安城町／緯〈７４〉
６８９４）、市危機管理課（緯

〈７１〉２２２０）
陸上自衛隊 高等工科学校生徒（一般）
■時受付期間獅１１月１日昭～来年１月７
日捷 試験日諮１次獅来年１月１９日
松 ２次獅来年２月１日晶～４日捷

の指定された１日
■対１５歳・１６歳（平成３１年４月１日現在）
で中学校を卒業した男子
■他１１月１７日松午前１０時～正午、午後２
時～４時に同事務所で学校概要及び
試験案内についての説明会を実施。
保護者・学校関係者のみの参加も可
自衛官候補生
■時受付期間獅年間を通じて募集
■対採用予定月の１日現在１８歳～３２歳の
人
■他１０月１日から対象年齢が３２歳に引き
上げられました。毎週月・木曜日に
制度説明会を実施

自衛官

市民交流センターの２０１９年
度上半期分予約受付開始
■内予約対象期間獅２０１９年４月１日～９
月３０日

■対多目的ホールを１００人以上で利用す
る団体（調理実習室・会議室も併せ
て予約可）
※１団体につき、１年度内の予約日
数の上限は３日です。
※予約が重複した場合は同センター
による代理抽選。
■他下半期の利用予約受付は来年６月を予定
■申１１月６日昇～２０日昇午前９時～午後
８時（捷を除く）に、予約申込書を持
参し市民交流センターへ
※予約申込書は同センターで配布。

■問市民交流センター（緯〈７１〉０６０１）

１１月は子ども・若者育成支
援県民運動強調月間
すべての子ども・若者は、自立した
個人として健やかに成長するとともに、
明るい未来を切り開き、次代を担うべ
きかけがえのない存在です。しかし依
然として、社会生活を営む上で困難を
抱える子ども・若者の問題や、子ども
が被害者となる事件等、社会全体で取
り組まなければならない問題が山積み
です。
これらの多様で複合的な問題を解決

するため、行政、青少年の育成支援に関
わる関係団体等が連携協力するととも
に、子ども・若者を孤立させないよう
地域全体で支えていくことが重要です。
スローガン獅育てよう 自分に勝てる
子 負けない子
■問青少年愛護センター（青少年の家内
／緯〈７６〉３４３２）

安城文化協会では、安城市において文化の振興と発展
に尽くし、その功績が顕著な者を表彰しています。
平成３０年度の受賞者を、次のとおり決定しました。１１
月３日文化の日に市民会館で表彰式を開催します。なお、
文化賞の該当はありませんでした。 〈敬称略〉
自文化功労賞
稲垣英夫（植物研究・会の運営）
自文化協会賞（個人）
田中好光（陶芸）、峯村敏（洋画）

よし みつ

◆文化協会賞（団体）
芳墨曾（書道研究）
ほう ぼく

竹友会（民謡・和太鼓）
ちく ゆう

自文化奨励賞
佐藤博美（洋画）
大河内美津代（くみひも）
自文化振興賞
中村和子（煎茶道）、田中賢（愛石）

まさる

稲稲垣英夫稲垣英夫氏氏

■問安城文化協会（緯〈７４〉６０６６）、市文化振興課（緯〈７７〉６８５３）
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裁判員候補者名簿記載通知
を発送します
２０１９年の裁判員候補者名簿に登録さ
れた人へ、名簿記載通知を１１月中旬に
送付します（候補者は２０１９年１月１日
時点で２０歳以上の人から無作為に抽出
します）。
この通知は、２０１９年２月頃～２０２０年

２月頃に裁判員に選ばれる可能性があ
ることを事前にお知らせするものです。
なお、この段階では具体的な事件の

裁判員候補者に選ばれていませんので、
すぐに裁判所に来ていただく必要はあ
りません（裁判所に来ていただくこと
になった場合には、別途通知します）。
■問名古屋地方裁判所岡崎支部（緯０５６４
〈５１〉８４２８）、市行政課（緯〈７１〉２２０８）

■問衣浦東部広域連合通信指令課（緯〈６３〉０１３８）１１月９日は１１９番の日

防火標語施『忘れてない？ サイフにス
マホに火の確認』
火災予防について考えてみませんか
秋から冬にかけて空気が乾燥し火災
が発生しやすい季節となります。火災
を起こさないために、一人ひとりが火
の取り扱いに十分注意して最後まで責
任を持つことが必要です。次のことを
心がけ、火災予防に努めましょう。
住宅防火いのちを守る７つのポイント
【３つの習慣】
暫寝たばこは、絶対やめる
暫ストーブは、燃えやすいものから離
れた位置で使用する

暫ガスこんろなどのそばを離れるとき
は、必ず火を消す

【４つの対策】
暫逃げ遅れを防ぐために、住宅用火災
警報器を設置する

暫寝具、衣類及びカーテンからの火災
を防ぐために、防炎品を使用する

暫火災を小さいうちに消すために、住

宅用消火器等を設置する
暫お年寄りや身体の不自由な人を守る
ために、隣近所の協力体制をつくる
住宅用火災警報器は電池切れになって
いませんか
設置されている警報器の吊りヒモを
引く等の点検をし、警報が鳴るか確認
しましょう。火災ではないのに警報が
鳴る場合や、点検をしても警報が鳴ら
ない場合は、電池切れや故障が疑われ
ます。電池交換や警報器の取替えをし
ましょう。電池の寿命は機器により違
います。警報器を見て確認しましょう。
平成３０年度防火作品入賞者決定！
管内の小学５年生６３６人、６年生６６８
人からポスターの応募がありました。
入選者は以下のとおりです。（市内分・
準特選まで、敬称略）
準特選獅大岡祐也（明和小５年）、小川
杏美（今池小５年）、高橋怜士（二本木小
あ み れ お

６年）
■問衣浦東部広域連合予防課（緯〈６３〉０１３６）

１１月９日～１５日は秋季全国火災予防運動

皆さんと消防
を結ぶダイヤル
ナンバー「１１９」
にちなんで、昭
和６２年に１１月９
日が「１１９番の日」と定められました。
皆さんの正確な通報が、迅速、的確な
活動につながります。もしもの時に備
えて１１９番通報のための必要事項につ
いて確認しましょう。
通報は慌てず落ち着いて次の質問に
はっきり答えてください。
【火事の場合】
暫住所（近くの目標物、ビル等の場合
は何階か）
暫何が燃えているのか？
暫逃げ遅れ、けが人はいないか？
暫通報者の氏名、電話番号
【救急の場合】
暫住所（近くの目標物、ビル等の場合
は何階か）
暫誰がどうしたか？
暫けが人等の年齢、性別、持病、かか
りつけ病院
暫通報者の氏名、電話番号
※救急車から確認の電話がかかってく
る場合があります。
携帯電話・スマートフォンからの通報
携帯電話・スマートフォンからの

１１９番通報は、固定電話と同じように
消防につながりますが、管轄の境界で

通報した場合、隣の消防につながるこ
とがあります。この場合、通信指令員
がその地域の消防に転送しますので、
電話を切らずに指示に従ってください。
また、GPS機能付き携帯電話・スマ
ートフォンであれば位置情報が消防に
通知されますが、精度により災害地点
の特定が困難となることがあります。
携帯電話・スマートフォンによる通報
の場合、通信指令員の聞き取りによる
位置特定が重要となるため、付近の住
所や目標物（店舗、交差点名、橋等）を
確認の上、通報してください。
こんなときはこちらの電話番号を利用
してください
１１９番は、火災・救急等を通報する
緊急回線です。火災発生場所、当番病
院及び小児に関する医療相談について
は、次の番号に問い合わせてください。
火事の場所や状況が知りたいとき諮災
害問合せテレホンサービス獅緯〈２７〉１１
１９ 病院の案内、情報を知りたいとき
諮救急医療情報センター獅緯〈３６〉１１３３
（病状に応じて診療可能な最寄りの病
院を２４時間３６５日紹介しています） 小
児の症状に応じた医療相談をしたいと
き諮愛知県小児救急電話相談獅緯♯
８０００又は緯０５２〈９６２〉９９００（３６５日午後７
時～翌日午前８時の間、看護師や小児
科医からアドバイスが受けられます）県・市が行う都市計画の見直しに係

る変更案を縦覧します。これらに意見
のある人は縦覧期間満了日までに意見
書を提出することができます。
■時縦覧期間獅１１月１３日昇～２７日昇午前
８時３０分～午後５時１５分（松掌抄を
除く）
■問県都市計画課（緯０５２〈９５４〉６５１５）、市
都市計画課（緯〈７１〉２２４３）
県の変更案
■内縦覧内容獅下記のとおり

暫西三河都市計画区域の整備、開発
及び保全の方針
暫西三河都市計画区域区分（市外の
変更内容は当該市町で閲覧可）
暫西三河都市計画道路３・４・６２号
本郷知立線
縦覧場所獅県都市計画課、市都市計
画課
■申意見書の提出先獅県都市計画課
市の変更案
■内縦覧内容獅下記のとおり
暫西三河都市計画用途地域
暫西三河都市計画準防火地域
縦覧場所獅市都市計画課
■申意見書の提出先獅市都市計画課

都市計画変更案の縦覧
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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。

■時土日営業獅１１月２４日松、１２月１日松

午前８時３０分～午後５時１５分
夜間営業獅１１月２２日昭、１２月３日捷

午後５時１５分～８時
■内市役所閉庁時間帯に、市税の納め忘れ
のある人に電話で案内します。すでに
納付している人へ行き違いで案内する
場合がありますのでご容赦ください
電話番号獅（緯〈７１〉２２８８／安城市税
コールセンター直通）

■問納税課（緯〈７１〉２２１７）

安城市税コールセンター
土日・夜間営業日

県内の最低賃金が１０月１日から時間
額８９８円に改正されました。これは、
県内の事業場で働く常用・臨時・パー
ト等、全ての労働者に適用されます。
日給制・月給制の労働者の場合は、時
間当たりの金額に換算した額が最低賃
金以上であることが必要です。
■問刈谷労働基準監督署（緯〈２１〉４８８５）、
市商工課（緯〈７１〉２２３５）

県最低賃金の改正

１１月１０日～１６日はアルコー
ル関連問題啓発週間
多量飲酒や未成年・妊婦の飲酒等の
不適切な飲酒は、臓器障害やアルコー
ル依存症、更には暴力・虐待や飲酒運
転、うつ・自殺等のリスクを高める可
能性もあります。本人のみならず、そ
の家族や社会にも深刻な事態をもたら
す、お酒にまつわる様々な問題を一人
ひとりが理解し、アルコール健康障害
の予防とお酒の問題について、この機
会に考えてみませんか。
■問障害福祉課（緯〈７１〉２２２５）

■内職務内容獅園児の健康管理と看護業
務、療育補助 採用日獅１１月１５日昭

（応相談） 勤務日時獅捷～晶午前８
時３０分～午後５時（行事等で松勤務
有） 賃金獅時給１４７０円、通勤割増
１日２００円 福利厚生獅健康保険・
厚生年金・雇用保険 選考獅面接
（申込時又は指定日）
■定１人
■対看護師免許所持者
■他就労時間内禁煙
■申捷～晶午前８時３０分～午後５時（松

掌抄を除く）に、顔写真付履歴書と
看護師免許証（原本）を持参し、サル
ビア学園（子ども発達支援センター
あんステップ汐内）へ
■問サルビア学園（緯〈７７〉７７９７）

サルビア学園臨時看護師

応募方法、募集要項等の詳細は問い
合わせるか、下のQRコードから確認
してください
■問自衛隊愛知地方協力本部安城地域事
務所（三河安城町／緯〈７４〉
６８９４）、市危機管理課（緯

〈７１〉２２２０）
陸上自衛隊 高等工科学校生徒（一般）
■時受付期間獅１１月１日昭～来年１月７
日捷 試験日諮１次獅来年１月１９日
松 ２次獅来年２月１日晶～４日捷

の指定された１日
■対１５歳・１６歳（平成３１年４月１日現在）
で中学校を卒業した男子
■他１１月１７日松午前１０時～正午、午後２
時～４時に同事務所で学校概要及び
試験案内についての説明会を実施。
保護者・学校関係者のみの参加も可
自衛官候補生
■時受付期間獅年間を通じて募集
■対採用予定月の１日現在１８歳～３２歳の
人
■他１０月１日から対象年齢が３２歳に引き
上げられました。毎週月・木曜日に
制度説明会を実施

自衛官

市民交流センターの２０１９年
度上半期分予約受付開始
■内予約対象期間獅２０１９年４月１日～９
月３０日

■対多目的ホールを１００人以上で利用す
る団体（調理実習室・会議室も併せ
て予約可）
※１団体につき、１年度内の予約日
数の上限は３日です。
※予約が重複した場合は同センター
による代理抽選。
■他下半期の利用予約受付は来年６月を予定
■申１１月６日昇～２０日昇午前９時～午後
８時（捷を除く）に、予約申込書を持
参し市民交流センターへ
※予約申込書は同センターで配布。

■問市民交流センター（緯〈７１〉０６０１）

１１月は子ども・若者育成支
援県民運動強調月間
すべての子ども・若者は、自立した
個人として健やかに成長するとともに、
明るい未来を切り開き、次代を担うべ
きかけがえのない存在です。しかし依
然として、社会生活を営む上で困難を
抱える子ども・若者の問題や、子ども
が被害者となる事件等、社会全体で取
り組まなければならない問題が山積み
です。
これらの多様で複合的な問題を解決

するため、行政、青少年の育成支援に関
わる関係団体等が連携協力するととも
に、子ども・若者を孤立させないよう
地域全体で支えていくことが重要です。
スローガン獅育てよう 自分に勝てる
子 負けない子
■問青少年愛護センター（青少年の家内
／緯〈７６〉３４３２）

安城文化協会では、安城市において文化の振興と発展
に尽くし、その功績が顕著な者を表彰しています。
平成３０年度の受賞者を、次のとおり決定しました。１１
月３日文化の日に市民会館で表彰式を開催します。なお、
文化賞の該当はありませんでした。 〈敬称略〉
自文化功労賞
稲垣英夫（植物研究・会の運営）
自文化協会賞（個人）
田中好光（陶芸）、峯村敏（洋画）

よし みつ

◆文化協会賞（団体）
芳墨曾（書道研究）
ほう ぼく

竹友会（民謡・和太鼓）
ちく ゆう

自文化奨励賞
佐藤博美（洋画）
大河内美津代（くみひも）
自文化振興賞
中村和子（煎茶道）、田中賢（愛石）

まさる

稲稲垣英夫稲垣英夫氏氏

■問安城文化協会（緯〈７４〉６０６６）、市文化振興課（緯〈７７〉６８５３）
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裁判員候補者名簿記載通知
を発送します
２０１９年の裁判員候補者名簿に登録さ
れた人へ、名簿記載通知を１１月中旬に
送付します（候補者は２０１９年１月１日
時点で２０歳以上の人から無作為に抽出
します）。
この通知は、２０１９年２月頃～２０２０年

２月頃に裁判員に選ばれる可能性があ
ることを事前にお知らせするものです。
なお、この段階では具体的な事件の
裁判員候補者に選ばれていませんので、
すぐに裁判所に来ていただく必要はあ
りません（裁判所に来ていただくこと
になった場合には、別途通知します）。
■問名古屋地方裁判所岡崎支部（緯０５６４
〈５１〉８４２８）、市行政課（緯〈７１〉２２０８）

■問衣浦東部広域連合通信指令課（緯〈６３〉０１３８）１１月９日は１１９番の日

防火標語施『忘れてない？ サイフにス
マホに火の確認』
火災予防について考えてみませんか
秋から冬にかけて空気が乾燥し火災
が発生しやすい季節となります。火災
を起こさないために、一人ひとりが火
の取り扱いに十分注意して最後まで責
任を持つことが必要です。次のことを
心がけ、火災予防に努めましょう。
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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。

■問市市民税課（緯〈７１〉２２１４）
税を考える週間
国税庁では１１月１１日～１７日を「税を

考える週間」とし、期間中、国税庁HP
で様々な情報を提供しています。私た
ちの暮らしを支える税について、この
機会に考えてみませんか。
■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

国税庁HPの「タックスアンサー」
国税に関する相談については、国税
庁HPの「タックスアンサー」を利用し
てください。よくある質問に対する回
答をまとめています。
刈谷税務署電話相談センター
■内利用方法獅刈谷税務署（緯〈２１〉６２１１）
に電話、自動音声案内により「１」を
選択 受付時間獅捷～晶午前８時３０
分～午後５時（抄、年末年始を除く）

税務署からのお知らせ

カギをかけていない自転車は盗まれ
やすい！今年９月末までに市内で１４２
件の自転車盗難被害が発生しています。
合言葉は「カギかけた！」です。いつで
も、どこでも、少しの時間でも、カギ
をかけ、被害にあわないよう気をつけ
ましょう。
■問安城警察署生活安全課（緯〈７６〉０１１０）、
市市民安全課（緯〈７１〉２２１９）

自転車盗難被害を防ぐポイント
暫防犯性の高い錠を使用し、ツーロッ
ク（２カ所施錠）する

暫電灯があり夜でも明るい・監視員が
いる・防犯カメラがある等の駐輪場
にとめる

防犯登録を忘れずに
法律により、自転車利用者に「自転

車防犯登録」が義務づけられています。
盗難防止と盗難被害時の早期発見に役
立ちます。登録料は５００円で、自転車
販売店で登録できます。
自転車保険に加入しましょう
最近、自転車が加害者となる自転車
事故で相手方を死傷させ、賠償金が高
額になる事例が多く発生しています。
万が一の場合に備えて、個人賠償責任
補償と傷害補償のついた自転車保険に
加入しましょう。

大切な自転車を守るために

個人事業税の第２期分の納期限は、
１１月３０日晶です。
納付書は８月に県から送付した納税通
知書に同封されていますので、金融機関・
コンビニエンスストア・インターネッ
トでのクレジットカード・ＭＭＫ設置
店又は県税事務所で納付してください。
また、Ｐａｙ-ｅａｓｙ（ペイジー）に対応し

ているインターネットバンキング又はＡ
ＴＭを利用して納付することもできます。
※納付書を紛失した人は西三河県税事
務所に問い合わせてください。
※コンビニエンスストア及びＭＭＫ設
置店については納付書の納付金額が
３０万円以下のものに限ります。
※クレジットカード、Pay-easy、ゆう
ちょ銀行では領収証書が発行されま
せん。

納税には便利な口座振替を
納税には便利で安全な口座振替の制
度があります。口座を開設している金
融機関の窓口で手続きができます。
■問西三河県税事務所（緯０５６４〈２７〉２７１３）、
市市民税課（緯〈７１〉２２１４）

個人事業税第２期分の納税
をお忘れなく

児童虐待とは、親又は親に代わって
養育する大人が、子どもに対して不適
切な関わりをすることによって、子ど
もの体や心が傷つけられ、健全な成長
や発達が妨げられる行為です。
虐待を防ぎ、子どもを守るため「虐

待かな？」と思ったら、迷わず連絡し
てください。下記の標語にある「いち
はやく」とは児童相談所全国共通ダイ
ヤル「１８９」番のことです。虐待の心配
があるとき、相談したいときに電話し
てください。
子育てには誰かの手助けが必要です。
周りの人は子育て中の人に気を配りま
しょう。また子育て中の人は、ひとり
で悩まず、がんばりすぎずに、相談を
してください。
標語獅未来へと 命を繋ぐ１８９（いちは
やく）
■問刈谷児童相談センター（緯〈２２〉７１１１）、
市子育て支援課（緯〈７１〉２２２９）

１１月は児童虐待防止推進月間

教育委員会委員の再任

全国一斉「女性の人権ホッ
トライン」強化週間
夫やパートナーからの暴力、職場等
でのセクハラ、ストーカー行為等、女
性の人権問題について相談に応じます。
相談内容の秘密は固く守られます。

一人で悩まず、気軽に相談してください。
相談専用電話（女性の人権ホットライ
ン）獅緯０５７０〈０７０〉８１０ 受付時間

▲

１１
月１２日捷～１６日晶獅午前８時３０分～午
後７時 １１月１７日松・１８日掌獅午前１０
時～午後５時
■問名古屋法務局人権擁護部（緯０５２〈９５２〉
８１１１）、市市民課（緯〈７１〉２２２２）

教育委員会委員の任期満了に伴い、
後任委員として加藤滋伸委員が再任さ
れました。任期は１０月１日～２０２２年９
月３０日です。また、加藤委員が引き続
き教育長職務代理者として指名されま
した。
なお、委員名簿は下表のとおりです。

■問教育委員会総務課（緯〈７１〉２２５３）

杉山春記教育長

加藤滋伸
しげ のぶ教育長職務代理者

舩尾恭代
ふな お やす よ委員

近藤倉生
くら お委員

伊奈希
のぞみ委員

情
報
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ら
お
読
み
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い
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近藤倉生
くら お委員

伊奈希
のぞみ委員

情
報
ボ
ッ
ク
ス
は
左
側
か
ら
お
読
み
く
だ
さ
い

INFORMAÇÕESÚTEIS
SEF INFORMATION

Português

Englis
外国語の
情報ボックス

※申込みや問合せは、日本語でお願
いします。

※Inscriçõeseinformaçõessomente
emjaponês

※Applicationsandinquirieswillbein
Japanese.

回 広報あんじょう 2018.11.1

■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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