
■図書館友の会「みんなのひろば」
■時■内１１月２５日掌 角凧作り施午前１０

かく だこ

時～正午 第１０回ビブリオバトル
施午後１時３０分～２時１５分
■安城ひびきの会の対面朗読
■時１２月２４日承午前１０時～正午
■内朗読者から１対１で図書、新聞、
雑誌の朗読を聴けます
※持ち込んだ図書等の朗読も可。
■他朗読者２人が時間中常駐します

アンフォーレ課（緯〈７６〉６１１１）

催 し

１２月の休館日
４日昇・１０日捷～１４日晶（蔵書点検
のため）・１８日昇・２５日昇・２９日松～
３１日捷（２８日晶は開館します）

１２月のおはなし会
１日松
午後３時

おはなしレストラン
（小学生以上）

２日掌・９日掌
１６日掌・２３日抄
午後４時

にちようびのおはな
しかい（小学生）

２日掌
午後３時

ネコ・ロンデ朗読会
（小学１～３年生）

３日捷・２４日承
午前１０時３０分

えほんとわらべうた
の会（０～２歳）

３日捷
午前１０時３０分

絵本好き集まれ！お
すすめ絵本紹介

５日昌・２３日抄
午前１０時３０分

赤ちゃんとなによも
う会（一般）

６日昭
午前１０時３０分

おはなしゆりかご
（０～２歳）

８日松
午後２時

おはなしえがお
（３歳～小学３年生）

９日掌
午前１１時

大人のための絵本朗
読会（一般）

１５日松・２２日松
午後２時

南吉朗読ででむし会
（小学生以上）

１６日掌
午後２時

かみしばいの会
（３歳～小学３年生）

１７日捷
午前１０時３０分

えほんのとびら
（０～２歳）

１９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）

２０日昭
午前１０時３０分

いないいないばあ
（１～５歳）

２１日晶
午前１０時３０分

このゆびと～まれ
（０～２歳）

２２日松
午後３時

でんでんむかしあそ
びの会（小学生）

２６日昌
午前１０時３０分

おはなしまあだ
（１～５歳）

俄広報あんじょう 2018.11.15

※対象年齢は目安です。

①②共通事項
■場アンフォーレ
■申申込期間諮①施１１月１９日捷～１２月１６
日掌 ②施１１月１９日捷から それぞ
れ午前９時～午後８時（昇を除く。
松掌抄は午後６時まで。１２月１０日捷・
１２日昌～１４日晶は午後５時まで）に
電話か、催し名・氏名・電話番号
（①は住所と４人までの参加人数も）
をファクスかＥメールでアンフォ
ーレ課（☎〈７６〉６１１１／〒４４６－００３２
御幸本町１２－１／胃〈７７〉６０６６／
tosyo@city.anjo.lg.jp）へ
※申込みは１人１回まで。
※①ははがき（必着）での申込みも可。

①新春アンフォーレ落語会
新春から大いに笑
っていただける内容
でお届けします。
■時１月１３日掌午後２
時～４時（開場は
午後１時３０分）

■内出演獅雷門
かみなりもん

小助六、
こ すけ ろく

桂
かつら

鷹治
たか じ

■対小学生以上
■定２００人（定員を超えた場合は抽選）
②アンフォーレ・ナイトサイエンス講
座
最先端の品種改良技術「ゲノム編集」
と古くて新しい農業技術「接ぎ木」で甘
いトマトを作る方法を紹介します。
■時１２月２１日晶午後７時～８時４５分（開
場は午後６時３０分）
■内テーマ獅「甘いトマトを作る最新テ
クノロジー」
■講白武勝裕氏（名古屋大学大学院生命
農学研究科准教授）
■対高校生以上
■定８０人（先着順）

親子で楽しめる古本市を開催！一般
募集で集まった「こども店主さん」によ
る古本販売で、ぜひお気に入りの一冊
を探してみてください。
■時１１月２４日松午前１０時～午後３時
■場アンフォーレ
■内こども店主さんによる古本販売（約
２０店舗）、絵本専門店による古絵本販
売、こども屋台（射的や輪投げ等）、
絵本ライブ、絵本の読み聞かせ、本
をテーマにしたワークショップ、グ
ルメの出店等

■他まちなか商店街をめぐる「南吉リア
ル謎解きゲーム」を同時開催します。
古本市と合わせてぜひ謎解きも楽し
んでください

■問安城プロモーションズ（アンフォー
レ総合案内／☎〈７６〉１４００）

こどもスタッフを募集します
「こども屋台」を手伝っていただける
こどもスタッフを募集します。当日午
前９時３０分から受付。こどもスタッフ
には、こども古本市で使える商品券を
進呈します。
■対小学生
■定４０人（先着順）
※詳細はアンフォーレHPに掲載。

第２回こども古本市

受胎調整を訴える厚生大臣。しかし
彼の一家は、その言葉と裏腹に次々と
子どもを産んでいくという喜劇。出演
は三橋達也、北原三枝 他。
■時１１月２５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
「愛のお荷物」

１２月の土器づくり教室
■時４日昇～８日松・１１日昇～１４日晶・
１８日昇～２２日松午後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づくり
■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）

■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。

アンフォーレの催し

■時１２月１５日松午後６時（開場は午後５
時３０分）
■内出演施長谷部泰子（ジャズヴォーカ

やす こ

ル）、小山たかこ（ジャズピアノ）、舩
ふな

尾真伊年（ジャズドラム）、野本謙之
お ま い ね かね ゆき

（ジャズベース）、福原徹也（ジャズサ
ックス） 演奏曲目施クリスマスソ
ング、ウィンターワンダーランド 等
■定１５９人（未就学児は入場不可）
■他１２月２日掌午前９時から昭林公民館
で整理券を配布

■場■問昭林公民館（緯〈７７〉６６８８）

昭林JAZZコンサート
by安城音楽協会

雷門小助六

情
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１１月２３日抄～２５日掌の３日間、「ぱぱ
☆ままフェスタ」を開催！期間中①～
⑤のイベントを楽しめます。
■場■問堀内公園（緯〈９９〉５９４７）
①おなか親子教室
「おなか」での栄養の吸収を学ぼう！
■時１１月２３日抄午前１０時、正午（各回１０
分前から公園管理事務所前で整理券
を配布）

■対子と保護者
■定各２０組（当日先着順）
②できたくんの工作ワークショップ
■時１１月２３日抄午前１１時、午後１時・２
時３０分（各回１０分前から公園管理事
務所前で整理券を配布）

■内工作芸人「できたくん」と一緒に簡単
な工作をします
■対３歳～小学３年生
■定各２０人（当日先着順）
③mama’smalche
ママたちの手作りマルシェ♪
■時１１月２３日抄午前１０時～午後３時（雨
天中止）
④公園謎解きラリー
■時１１月２３日抄～２５日掌午前９時～午後
４時（雨天中止）
■対小学生以下
■定各２００人（当日先着順）
⑤ダンボール迷路
段ボールの迷路が堀内公園に登場！
■時１１月２４日松・２５日掌午前１０時～午後
３時（雨天中止）

■対３歳～小学生
■￥１００円
⑥デンマークのクリスマス飾り作り
■時１２月１日松・２日掌午前１０時～午後
３時（雨天中止）
■定各５０人（当日先着順）

堀内公園の催し
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①クリスマスリースづくり
自然素材でリースをつくろう。
■時１２月１日松午前
１０時～１１時３０分
■対４歳以上（小学
１年生以下は保
護者同伴）
■定１０人（先着順）
■￥２００円
②牛乳パックで年賀ハガキづくり
牛乳パックを材料にして、紙すきで
ハガキをつくろう。
■時１２月２日掌午前１０時～１１時３０分
■講香村直郷氏

なお さと

■対４歳以上（小学１年生以下は保護者
同伴）
■定１０人（先着順）
■￥１００円
■持汚れてもいい服、タオル

③子ども用ニット帽を編もう
２～３歳児用のニット帽（５０尺前後）
を編みます。２回で１つ作成します。
■時１２月３日捷・１０日捷午後１時３０分～
３時（全２回）

■講中嶋雅子氏
■対１８歳以上
■定７人（先着順）
■￥６００円（材料費込）
■持かぎ針７～８号
④間伐材でデコパージュ体験
■時１２月１５日松午前１０時～１１時３０分
■講渋田見有美

しぶ た み ゆ み

氏
■対５歳以上の
子と保護者
■定７組（先着順）
■￥１組３００円
■持汚れてもいい服、作品を乗せるトレ
イ（１３尺×２５尺程度）

環境フェア
■時■内１２月９日掌午前１０時～午後３時３０分
午前中獅下記⑤⑥の講座（要事前申込） 正午から獅産直野菜販売、ミニぜんざ
いのふるまい 午後１時３０分獅環境活動発表会、交流会 午後３時獅ビンゴ
※ビンゴの参加券は当日の講座参加者・来館者に配布（配布終了は午後２時）。

⑤間伐材に絵を描こう
間伐材に電熱ペ
ンで絵を描きます。
■時午前１０時～１１時
■対小学生以上
■定５人（先着順）
■￥１００円

⑥花餅づくり
柳の枝にカラフルな餅をつけ正月飾
りにします。
■時午前１１時～正午
■講古居敬子氏
■対４歳以上の子と保護者
■定２０人（先着順）
■￥１人２００円

■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

環境学習センター「エコきち」の講座

１２月の移動児童館
■時■場５日昌・１９日昌獅東部公民館 ７
日晶・１４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）

自分のお店、開いてみませんか？
創業に関する基本的な知識や創業
後の経営に必要な知識を学ぶことが
できる講座です。中小企業診断士や
税理士、金融機関や商工会議所の職
員が具体的にお話しします。
■時１月２０日掌・２７日掌、２月３日掌・
９日松・１７日掌午前９時３０分～午
後４時３０分（全５回）

■場安城商工会議所
■対市内在住者、市内での起業を検討・
予定している人、市内で創業済み

で創業後５年未満の人
■定２０人（先着順）
■￥５４００円
■申１１月２０日昇からの午前９時～午後
５時（松掌抄を除く）に、申込書を
ファクス・Ｅメールで安城商工会
議所（胃〈７６〉４３２２／info@anjo-
cci.or.jp）へ
※申込書は同所、同所HPで配布。

■問安城商工会議所（緯〈７６〉５１７５）、市
商工課（緯〈７１〉２２３５）

①～⑥共通事項
■場■申１１月１８日掌～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時に直接か電話又は講座名・住所・氏名・年齢・電話番号を、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。
※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。
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レ総合案内／☎〈７６〉１４００）

こどもスタッフを募集します
「こども屋台」を手伝っていただける
こどもスタッフを募集します。当日午
前９時３０分から受付。こどもスタッフ
には、こども古本市で使える商品券を
進呈します。
■対小学生
■定４０人（先着順）
※詳細はアンフォーレHPに掲載。

第２回こども古本市

受胎調整を訴える厚生大臣。しかし
彼の一家は、その言葉と裏腹に次々と
子どもを産んでいくという喜劇。出演
は三橋達也、北原三枝 他。
■時１１月２５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
「愛のお荷物」

１２月の土器づくり教室
■時４日昇～８日松・１１日昇～１４日晶・
１８日昇～２２日松午後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づくり
■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）

■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。

アンフォーレの催し

■時１２月１５日松午後６時（開場は午後５
時３０分）
■内出演施長谷部泰子（ジャズヴォーカ

やす こ

ル）、小山たかこ（ジャズピアノ）、舩
ふな

尾真伊年（ジャズドラム）、野本謙之
お ま い ね かね ゆき

（ジャズベース）、福原徹也（ジャズサ
ックス） 演奏曲目施クリスマスソ
ング、ウィンターワンダーランド 等
■定１５９人（未就学児は入場不可）
■他１２月２日掌午前９時から昭林公民館
で整理券を配布

■場■問昭林公民館（緯〈７７〉６６８８）

昭林JAZZコンサート
by安城音楽協会

雷門小助六
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１１月２３日抄～２５日掌の３日間、「ぱぱ
☆ままフェスタ」を開催！期間中①～
⑤のイベントを楽しめます。
■場■問堀内公園（緯〈９９〉５９４７）
①おなか親子教室
「おなか」での栄養の吸収を学ぼう！
■時１１月２３日抄午前１０時、正午（各回１０
分前から公園管理事務所前で整理券
を配布）

■対子と保護者
■定各２０組（当日先着順）
②できたくんの工作ワークショップ
■時１１月２３日抄午前１１時、午後１時・２
時３０分（各回１０分前から公園管理事
務所前で整理券を配布）

■内工作芸人「できたくん」と一緒に簡単
な工作をします
■対３歳～小学３年生
■定各２０人（当日先着順）
③mama’smalche
ママたちの手作りマルシェ♪
■時１１月２３日抄午前１０時～午後３時（雨
天中止）
④公園謎解きラリー
■時１１月２３日抄～２５日掌午前９時～午後
４時（雨天中止）
■対小学生以下
■定各２００人（当日先着順）
⑤ダンボール迷路
段ボールの迷路が堀内公園に登場！
■時１１月２４日松・２５日掌午前１０時～午後
３時（雨天中止）

■対３歳～小学生
■￥１００円
⑥デンマークのクリスマス飾り作り
■時１２月１日松・２日掌午前１０時～午後
３時（雨天中止）
■定各５０人（当日先着順）

堀内公園の催し

峨 広報あんじょう 2018.11.15

①クリスマスリースづくり
自然素材でリースをつくろう。
■時１２月１日松午前
１０時～１１時３０分
■対４歳以上（小学
１年生以下は保
護者同伴）
■定１０人（先着順）
■￥２００円
②牛乳パックで年賀ハガキづくり
牛乳パックを材料にして、紙すきで
ハガキをつくろう。
■時１２月２日掌午前１０時～１１時３０分
■講香村直郷氏

なお さと

■対４歳以上（小学１年生以下は保護者
同伴）
■定１０人（先着順）
■￥１００円
■持汚れてもいい服、タオル

③子ども用ニット帽を編もう
２～３歳児用のニット帽（５０尺前後）
を編みます。２回で１つ作成します。
■時１２月３日捷・１０日捷午後１時３０分～
３時（全２回）

■講中嶋雅子氏
■対１８歳以上
■定７人（先着順）
■￥６００円（材料費込）
■持かぎ針７～８号
④間伐材でデコパージュ体験
■時１２月１５日松午前１０時～１１時３０分
■講渋田見有美

しぶ た み ゆ み

氏
■対５歳以上の
子と保護者
■定７組（先着順）
■￥１組３００円
■持汚れてもいい服、作品を乗せるトレ
イ（１３尺×２５尺程度）

環境フェア
■時■内１２月９日掌午前１０時～午後３時３０分
午前中獅下記⑤⑥の講座（要事前申込） 正午から獅産直野菜販売、ミニぜんざ
いのふるまい 午後１時３０分獅環境活動発表会、交流会 午後３時獅ビンゴ
※ビンゴの参加券は当日の講座参加者・来館者に配布（配布終了は午後２時）。

⑤間伐材に絵を描こう
間伐材に電熱ペ
ンで絵を描きます。
■時午前１０時～１１時
■対小学生以上
■定５人（先着順）
■￥１００円

⑥花餅づくり
柳の枝にカラフルな餅をつけ正月飾
りにします。
■時午前１１時～正午
■講古居敬子氏
■対４歳以上の子と保護者
■定２０人（先着順）
■￥１人２００円

■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

環境学習センター「エコきち」の講座

１２月の移動児童館
■時■場５日昌・１９日昌獅東部公民館 ７
日晶・１４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）

自分のお店、開いてみませんか？
創業に関する基本的な知識や創業
後の経営に必要な知識を学ぶことが
できる講座です。中小企業診断士や
税理士、金融機関や商工会議所の職
員が具体的にお話しします。
■時１月２０日掌・２７日掌、２月３日掌・
９日松・１７日掌午前９時３０分～午
後４時３０分（全５回）

■場安城商工会議所
■対市内在住者、市内での起業を検討・
予定している人、市内で創業済み

で創業後５年未満の人
■定２０人（先着順）
■￥５４００円
■申１１月２０日昇からの午前９時～午後
５時（松掌抄を除く）に、申込書を
ファクス・Ｅメールで安城商工会
議所（胃〈７６〉４３２２／info@anjo-
cci.or.jp）へ
※申込書は同所、同所HPで配布。

■問安城商工会議所（緯〈７６〉５１７５）、市
商工課（緯〈７１〉２２３５）

①～⑥共通事項
■場■申１１月１８日掌～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時に直接か電話又は講座名・住所・氏名・年齢・電話番号を、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。
※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。



■申申込方法等 ■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。
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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。

①②共通事項
■場総合福祉センター
■問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）

①レク式体力測定会
『いつでも・誰でも・簡単にできる』
体力測定です。今の自分の体力を知り、
介護予防に役立てましょう。
タオル絞りで握力測定、ストローを
使用した肺機能測定等、簡単な動き５
種類で体力を測定します。
■時１２月１５日松午後１時３０分～３時３０分
※受付は午後１時から。

■講安城市レクリエーション支援者クラ
ブ
■対市内在住・在勤の５０歳～７４歳
■定３０人（当日先着順）
■持室内用の靴、飲料
②男性のためのヨガ講座
男性限定のヨガ講座を開催します。
ヨガを通して介護予防を始めましょう。
■時１月１５日昇・２９日昇、２月１２日昇・
２６日昇、３月１２日昇・２６日昇 いず
れも午後１時３０分～３時
※受付は午後１時から。

■講前田弘美氏（ヨガインストラクター）
■対市内在住・在勤の５０歳以上の男性
■定各１５人（当日先着順）
■持ヨガマット又はバスタオル、飲料

華のある上方落語をたっぷりとお楽しみください。
■時３月１０日掌午後２時３０分（開場は午後２時）
■場市民会館
■￥一般施３０００円 障害者施２８００円
※全席指定。未就学児の入場はご遠慮ください。
※障害者は証明書等の提示が必要です。

■申１２月９日掌から、下記にて一般発売します
暫市民会館（緯〈７５〉１１５１）
※１２月９日掌は午前９時から窓口のみで販売。
電話受付は１２月１０日捷午前９時から。
※車いす席は１２月２日掌午前９時から市民会館
のみで電話受付。

暫稲垣電気商会（緯〈９７〉８１８１） 暫産直センター安城南部（緯〈９２〉１３１６）
暫竹内書店（緯〈７４〉０５１１） 暫でんまぁと安城北部（緯〈９６〉１０５１）
暫名鉄ホールチケットセンター（緯０５２〈５６１〉７７５５）
暫チケットぴあ（緯０５７０〈０２〉９９９９／Pコード：４９０－３２５）
※営業時間等は各所に直接問い合わせてください。

■問市民会館（緯〈７５〉１１５１）
※昇、年末年始（１２月２９日松～１月３日昭）は休館。

総合福祉センターの催し・
講座

若年性認知症のご本人とご
家族のつどい

同じような経験や悩みごとがある本
人同士や家族同士で、仕事や生活につ
いて感じていることを話したり、情報
交換をしたりしませんか。
日頃の思いを安心して話し、尊重し、
一緒に考える仲間に出会える場です。
■時１２月８日松午前１０時～１１時３０分
■場アンフォーレ
■対若年性認知症と診断を受けた本人、
その家族（６５歳未満で確定診断はな
くても、物忘れ等に不安を感じてい
る人も参加可）

■申１１月１５日昭からの午前８時３０分～午
後５時１５分（松掌抄を除く）に、直接
か電話、又は住所・氏名・年齢、参
加する人（本人か家族）をＥメールで
高齢福祉課（緯〈７１〉２２６４／koufuku
@city.anjo.lg.jp）へ

■内■時■場■￥下表のとおり。いずれの講座
も１月又は２月から開始。受講料は
教材費のみ ①②施午前１０時～午後
３時４０分 ③施午前９時～午後６時
■対県内のひとり親家庭の父・母・寡婦
で、全日程に出席できる人
■定各２０人（定員を超えた場合は抽選）
■申１１月２２日昭までの午前８時３０分～午
後５時１５分（松掌を除く）に、直接子
育て支援課へ（電話申込不可）
※申込書は同課で配布。詳細は問い
合わせてください。

■問子育て支援課（緯〈７１〉２２２９）
場所／
教材費

開講曜日
（回数）講習内容

名古屋市／
１,８３６円

松
（全５回）

①パソコン
お仕事応用

名古屋市／
５,５００円

松
（全７回）②調剤薬局

事務 豊橋市／
５,５００円

松
（全７回）

名古屋市／
３,７８０円

昇
（全７回）

③福祉用具専
門相談研修

平尾陶元（
とう げん

元）氏の作品を、安美展グ
はじめ

リーンリボン賞を受賞した作品１点も
含め、約２５点展示します。
■時１２月１２日昌～１６日掌午前９時～午後
５時（１６日は午後３時まで）
■￥入苑料施１００円（中
学生以下無料）
呈茶料施３００円
■場■問丈山苑（緯〈９２〉
７７８０）

丈山苑 大皿の世界展

インストラクターの丁寧な指導のも
と、苔玉を作ります。
■時１１月２１日昌午前１０時３０分～正午
■定３０人（先着順）
■￥５００円
■場■申１１月１５日昭～１８日掌午前９時３０分
～午後４時に直接か電話で安祥閣
（緯〈７４〉３３３３）へ

和室で楽しく、苔玉を作っ
てみよう

碧海信用金庫本店前会場（御幸本町）
■時１１月２４日松午前９時から（商品がな
くなり次第終了）
■内県農村生活アドバイザーによる地元
産野菜の販売・調理法のアドバイス、
食育紙芝居の上演（午前１０時３０分）
■問農務課（緯〈７１〉２２３３）
JR安城駅南側ホコ天会場（御幸本町）
■時１１月２４日松午前１０時～午後３時
■内子どもの遊び場、地元産野菜・特産
物等の販売、お楽しみ抽選会等
■問叙安城スタイル（緯〈７３〉９５１１）、市商
工課（緯〈７１〉２２３５）
あんくるバス乗車券をプレゼント
■内各会場で買い物をした人に、当日か
ら次回のホコ天きーぼー市開催日ま
で利用できる乗車券を２枚進呈
■問都市計画課（緯〈７１〉２２４３）

今月のホコ天きーぼー市

ひとり親家庭就業支援講習会
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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・受講料等 ■持持ち物 ■他その他
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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

市内各所の町内公民館で活動してい
るグループが日頃の成果を発表します。
■時１２月９日掌午前１０時～午後３時３０分
■場文化センター
■内三河万歳、大正琴、詩吟、コーラス、
バンド演奏等
■問市民協働課（緯〈７１〉２２１８）

第３７回町内公民館芸能活動
発表会

■時１２月１日松午前９時～正午
■場でんまぁと安城西部（福釜町）
■内地元特産野菜の紹介（キュウリ試食、
焼き芋販売）、食育学習（バター作り
体験、ガーデニング親子体験、野菜
の重さ当てクイズ）等
※試食や販売、体験行事は材料が無
くなり次第終了します。各体験の受
付は午前９時から（当日先着順）。

■問碧海農業フェスティバル実行委員会
事務局（県西三河農林水産事務所内
／緯〈７６〉２４００）、市農務課（緯〈７１〉２２
３３）

碧海農業フェスティバル
楽しむ！碧海の食と農と技

諮デンパーク「ウィンターフェスティバル」
１２月１日松～１月１４日抄

（毎週昇、１２月３１日捷、１月１日抄は休園。ただし１２月２５日昇は開園）
「北欧のクリスマス」をテーマに、５０万球
のあたたかい光が園内を彩ります。
今年は新たに、メルヘン世界の蝶の妖精
になって記念撮影ができるスポット（写真
①）が新設されます。
また、イルミネーションスポット「森の

音楽隊」では優しい音色と光の瞬きが空間
を包み込む光のショータイムを開催！昨年
好評だった体験型アトラクション「キラキ
ラ迷路」も登場する他、「七色に輝くオーロラ花壇とクスノキ」、冬の夜に咲く
藤棚の「光の小径」等、美しい見どころが満載です。

こ みち

星空のトレイン「メルヘン号」で園内を周
遊するのもオススメ。その他、楽しい音楽
のリズムに合わせて打ち上げる「花火ショ
ー」（写真②）は冬の夜空を幻想的に彩りま
す。１２月１日から温室で開催される、クリ
スマスをテーマにしたフラワーショーもぜ
ひご覧ください。
■時花火ショー施１２月の毎週松掌・抄承・２５
日昇～２８日晶、１月２日昌～６日掌・１２
日松～１４日抄午後８時２０分から１０分程度

陰～④共通事項
入園料別途。都合により変更の場合有。詳細は問い合わせてください。
■場■申１１月２１日昌から各申込期限までの午前９時３０分～午後４時３０分に直接か
電話で、①②③施クラブハウス（緯〈９２〉７１１２） ④施フローラルプレイス
（緯〈９２〉７１１３）へ

陰ペーパークイリング講座
■時１２月１９日昌午前１０時～午後０時３０
分

■講磯貝裕子氏
■定１５人（先着順）
■￥１０００円（材料費別途約２５００円）
■申申込期限獅１２月１２日昌

隠陶芸講座
■時１２月２１日晶午前１０時～午後０時３０
分
■内タタラ作り
技法で角鉢
を作ります
■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１２月１４日晶

③もったいナイスな料理教室
■時１２月２１日晶午前１０時～午後０時３０分
■内テーマ獅カリフラワーのお手軽ク
リスマス メニュー獅前菜盛り合
わせ（カリフラワーライスサラダ、
ピンチョス等）、タラとカリフラワ
ーのアクアパッツァ、フォカッ
チャ、トライフル

■講高倉恵氏
■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１２月１４日晶

吋お正月リース作り体験
季節の花を使って素敵にアレンジ
しましょう錘

■時１２月２０日昭午前１０時３０分～正午
■定２０人（先着順）
■￥２５００円（材料費込）
■申申込期限獅１２月１４日晶

諮デンパークの講座

■時１月２０日掌午後１時
■場コロナキャットボウル安城店（浜富町）
■対市内在住のひとり親家庭の親子
■定３０人（先着順）
■￥１人１２００円（２ゲーム分及び貸靴代
込。３歳以下無料）

■申１１月２４日松～１２月９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
※１１月２４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）

ひとり親家庭ボウリング大会

②

①

■場■問デンパーク（緯〈９２〉７１１１）



■申申込方法等 ■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。
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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。

①②共通事項
■場総合福祉センター
■問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）

①レク式体力測定会
『いつでも・誰でも・簡単にできる』
体力測定です。今の自分の体力を知り、
介護予防に役立てましょう。
タオル絞りで握力測定、ストローを
使用した肺機能測定等、簡単な動き５
種類で体力を測定します。
■時１２月１５日松午後１時３０分～３時３０分
※受付は午後１時から。

■講安城市レクリエーション支援者クラ
ブ
■対市内在住・在勤の５０歳～７４歳
■定３０人（当日先着順）
■持室内用の靴、飲料
②男性のためのヨガ講座
男性限定のヨガ講座を開催します。
ヨガを通して介護予防を始めましょう。
■時１月１５日昇・２９日昇、２月１２日昇・
２６日昇、３月１２日昇・２６日昇 いず
れも午後１時３０分～３時
※受付は午後１時から。

■講前田弘美氏（ヨガインストラクター）
■対市内在住・在勤の５０歳以上の男性
■定各１５人（当日先着順）
■持ヨガマット又はバスタオル、飲料

華のある上方落語をたっぷりとお楽しみください。
■時３月１０日掌午後２時３０分（開場は午後２時）
■場市民会館
■￥一般施３０００円 障害者施２８００円
※全席指定。未就学児の入場はご遠慮ください。
※障害者は証明書等の提示が必要です。

■申１２月９日掌から、下記にて一般発売します
暫市民会館（緯〈７５〉１１５１）
※１２月９日掌は午前９時から窓口のみで販売。
電話受付は１２月１０日捷午前９時から。
※車いす席は１２月２日掌午前９時から市民会館
のみで電話受付。

暫稲垣電気商会（緯〈９７〉８１８１） 暫産直センター安城南部（緯〈９２〉１３１６）
暫竹内書店（緯〈７４〉０５１１） 暫でんまぁと安城北部（緯〈９６〉１０５１）
暫名鉄ホールチケットセンター（緯０５２〈５６１〉７７５５）
暫チケットぴあ（緯０５７０〈０２〉９９９９／Pコード：４９０－３２５）
※営業時間等は各所に直接問い合わせてください。

■問市民会館（緯〈７５〉１１５１）
※昇、年末年始（１２月２９日松～１月３日昭）は休館。

総合福祉センターの催し・
講座

若年性認知症のご本人とご
家族のつどい

同じような経験や悩みごとがある本
人同士や家族同士で、仕事や生活につ
いて感じていることを話したり、情報
交換をしたりしませんか。
日頃の思いを安心して話し、尊重し、
一緒に考える仲間に出会える場です。
■時１２月８日松午前１０時～１１時３０分
■場アンフォーレ
■対若年性認知症と診断を受けた本人、
その家族（６５歳未満で確定診断はな
くても、物忘れ等に不安を感じてい
る人も参加可）

■申１１月１５日昭からの午前８時３０分～午
後５時１５分（松掌抄を除く）に、直接
か電話、又は住所・氏名・年齢、参
加する人（本人か家族）をＥメールで
高齢福祉課（緯〈７１〉２２６４／koufuku
@city.anjo.lg.jp）へ

■内■時■場■￥下表のとおり。いずれの講座
も１月又は２月から開始。受講料は
教材費のみ ①②施午前１０時～午後
３時４０分 ③施午前９時～午後６時
■対県内のひとり親家庭の父・母・寡婦
で、全日程に出席できる人
■定各２０人（定員を超えた場合は抽選）
■申１１月２２日昭までの午前８時３０分～午
後５時１５分（松掌を除く）に、直接子
育て支援課へ（電話申込不可）
※申込書は同課で配布。詳細は問い
合わせてください。

■問子育て支援課（緯〈７１〉２２２９）
場所／
教材費

開講曜日
（回数）講習内容

名古屋市／
１,８３６円

松
（全５回）

①パソコン
お仕事応用

名古屋市／
５,５００円

松
（全７回）②調剤薬局

事務 豊橋市／
５,５００円

松
（全７回）

名古屋市／
３,７８０円

昇
（全７回）

③福祉用具専
門相談研修

平尾陶元（
とう げん

元）氏の作品を、安美展グ
はじめ

リーンリボン賞を受賞した作品１点も
含め、約２５点展示します。
■時１２月１２日昌～１６日掌午前９時～午後
５時（１６日は午後３時まで）
■￥入苑料施１００円（中
学生以下無料）
呈茶料施３００円
■場■問丈山苑（緯〈９２〉
７７８０）

丈山苑 大皿の世界展

インストラクターの丁寧な指導のも
と、苔玉を作ります。
■時１１月２１日昌午前１０時３０分～正午
■定３０人（先着順）
■￥５００円
■場■申１１月１５日昭～１８日掌午前９時３０分
～午後４時に直接か電話で安祥閣
（緯〈７４〉３３３３）へ

和室で楽しく、苔玉を作っ
てみよう

碧海信用金庫本店前会場（御幸本町）
■時１１月２４日松午前９時から（商品がな
くなり次第終了）
■内県農村生活アドバイザーによる地元
産野菜の販売・調理法のアドバイス、
食育紙芝居の上演（午前１０時３０分）
■問農務課（緯〈７１〉２２３３）
JR安城駅南側ホコ天会場（御幸本町）
■時１１月２４日松午前１０時～午後３時
■内子どもの遊び場、地元産野菜・特産
物等の販売、お楽しみ抽選会等
■問叙安城スタイル（緯〈７３〉９５１１）、市商
工課（緯〈７１〉２２３５）
あんくるバス乗車券をプレゼント
■内各会場で買い物をした人に、当日か
ら次回のホコ天きーぼー市開催日ま
で利用できる乗車券を２枚進呈
■問都市計画課（緯〈７１〉２２４３）

今月のホコ天きーぼー市

ひとり親家庭就業支援講習会

情
報
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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・受講料等 ■持持ち物 ■他その他

牙 広報あんじょう 2018.11.15

■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

市内各所の町内公民館で活動してい
るグループが日頃の成果を発表します。
■時１２月９日掌午前１０時～午後３時３０分
■場文化センター
■内三河万歳、大正琴、詩吟、コーラス、
バンド演奏等

■問市民協働課（緯〈７１〉２２１８）

第３７回町内公民館芸能活動
発表会

■時１２月１日松午前９時～正午
■場でんまぁと安城西部（福釜町）
■内地元特産野菜の紹介（キュウリ試食、
焼き芋販売）、食育学習（バター作り
体験、ガーデニング親子体験、野菜
の重さ当てクイズ）等
※試食や販売、体験行事は材料が無
くなり次第終了します。各体験の受
付は午前９時から（当日先着順）。

■問碧海農業フェスティバル実行委員会
事務局（県西三河農林水産事務所内
／緯〈７６〉２４００）、市農務課（緯〈７１〉２２
３３）

碧海農業フェスティバル
楽しむ！碧海の食と農と技

諮デンパーク「ウィンターフェスティバル」
１２月１日松～１月１４日抄

（毎週昇、１２月３１日捷、１月１日抄は休園。ただし１２月２５日昇は開園）
「北欧のクリスマス」をテーマに、５０万球
のあたたかい光が園内を彩ります。
今年は新たに、メルヘン世界の蝶の妖精
になって記念撮影ができるスポット（写真
①）が新設されます。
また、イルミネーションスポット「森の

音楽隊」では優しい音色と光の瞬きが空間
を包み込む光のショータイムを開催！昨年
好評だった体験型アトラクション「キラキ
ラ迷路」も登場する他、「七色に輝くオーロラ花壇とクスノキ」、冬の夜に咲く
藤棚の「光の小径」等、美しい見どころが満載です。

こ みち

星空のトレイン「メルヘン号」で園内を周
遊するのもオススメ。その他、楽しい音楽
のリズムに合わせて打ち上げる「花火ショ
ー」（写真②）は冬の夜空を幻想的に彩りま
す。１２月１日から温室で開催される、クリ
スマスをテーマにしたフラワーショーもぜ
ひご覧ください。
■時花火ショー施１２月の毎週松掌・抄承・２５
日昇～２８日晶、１月２日昌～６日掌・１２
日松～１４日抄午後８時２０分から１０分程度

陰～④共通事項
入園料別途。都合により変更の場合有。詳細は問い合わせてください。

■場■申１１月２１日昌から各申込期限までの午前９時３０分～午後４時３０分に直接か
電話で、①②③施クラブハウス（緯〈９２〉７１１２） ④施フローラルプレイス
（緯〈９２〉７１１３）へ

陰ペーパークイリング講座
■時１２月１９日昌午前１０時～午後０時３０
分

■講磯貝裕子氏
■定１５人（先着順）
■￥１０００円（材料費別途約２５００円）
■申申込期限獅１２月１２日昌

隠陶芸講座
■時１２月２１日晶午前１０時～午後０時３０
分
■内タタラ作り
技法で角鉢
を作ります

■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１２月１４日晶

③もったいナイスな料理教室
■時１２月２１日晶午前１０時～午後０時３０分
■内テーマ獅カリフラワーのお手軽ク
リスマス メニュー獅前菜盛り合
わせ（カリフラワーライスサラダ、
ピンチョス等）、タラとカリフラワ
ーのアクアパッツァ、フォカッ
チャ、トライフル

■講高倉恵氏
■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１２月１４日晶

吋お正月リース作り体験
季節の花を使って素敵にアレンジ
しましょう錘

■時１２月２０日昭午前１０時３０分～正午
■定２０人（先着順）
■￥２５００円（材料費込）
■申申込期限獅１２月１４日晶

諮デンパークの講座

■時１月２０日掌午後１時
■場コロナキャットボウル安城店（浜富町）
■対市内在住のひとり親家庭の親子
■定３０人（先着順）
■￥１人１２００円（２ゲーム分及び貸靴代
込。３歳以下無料）

■申１１月２４日松～１２月９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
※１１月２４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）

ひとり親家庭ボウリング大会

②

①

■場■問デンパーク（緯〈９２〉７１１１）



犯罪は、ある日突然、自分や家族、
友人の平穏で幸せな毎日を一瞬で奪い
去ってしまいます。
犯罪被害に遭った人が明日への一歩
を踏み出すために、支援できることに
ついて考えましょう。
警察が、犯罪被害に遭った人の相談
専用電話として設置している「ハート
フルライン」では、臨床心理士が相談
に応じています。ご利用ください。
ハートフルライン獅緯０５２〈９５４〉８８９７
※捷～晶午前９時～午後５時。抄及び
年末年始を除く。

■問安城警察署（緯〈７６〉０１１０）、市市民安
全課（緯〈７１〉２２１９）

１１月２５日～１２月１日は
犯罪被害者週間

画広報あんじょう 2018.11.15

■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。

青少年愛護センターでは、NPO法
人育て上げネット中部虹の会の協力の
もと、悩みを抱える若者の相談窓口を
開設しています。
不登校・家に引きこもっている・将
来が不安だ・精神的に不安定である・
どこにも居場所がないように感じる等
の悩みを聴き、サポートします。ぜひ
気軽にお越しください（要電話予約）。
※個人情報は目的以外に利用すること
はありません。
■時毎週昌午後１時～４時（相談時間は
１人につき１時間程度）

■場青少年の家
■対市内在住・在学で義務教育を修了し
た１５歳～概ね４０歳の人、その保護者
■申午前８時３０分～午後５時１５分（休館
日を除く）に電話で青少年愛護セン
ター（青少年の家内／緯〈７６〉３４３２）へ

悩みを抱える若者を支援し
ます

障害者手帳所持者がいる世
帯のＮＨＫ受信料免除制度
障害者手帳（身体障害者手帳、療育
手帳、精神障害者保健福祉手帳）所持
者がいる世帯で、次の免除基準を満た
す場合は、手続きによりＮＨＫ受信料
が全額又は半額が免除されます。
■内■対全額免除獅障害者手帳の所持者が
世帯におり、世帯全員が市民税非課
税
半額免除獅世帯主がＮＨＫ契約者で
あり、かつ世帯主が次の①②のいず
れかに該当する世帯 ①視覚障害者
又は聴覚障害者 ②身体障害１・２
級、療育Ａ判定、精神障害１級のう
ちいずれかの障害者手帳所持者

■他継続してNHK受信料の全額免除を
受ける場合は、毎年確定申告が必要
です。また、手続き後に免除基準を
満たさなくなった場合は、ＮＨＫふ
れあいセンター受信料ナビダイヤル
（緯０５７０〈０７７〉０７７）へ連絡が必要です
■申捷～晶午前８時３０分～午後５時１５分
（抄を除く）に、障害者手帳所持者か
その家族が障害者手帳と印鑑を持っ
て障害福祉課（緯〈７１〉２２２５）へ

家屋の取り壊しの連絡、現
地調査にご協力を
■内家屋獅平成３０年中に家屋を取り壊し
た人・取り壊しが決まっている人は
来年度の固定資産税等の対象から除
く必要があるため、資産税課に連絡
してください。現地確認に伺います
土地獅来年度の固定資産税等課税の
ため、資産税課の職員が１２月まで随
時土地の現地調査を行います

■問資産税課家屋係（緯〈７１〉２２１５）、同土
地係（緯〈７１〉２２５６）

■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１２月５日昌午後２時～４時
■内精神科医師による相談
■申同保健所健康支援課（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（１２月１８日・
２５日を除く）
※エイズ検査は世界エイズデーに合
わせて１２月１日松午前９時～１１時に
も実施。また、夜間エイズ検査は３
日捷午後６時～７時に実施。
■申■問骨髄バンクドナー登録は事前に同
保健所生活環境安全課（緯〈２１〉４７９７）
へ
検便・井戸水検査等（有料）
■問同保健所試験検査課（緯〈２１〉９３５３）

衣浦東部保健所の相談・検査

安城七夕まつ
りの竹飾りに使
用した竹を用い
て竹炭作りを体
験します。体験
後は作った竹炭を使ったバーベキュー
を楽しめます。
■時１２月２日掌午前１０時～午後１時
■場木戸町平地（平地窯）
※詳細は参加者に別途案内します。
■対市内在住の３歳以上の子と保護者
■定３０人（先着順）
■￥１人５００円
■持汚れてもいい服装、軍手、マスク、
帽子、長靴、お椀、箸、飲料
■申１１月１９日捷～２１日昌に、住所・氏名・
生年月日・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NPO法人エコネットあんじょう事
務局（☎〈５５〉１３１５）、市環境都市推進
課（☎〈７１〉２２０６）

子供自然探険隊
竹炭焼き体験学習
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■問保健センター（緯〈７６〉１１３３）
高齢者肺炎球菌予防接種の任意接種費
用の助成を終了します
２０１９年３月３１日をもって、高齢者肺
炎球菌予防接種の任意接種費用の助成
を終了します。助成を希望する人は、
早めに申請し、２０１９年３月３１日までに
助成券を利用してください。
■内助成額獅３０００円
■対６５歳以上の人で、これまでに高齢者
肺炎球菌予防接種に対する市の助成
を利用したことがない人
※下記の定期接種対象者に該当し、
今年度接種券が送られてきた人は除
く。
■申保健センターで申請し、申請後交付
された助成券を実施医療機関に持参
して予防接種を受けてください
高齢者肺炎球菌予防接種の定期接種対
象者を変更します
６５歳以上の人の接種機会確保のため
の経過措置終了に伴い、２０１９年度から
対象者が下記のとおり変わります。
■内変更前（２０１８年度まで）施６５歳・７０歳・
７５歳・８０歳・８５歳・９０歳・９５歳・
１００歳になる人 変更後（２０１９年度か
ら）施６５歳になる人
※心臓・じん臓・呼吸器の機能又は
ヒト免疫不全ウイルス（HIV）による
免疫機能の障害（身体障害者手帳１
級）を有する６０歳以上６５歳未満の人
で、定期接種を受けていない人は、
引き続き定期接種対象者です。

■他該当者には、毎年４月初旬に予防接
種予診票兼接種券を送付しています

臥 広報あんじょう 2018.11.15

■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

市内各福祉センターの夜間管理人を
募集します。
■内職務内容獅施設利用受付、閉館時施
錠、その他施設管理等 雇用期間獅

３月１５日から（更新の場合有） 勤務
日獅昇～掌の間でローテーション勤
務（抄勤務有。１カ月あたり約８日
間） 勤務時間諮昇～松獅午後５時
～９時３０分 掌抄獅午前８時３０分～
午後５時３０分 振替承獅午前８時３０
分～午後５時３０分又は午後５時～９
時３０分（各時間区分をローテーショ
ンする勤務で週２０時間未満。勤務場
所によって若干の時間の違い有）
勤務場所獅市内各福祉センター 賃
金獅時給９００円、通勤割増１日２００円
選考獅面接（１２月１９日昌）

■対昭和２４年４月２日以降に生まれた人
で普通自動車免許所持者
■定８人
■申１１月２０日昇～１２月１１日昇午前９時～
午後５時（掌捷抄を除く）に、臨時職
員採用申込書を持ち市社会福祉協議
会総務課（社会福祉会館内）へ
※申込書は社会福祉会館・市社会福
祉協議会HPで配布。
■問市社会福祉協議会総務課（緯〈７７〉２９
４１）

市社会福祉協議会臨時職員

安城市HP「総合メニュー」ページに掲載する、バナー広告を取り扱う
広告代理店を募集します。
■内広告掲載期間施２０１９年４月～２０２０年３月 広告枠施２０枠
掲載料最低提示額施２４０万円（消費税等別）
※広告掲載期間中に消費税法等の改正があった場合は、変更後の消費
税率を適用します。
■対県内に本・支店があり、市税・使用料の滞納がない等
■定１者（応募者多数の場合は、提示額の最も高い者を選定）
■申１１月１９日捷～１２月７日晶午前８時３０分～午後５時１５分（松掌抄を除く）
に、申込書・会社案内を持参か郵送（必着）で秘書課広報広聴係（〒４４６
－８５０１住所不要）へ
※申込書・募集要項等は、同係・市HPで配布。
■問秘書課広報広聴係（緯〈７１〉２２０２）

投票の場に実際
に立ち会うことで、
選挙や政治につい
ての理解を深めて
みませんか。若い
世代の人を対象に、
期日前投票所での
投票立会人を募集します。
■内職務内容施投票人が不正なく、正し
く投票を行っているかを確認 立会
日施各種選挙の告示日又は公示日の
翌日から選挙期日の前日まで（期間
中一部日程の立会も可） 立会時間
諮前半施午前８時１５分～午後２時１５
分 後半施午後２時１５分～８時１５分
（いずれも休憩時間を含む。終日の
立会も可） 立会場所施市役所、北
部・桜井・明祥支所 報酬諮前半又
は後半のみ施７８５０円 終日施１万５７
００円
※交通費・食事代は個人負担です。
■対申込日時点で本市の選挙人名簿に登
録されている１８歳以上３０歳未満の人
※特定の候補者の政治活動、選挙運
動を行っている人は申込不可。
※高校生可。ただし在学校に確認し
たうえで申し込んでください。

■他応募者は投票立会人登録台帳に登録
します。その後、選挙の執行に合わ
せて都合を確認し、他の登録者と調
整して立会日を決定のうえ、就任依
頼をします（依頼できない場合も有）

■申捷～晶午前８時３０分～午後５時１５分
（抄を除く）に安城市投票立会人登録
申込書を持って市選挙管理委員会事
務局（行政課内）へ
※申込書は同事務局、市HPで配布。
※郵送・Eメールでの申込不可。
■問市選挙管理委員会事務局（緯〈７１〉２２０８）

期日前投票所投票立会人

本市についての最新の統計を網羅し
ており、市勢をいろいろな面から把握
できます。１２月３日捷から経営管理課
で販売を開始します。
■内規格獅A４版 価格獅１冊２００円
■問経営管理課（緯〈７１〉２２０５）

２０１８年版安城の統計を販売

高齢者肺炎球菌予防接種の
費用助成と対象者について



犯罪は、ある日突然、自分や家族、
友人の平穏で幸せな毎日を一瞬で奪い
去ってしまいます。
犯罪被害に遭った人が明日への一歩
を踏み出すために、支援できることに
ついて考えましょう。
警察が、犯罪被害に遭った人の相談
専用電話として設置している「ハート
フルライン」では、臨床心理士が相談
に応じています。ご利用ください。
ハートフルライン獅緯０５２〈９５４〉８８９７
※捷～晶午前９時～午後５時。抄及び
年末年始を除く。

■問安城警察署（緯〈７６〉０１１０）、市市民安
全課（緯〈７１〉２２１９）

１１月２５日～１２月１日は
犯罪被害者週間

画広報あんじょう 2018.11.15

■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。

青少年愛護センターでは、NPO法
人育て上げネット中部虹の会の協力の
もと、悩みを抱える若者の相談窓口を
開設しています。
不登校・家に引きこもっている・将
来が不安だ・精神的に不安定である・
どこにも居場所がないように感じる等
の悩みを聴き、サポートします。ぜひ
気軽にお越しください（要電話予約）。
※個人情報は目的以外に利用すること
はありません。
■時毎週昌午後１時～４時（相談時間は
１人につき１時間程度）

■場青少年の家
■対市内在住・在学で義務教育を修了し
た１５歳～概ね４０歳の人、その保護者
■申午前８時３０分～午後５時１５分（休館
日を除く）に電話で青少年愛護セン
ター（青少年の家内／緯〈７６〉３４３２）へ

悩みを抱える若者を支援し
ます

障害者手帳所持者がいる世
帯のＮＨＫ受信料免除制度
障害者手帳（身体障害者手帳、療育
手帳、精神障害者保健福祉手帳）所持
者がいる世帯で、次の免除基準を満た
す場合は、手続きによりＮＨＫ受信料
が全額又は半額が免除されます。
■内■対全額免除獅障害者手帳の所持者が
世帯におり、世帯全員が市民税非課
税
半額免除獅世帯主がＮＨＫ契約者で
あり、かつ世帯主が次の①②のいず
れかに該当する世帯 ①視覚障害者
又は聴覚障害者 ②身体障害１・２
級、療育Ａ判定、精神障害１級のう
ちいずれかの障害者手帳所持者

■他継続してNHK受信料の全額免除を
受ける場合は、毎年確定申告が必要
です。また、手続き後に免除基準を
満たさなくなった場合は、ＮＨＫふ
れあいセンター受信料ナビダイヤル
（緯０５７０〈０７７〉０７７）へ連絡が必要です
■申捷～晶午前８時３０分～午後５時１５分
（抄を除く）に、障害者手帳所持者か
その家族が障害者手帳と印鑑を持っ
て障害福祉課（緯〈７１〉２２２５）へ

家屋の取り壊しの連絡、現
地調査にご協力を
■内家屋獅平成３０年中に家屋を取り壊し
た人・取り壊しが決まっている人は
来年度の固定資産税等の対象から除
く必要があるため、資産税課に連絡
してください。現地確認に伺います
土地獅来年度の固定資産税等課税の
ため、資産税課の職員が１２月まで随
時土地の現地調査を行います

■問資産税課家屋係（緯〈７１〉２２１５）、同土
地係（緯〈７１〉２２５６）

■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１２月５日昌午後２時～４時
■内精神科医師による相談
■申同保健所健康支援課（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（１２月１８日・
２５日を除く）
※エイズ検査は世界エイズデーに合
わせて１２月１日松午前９時～１１時に
も実施。また、夜間エイズ検査は３
日捷午後６時～７時に実施。
■申■問骨髄バンクドナー登録は事前に同
保健所生活環境安全課（緯〈２１〉４７９７）
へ
検便・井戸水検査等（有料）
■問同保健所試験検査課（緯〈２１〉９３５３）

衣浦東部保健所の相談・検査

安城七夕まつ
りの竹飾りに使
用した竹を用い
て竹炭作りを体
験します。体験
後は作った竹炭を使ったバーベキュー
を楽しめます。
■時１２月２日掌午前１０時～午後１時
■場木戸町平地（平地窯）
※詳細は参加者に別途案内します。
■対市内在住の３歳以上の子と保護者
■定３０人（先着順）
■￥１人５００円
■持汚れてもいい服装、軍手、マスク、
帽子、長靴、お椀、箸、飲料
■申１１月１９日捷～２１日昌に、住所・氏名・
生年月日・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NPO法人エコネットあんじょう事
務局（☎〈５５〉１３１５）、市環境都市推進
課（☎〈７１〉２２０６）
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■問保健センター（緯〈７６〉１１３３）
高齢者肺炎球菌予防接種の任意接種費
用の助成を終了します
２０１９年３月３１日をもって、高齢者肺
炎球菌予防接種の任意接種費用の助成
を終了します。助成を希望する人は、
早めに申請し、２０１９年３月３１日までに
助成券を利用してください。
■内助成額獅３０００円
■対６５歳以上の人で、これまでに高齢者
肺炎球菌予防接種に対する市の助成
を利用したことがない人
※下記の定期接種対象者に該当し、
今年度接種券が送られてきた人は除
く。
■申保健センターで申請し、申請後交付
された助成券を実施医療機関に持参
して予防接種を受けてください
高齢者肺炎球菌予防接種の定期接種対
象者を変更します
６５歳以上の人の接種機会確保のため
の経過措置終了に伴い、２０１９年度から
対象者が下記のとおり変わります。
■内変更前（２０１８年度まで）施６５歳・７０歳・
７５歳・８０歳・８５歳・９０歳・９５歳・
１００歳になる人 変更後（２０１９年度か
ら）施６５歳になる人
※心臓・じん臓・呼吸器の機能又は
ヒト免疫不全ウイルス（HIV）による
免疫機能の障害（身体障害者手帳１
級）を有する６０歳以上６５歳未満の人
で、定期接種を受けていない人は、
引き続き定期接種対象者です。

■他該当者には、毎年４月初旬に予防接
種予診票兼接種券を送付しています

臥 広報あんじょう 2018.11.15

■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

市内各福祉センターの夜間管理人を
募集します。
■内職務内容獅施設利用受付、閉館時施
錠、その他施設管理等 雇用期間獅

３月１５日から（更新の場合有） 勤務
日獅昇～掌の間でローテーション勤
務（抄勤務有。１カ月あたり約８日
間） 勤務時間諮昇～松獅午後５時
～９時３０分 掌抄獅午前８時３０分～
午後５時３０分 振替承獅午前８時３０
分～午後５時３０分又は午後５時～９
時３０分（各時間区分をローテーショ
ンする勤務で週２０時間未満。勤務場
所によって若干の時間の違い有）
勤務場所獅市内各福祉センター 賃
金獅時給９００円、通勤割増１日２００円
選考獅面接（１２月１９日昌）

■対昭和２４年４月２日以降に生まれた人
で普通自動車免許所持者
■定８人
■申１１月２０日昇～１２月１１日昇午前９時～
午後５時（掌捷抄を除く）に、臨時職
員採用申込書を持ち市社会福祉協議
会総務課（社会福祉会館内）へ
※申込書は社会福祉会館・市社会福
祉協議会HPで配布。

■問市社会福祉協議会総務課（緯〈７７〉２９
４１）

市社会福祉協議会臨時職員

安城市HP「総合メニュー」ページに掲載する、バナー広告を取り扱う
広告代理店を募集します。
■内広告掲載期間施２０１９年４月～２０２０年３月 広告枠施２０枠
掲載料最低提示額施２４０万円（消費税等別）
※広告掲載期間中に消費税法等の改正があった場合は、変更後の消費
税率を適用します。
■対県内に本・支店があり、市税・使用料の滞納がない等
■定１者（応募者多数の場合は、提示額の最も高い者を選定）
■申１１月１９日捷～１２月７日晶午前８時３０分～午後５時１５分（松掌抄を除く）
に、申込書・会社案内を持参か郵送（必着）で秘書課広報広聴係（〒４４６
－８５０１住所不要）へ
※申込書・募集要項等は、同係・市HPで配布。
■問秘書課広報広聴係（緯〈７１〉２２０２）

投票の場に実際
に立ち会うことで、
選挙や政治につい
ての理解を深めて
みませんか。若い
世代の人を対象に、
期日前投票所での
投票立会人を募集します。
■内職務内容施投票人が不正なく、正し
く投票を行っているかを確認 立会
日施各種選挙の告示日又は公示日の
翌日から選挙期日の前日まで（期間
中一部日程の立会も可） 立会時間
諮前半施午前８時１５分～午後２時１５
分 後半施午後２時１５分～８時１５分
（いずれも休憩時間を含む。終日の
立会も可） 立会場所施市役所、北
部・桜井・明祥支所 報酬諮前半又
は後半のみ施７８５０円 終日施１万５７
００円
※交通費・食事代は個人負担です。
■対申込日時点で本市の選挙人名簿に登
録されている１８歳以上３０歳未満の人
※特定の候補者の政治活動、選挙運
動を行っている人は申込不可。
※高校生可。ただし在学校に確認し
たうえで申し込んでください。

■他応募者は投票立会人登録台帳に登録
します。その後、選挙の執行に合わ
せて都合を確認し、他の登録者と調
整して立会日を決定のうえ、就任依
頼をします（依頼できない場合も有）

■申捷～晶午前８時３０分～午後５時１５分
（抄を除く）に安城市投票立会人登録
申込書を持って市選挙管理委員会事
務局（行政課内）へ
※申込書は同事務局、市HPで配布。
※郵送・Eメールでの申込不可。
■問市選挙管理委員会事務局（緯〈７１〉２２０８）

期日前投票所投票立会人

本市についての最新の統計を網羅し
ており、市勢をいろいろな面から把握
できます。１２月３日捷から経営管理課
で販売を開始します。
■内規格獅A４版 価格獅１冊２００円
■問経営管理課（緯〈７１〉２２０５）

２０１８年版安城の統計を販売

高齢者肺炎球菌予防接種の
費用助成と対象者について
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