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ペーパークイリング講座
■時１月９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１２月２６日昌

写真講座「ふわふわテーブルフォト」
■時１月９日昌・３０日昌午前１０時～正
午（全２回）
■講岡本由樹子氏
■定１５人（先着順）
■￥２３００円（２回目はコーヒー付き）
■持カメラ
■申申込期限獅１月２日昌

押し花講座
■時１月１０日昭・２４日昭、２月７日昭・
２１日昭、３月７日昭・１４日昭午前
１０時～正午（全６回）
■内押し花の作り方を学び、押し花を
使った額物作りに挑戦します
■講長谷川はる子氏（ふしぎな花倶楽
部押し花インストラクター）

■定２０人（先着順）
■￥６０００円（材料費別途）
■申申込期限獅１２月２６日昌

JB'Sダンス講座
おじさん・おじいさん・おばさん・
おばあさんのためのヒップホップ＆
ソウルダンス講座。ダンスの振付を
毎回少しずつ練習します。
講座修了後は、デンパークのステ
ージに立ってダンサーデビューしま
しょう！
■時１月１０日昭・２４日昭、２月１４日昭・
２８日昭、３月１４日昭・２８日昭午前
１０時～１１時３０分（全６回）
■講 MARI氏（国際パルスリズムトレ
ーナー）

■定２０人（先着順）
■￥１２０００円
■申申込期限獅１月３日昭

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１２月５日昌～各申込期限の午前９時３０分～午後５時（休園日を除く）に、直
接か電話で、デンパーククラブハウス（緯〈９２〉７１１２）へ

フラワーアレンジメント講座
■時１月１０日昭・２４日昭、２月７日昭・
２１日昭、３月７日昭・１４日昭午後
１時３０分～３時３０分（全６回）
■内季節やテーマに沿ったアレンジを
学びます
■講山口秋子氏（日本フラワーデザイ
ナー協会講師）
■定２０人（先着順）
■￥６０００円（材料費別途、１回２０００円）
■申申込期限獅１２月２６日昌

世界のチーズを楽しもう！
ヨーロッパを中心に各国のチーズ
を味わいながら、チーズの魅力に迫
ります。
■時１月１０日昭、２月１４日昭、３月１４
日昭午前１０時３０分～正午（全３回）
■講加藤純子氏（CPA認定チーズプロ
フェッショナル、JSA認定ワイン
エキスパート）
■定２０人（先着順）
■￥６０００円（材料費別途、１回１０００円
～１５００円）
■申申込期限獅１２月２６日昌

寄せ植え講座「苔玉作り」
■時１月１１日晶午前１０時～正午
■内土作り、可愛い苔玉作り
■講野正美保子氏
■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１２月１９日昌

フォトマスターEXによる写真講座
■時１月１１日晶・２５日晶午前１０時～正
午（全２回）
■内明暗のバランス
■講鶴田郁夫氏（フォトマスターEX）
■定２０人（先着順）
■￥２３００円
■申申込期限獅１月４日晶

粗大ごみの中から、再利用可能な家
具等を補修・再生し、入札販売します。
■時１２月９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 ▼

■場総合福祉センター
■申１２月４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

お正月フラワーアレンジメント講座
フラワーアレンジメントを通じて、
楽しみながら手先を使い介護予防を始
めませんか。
■時１２月２１日晶午前１０時～１１時３０分
■講成瀬のり子氏
■対市内在住・在勤の４０歳～６４歳
■定１２人（先着順）
■￥１５００円（材料費込）
５０歳から始める介護予防
■時陰１月８日昇午後１時３０分～３時
隠２月１２日昇午前１０時～１１時３０分
韻３月２９日晶午前１０時～１１時３０分
（全３回）
■内陰自分でできるストレッチ＆ヨガ
隠いつまでも自分で歩くことができ
るための簡単筋トレ 韻後ろ美人に
なろう～ストレッチ＆ヨガ～
■講愛知県健康づくりリーダー
■対市内在住・在勤の５０歳～７４歳で全て
の回に参加できる女性
■定１５人（先着順）
初めてのヨガ講座
初めての人を対象としたヨガ講座です。
ヨガを通して介護予防を始めませんか。
■時１月８日昇・２２日昇、２月５日昇・
１９日昇、３月５日昇・１９日昇午前１０
時～１１時３０分（全６回）

■講山本裕子氏（ヨガインストラクター）
やす こ

■対市内在住・在勤の４０歳～６４歳で全て
の回に参加できる人
■定各１５人（先着順）
■持飲料、ヨガマット又はバスタオル

介護予防講座 ▼

■時１２月１７日捷午後２時
■場市役所本庁舎
■他安城市長選挙の投票日は、２月３日
掌（愛知県知事選挙と同日）です
■問市選挙管理委員会（行政課内／緯〈７１〉
２２０８）

安城市長選挙立候補予定者
説明会

▼
▼安城農林高等学校美術部、安城高等

学校美術部・写真部、さくら学園ファ
ッション科の生徒が作った作品８６点を
展示しています。ぜひご覧ください。
■時２月１１日抄まで（休館日を除く）
■場■問青少年の家（緯〈７６〉３４３２）

高校生作品展 ▼
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地域団体・サークル展示会、親子工
作教室、その他各種講座等、子どもか
ら大人まで楽しめる催しを用意してい
ます。詳細は安祥閣HP（下記QRコード
からアクセスできます）をご覧ください。
■時１２月８日松・９日掌午前１０時～午後
５時（９日は午後３時まで）

■他教室・講座の参加費は１
講座５００円。講座によっ
ては当日先着順の場合有

■場■問安祥閣（緯〈７４〉３３３３）

安祥閣祭り ▼
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市では高齢者の社会参加を促進する
ため、シルバー人材センターの事業を
支援しています。
■場シルバー人材センター（百石町）
■問市高齢福祉課（緯〈７１〉２２２３）、シルバ
ー人材センター（緯〈７６〉１４１５）
せん定講習会
■時１月１８日晶午前９時～正午
■対市内在住の６０歳以上
■定１０人（先着順）
■持刈込みバサミ、軍手、タオル
■申１２月１０日捷からの午前９時～午後５
時（松掌承を除く）に、電話でシルバ
ー人材センター（緯〈７６〉１４１５）へ

入会説明会
新会員を募集中です。会員になって
生涯現役を目指しましょう。
■時毎月第２昌午前１０時から１時間程度
※申込不要。

シルバー人材センターの講座

■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１２月５日昌午前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１２月１５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■申知立消防署救急係（緯〈８１〉４１４４）
普通救命講習Ⅰ
■時１２月１６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■申碧南消防署救急係（緯〈４１〉２６２５）
普及員講習再教育
■時１２月２３日抄午前９時～正午
■内応急手当普及員有資格者が前回の講
習受講日から３年以内に再受講する
講習
■場■申刈谷消防署救急係（緯〈２３〉１２９９）

救命講習会 ▼

■場アンフォーレ
エントランスライブ
■時１２月８日松午後６時１５分～７時３０分
■内１２月は「X’masNight」をテーマに、
今年９月に発足した安城市交響楽団
のトレーナーによるヴァイオリンデ
ュオと、市内在住の混声コーラスユ
ニットが登場。エントランスを飾る
大きなツリーのもと、クリスマスソ
ングを奏でます
■問安城プロモーションズ（アンフォー
レ総合案内／緯〈７６〉１４００）
クリスマスおはなし会
図書情報館スタッフによる、クリス
マス絵本の読み聞かせやマジックショ
ーのほか、ギターの生演奏でクリスマ
スのうたをみんなで歌います。楽しい
ひと時を一緒に過ごしましょう。
■時１２月２２日松午前１０時３０分～１１時１５分
■対３～６歳の未就学児
■定１０人（先着順）
■他保護者の同伴が必要です
■申１２月８日松からの午前９時～午後８
時（昇を除く。松掌は午後６時まで。
１２月１０日捷・１２日昌～１４日晶は午後
５時まで）に、電話でアンフォーレ
課（緯〈７６〉６１１１）へ

アンフォーレの催し ▼

■場■問デンパーク（緯〈９２〉７１１１）
■￥入園料
ALOHA！HULA而TAHITI
■時１２月２日掌午後１時～６時
■内素敵なフラのステージを開催します
写真展「わたしたちのデンパーク２０１８」
■時１２月５日昌～１７日捷

■内四季を通じ、デンパークで撮影した
写真約１２０点を展示します

デンパークの催し ▼

■時１２月２３日抄午前９時３０分～午後３時３０分
■場青少年の家
■内クリスマスを楽しくする小物作り

■講フォレストくらぶ
■対小学生～中学生（小学３年生以下は
保護者同伴）
■定各２０人（先着順）
■￥各２００円
■申１２月４日昇～１５日松午前９時～午後
５時１５分（１０日捷を除く）に電話又は、
講座番号（韻は時間も）・講座名・氏
名・学年・電話番号をファクスで青
少年の家ボランティア活動支援セン
ター（緯〈７７〉５５３５／胃〈７６〉１１３１）へ

午前９時３０分～
１０時３０分陰お菓子の家作り

午前１１時～正午隠ミニハーバリウム
作り

午後１時～２時、
２時３０分～３時
３０分

韻UVレジン・スト
ラップ作り

青少年の家クリスマス講座

■場■問スポーツセンター（緯〈７５〉３５４５）
■申１２月６日昭～各申込期限の午前９時
～午後８時（休館日を除く）に、直接
か電話で同センターへ
新年タイム測定会
■時１月６日掌午後１時～３時
■対２５ｍ以上泳ぐことができる人
※小学３年生以下は保護者同伴。保
護者１人につき２人まで参加可。

■定５０人（先着順）
■￥施設使用料
■持水着、水泳帽子、ゴーグル
■他２５ｍ・５０ｍ・１００ｍのうち、２種目
まで申込可
■申申込期限獅１月５日松

アクアビクス＆水中ウォーキング教室
■時１月１０日～３月１４日の毎週昭午後１
時～２時（２月７日・１４日を除く。
全８回）
■対市内在住・在勤の１８歳以上
■定３０人（先着順、市内在住者優先）
■￥３５００円（施設使用料込）
■持水着、水泳帽子
■申申込期限獅１２月２４日承

水中ウォーキング（中高年向け）
■時１月１５日昇・２２日昇・２９日昇午後１
時～２時（全３回）
■対市内在住・在勤者
■定１０人（先着順）
■￥施設使用料
■持水着、水泳帽子
■申申込期限獅１月１４日抄

スポーツセンタープールの
催し・講座

▼
▼
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ペーパークイリング講座
■時１月９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１２月２６日昌

写真講座「ふわふわテーブルフォト」
■時１月９日昌・３０日昌午前１０時～正
午（全２回）
■講岡本由樹子氏
■定１５人（先着順）
■￥２３００円（２回目はコーヒー付き）
■持カメラ
■申申込期限獅１月２日昌

押し花講座
■時１月１０日昭・２４日昭、２月７日昭・
２１日昭、３月７日昭・１４日昭午前
１０時～正午（全６回）
■内押し花の作り方を学び、押し花を
使った額物作りに挑戦します
■講長谷川はる子氏（ふしぎな花倶楽
部押し花インストラクター）

■定２０人（先着順）
■￥６０００円（材料費別途）
■申申込期限獅１２月２６日昌

JB'Sダンス講座
おじさん・おじいさん・おばさん・
おばあさんのためのヒップホップ＆
ソウルダンス講座。ダンスの振付を
毎回少しずつ練習します。
講座修了後は、デンパークのステ
ージに立ってダンサーデビューしま
しょう！
■時１月１０日昭・２４日昭、２月１４日昭・
２８日昭、３月１４日昭・２８日昭午前
１０時～１１時３０分（全６回）
■講 MARI氏（国際パルスリズムトレ
ーナー）

■定２０人（先着順）
■￥１２０００円
■申申込期限獅１月３日昭

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１２月５日昌～各申込期限の午前９時３０分～午後５時（休園日を除く）に、直
接か電話で、デンパーククラブハウス（緯〈９２〉７１１２）へ

フラワーアレンジメント講座
■時１月１０日昭・２４日昭、２月７日昭・
２１日昭、３月７日昭・１４日昭午後
１時３０分～３時３０分（全６回）
■内季節やテーマに沿ったアレンジを
学びます
■講山口秋子氏（日本フラワーデザイ
ナー協会講師）
■定２０人（先着順）
■￥６０００円（材料費別途、１回２０００円）
■申申込期限獅１２月２６日昌

世界のチーズを楽しもう！
ヨーロッパを中心に各国のチーズ
を味わいながら、チーズの魅力に迫
ります。
■時１月１０日昭、２月１４日昭、３月１４
日昭午前１０時３０分～正午（全３回）
■講加藤純子氏（CPA認定チーズプロ
フェッショナル、JSA認定ワイン
エキスパート）
■定２０人（先着順）
■￥６０００円（材料費別途、１回１０００円
～１５００円）
■申申込期限獅１２月２６日昌

寄せ植え講座「苔玉作り」
■時１月１１日晶午前１０時～正午
■内土作り、可愛い苔玉作り
■講野正美保子氏
■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１２月１９日昌

フォトマスターEXによる写真講座
■時１月１１日晶・２５日晶午前１０時～正
午（全２回）
■内明暗のバランス
■講鶴田郁夫氏（フォトマスターEX）
■定２０人（先着順）
■￥２３００円
■申申込期限獅１月４日晶

粗大ごみの中から、再利用可能な家
具等を補修・再生し、入札販売します。
■時１２月９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 ▼

■場総合福祉センター
■申１２月４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

お正月フラワーアレンジメント講座
フラワーアレンジメントを通じて、
楽しみながら手先を使い介護予防を始
めませんか。
■時１２月２１日晶午前１０時～１１時３０分
■講成瀬のり子氏
■対市内在住・在勤の４０歳～６４歳
■定１２人（先着順）
■￥１５００円（材料費込）
５０歳から始める介護予防
■時陰１月８日昇午後１時３０分～３時
隠２月１２日昇午前１０時～１１時３０分
韻３月２９日晶午前１０時～１１時３０分
（全３回）
■内陰自分でできるストレッチ＆ヨガ
隠いつまでも自分で歩くことができ
るための簡単筋トレ 韻後ろ美人に
なろう～ストレッチ＆ヨガ～
■講愛知県健康づくりリーダー
■対市内在住・在勤の５０歳～７４歳で全て
の回に参加できる女性
■定１５人（先着順）
初めてのヨガ講座
初めての人を対象としたヨガ講座です。
ヨガを通して介護予防を始めませんか。
■時１月８日昇・２２日昇、２月５日昇・
１９日昇、３月５日昇・１９日昇午前１０
時～１１時３０分（全６回）

■講山本裕子氏（ヨガインストラクター）
やす こ

■対市内在住・在勤の４０歳～６４歳で全て
の回に参加できる人
■定各１５人（先着順）
■持飲料、ヨガマット又はバスタオル

介護予防講座 ▼

■時１２月１７日捷午後２時
■場市役所本庁舎
■他安城市長選挙の投票日は、２月３日
掌（愛知県知事選挙と同日）です
■問市選挙管理委員会（行政課内／緯〈７１〉
２２０８）

安城市長選挙立候補予定者
説明会

▼
▼安城農林高等学校美術部、安城高等

学校美術部・写真部、さくら学園ファ
ッション科の生徒が作った作品８６点を
展示しています。ぜひご覧ください。
■時２月１１日抄まで（休館日を除く）
■場■問青少年の家（緯〈７６〉３４３２）

高校生作品展 ▼
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地域団体・サークル展示会、親子工
作教室、その他各種講座等、子どもか
ら大人まで楽しめる催しを用意してい
ます。詳細は安祥閣HP（下記QRコード
からアクセスできます）をご覧ください。
■時１２月８日松・９日掌午前１０時～午後
５時（９日は午後３時まで）

■他教室・講座の参加費は１
講座５００円。講座によっ
ては当日先着順の場合有

■場■問安祥閣（緯〈７４〉３３３３）

安祥閣祭り ▼

蛾 広報あんじょう 2018.12.1

市では高齢者の社会参加を促進する
ため、シルバー人材センターの事業を
支援しています。
■場シルバー人材センター（百石町）
■問市高齢福祉課（緯〈７１〉２２２３）、シルバ
ー人材センター（緯〈７６〉１４１５）
せん定講習会
■時１月１８日晶午前９時～正午
■対市内在住の６０歳以上
■定１０人（先着順）
■持刈込みバサミ、軍手、タオル
■申１２月１０日捷からの午前９時～午後５
時（松掌承を除く）に、電話でシルバ
ー人材センター（緯〈７６〉１４１５）へ

入会説明会
新会員を募集中です。会員になって
生涯現役を目指しましょう。
■時毎月第２昌午前１０時から１時間程度
※申込不要。

シルバー人材センターの講座

■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１２月５日昌午前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１２月１５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■申知立消防署救急係（緯〈８１〉４１４４）
普通救命講習Ⅰ
■時１２月１６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■申碧南消防署救急係（緯〈４１〉２６２５）
普及員講習再教育
■時１２月２３日抄午前９時～正午
■内応急手当普及員有資格者が前回の講
習受講日から３年以内に再受講する
講習
■場■申刈谷消防署救急係（緯〈２３〉１２９９）

救命講習会 ▼

■場アンフォーレ
エントランスライブ
■時１２月８日松午後６時１５分～７時３０分
■内１２月は「X’masNight」をテーマに、
今年９月に発足した安城市交響楽団
のトレーナーによるヴァイオリンデ
ュオと、市内在住の混声コーラスユ
ニットが登場。エントランスを飾る
大きなツリーのもと、クリスマスソ
ングを奏でます
■問安城プロモーションズ（アンフォー
レ総合案内／緯〈７６〉１４００）
クリスマスおはなし会
図書情報館スタッフによる、クリス
マス絵本の読み聞かせやマジックショ
ーのほか、ギターの生演奏でクリスマ
スのうたをみんなで歌います。楽しい
ひと時を一緒に過ごしましょう。
■時１２月２２日松午前１０時３０分～１１時１５分
■対３～６歳の未就学児
■定１０人（先着順）
■他保護者の同伴が必要です
■申１２月８日松からの午前９時～午後８
時（昇を除く。松掌は午後６時まで。
１２月１０日捷・１２日昌～１４日晶は午後
５時まで）に、電話でアンフォーレ
課（緯〈７６〉６１１１）へ

アンフォーレの催し ▼

■場■問デンパーク（緯〈９２〉７１１１）
■￥入園料
ALOHA！HULA而TAHITI
■時１２月２日掌午後１時～６時
■内素敵なフラのステージを開催します
写真展「わたしたちのデンパーク２０１８」
■時１２月５日昌～１７日捷

■内四季を通じ、デンパークで撮影した
写真約１２０点を展示します

デンパークの催し ▼

■時１２月２３日抄午前９時３０分～午後３時３０分
■場青少年の家
■内クリスマスを楽しくする小物作り

■講フォレストくらぶ
■対小学生～中学生（小学３年生以下は
保護者同伴）
■定各２０人（先着順）
■￥各２００円
■申１２月４日昇～１５日松午前９時～午後
５時１５分（１０日捷を除く）に電話又は、
講座番号（韻は時間も）・講座名・氏
名・学年・電話番号をファクスで青
少年の家ボランティア活動支援セン
ター（緯〈７７〉５５３５／胃〈７６〉１１３１）へ

午前９時３０分～
１０時３０分陰お菓子の家作り

午前１１時～正午隠ミニハーバリウム
作り

午後１時～２時、
２時３０分～３時
３０分

韻UVレジン・スト
ラップ作り

青少年の家クリスマス講座

■場■問スポーツセンター（緯〈７５〉３５４５）
■申１２月６日昭～各申込期限の午前９時
～午後８時（休館日を除く）に、直接
か電話で同センターへ
新年タイム測定会
■時１月６日掌午後１時～３時
■対２５ｍ以上泳ぐことができる人
※小学３年生以下は保護者同伴。保
護者１人につき２人まで参加可。

■定５０人（先着順）
■￥施設使用料
■持水着、水泳帽子、ゴーグル
■他２５ｍ・５０ｍ・１００ｍのうち、２種目
まで申込可
■申申込期限獅１月５日松

アクアビクス＆水中ウォーキング教室
■時１月１０日～３月１４日の毎週昭午後１
時～２時（２月７日・１４日を除く。
全８回）
■対市内在住・在勤の１８歳以上
■定３０人（先着順、市内在住者優先）
■￥３５００円（施設使用料込）
■持水着、水泳帽子
■申申込期限獅１２月２４日承

水中ウォーキング（中高年向け）
■時１月１５日昇・２２日昇・２９日昇午後１
時～２時（全３回）
■対市内在住・在勤者
■定１０人（先着順）
■￥施設使用料
■持水着、水泳帽子
■申申込期限獅１月１４日抄

スポーツセンタープールの
催し・講座

▼
▼
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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。

■場■問歴史博物館（緯〈７７〉６６５５）
謎解きクイズ「柳助の足跡をたどる・
幕府歩兵隊サバイバル」
特別展「幕府崩壊～維新を生きた地

方の証言者たち～」にちなんだ謎解き
クイズラリー。安城村の農民柳

りゅう

助とと
すけ

もに徳川幕府側の兵隊となり、全国で
繰り広げられる戦い（クイズ）に挑戦し
よう。
■時１月１４日抄までの午前９時～午後５
時（休館日を除く）

■￥１００円（キット代。別途、特別展観覧
料（中学生以下は無料）が必要）

■対小学生以上（グループでの参加も可）
■他全問正解者には粗品を進呈
博物館ボランティアによる常設展示ガ
イド
■時１２月８日松・２２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１２月８日松午後２時
■内演題施「豊臣秀次と尾張・三河」
■講播磨良紀氏（歴史文化学科教授）
クリスマスゴスペルコンサート
クリスマスソングをメインに、ゴス
ペルソングの名曲の数々を歌い上げま
す。楽しいひとときをお過ごし下さい。
■時■場１２月２２日松 午前１０時施市民ギャ
ラリー 午後１時施歴史博物館

■内出演施ゴスペルクワイヤー安城

歴史博物館の催し ▼

来年６月２日掌に
愛知県森林公園（尾
張旭市・名古屋市守
山区）をメイン会場
として開催される
「第７０回全国植樹祭
あいち２０１９～木に託
す もり・まち・人の あす・未来～」
の記念事業として、全国植樹祭のシン
ボルである「木製地球儀」を展示します。
■時１２月５日昌～９日掌午前９時～午後
９時（５日は午前１０時から、９日は
午後３時まで）
■場アンフォーレ
■問県森林保全課（緯０５２〈９５４〉６６１８）、市
公園緑地課（緯〈７１〉２２４４）

第７０回全国植樹祭記念事業
「木製地球儀」リレー展示

▼
▼

パソコンとレーザー加工機を使って、
クリスマスカードや年賀状に使えるオ
リジナルスタンプをつくろう！
■時１２月２３日抄午後２時～４時
■講メイカーズ・ラボとよはし職員
■対マウス操作ができる市内在住の小学
３年生以上の子と保護者
■定１０組（定員を超えた場合は抽選）
■￥１００円
■持USBメモリ（作成したスタンプのデ
ータが欲しい人）
■申１２月１日松～１３日昭に市HPから申
し込んでください
※右記ＱＲコードからも
アクセスできます。
■場■問文化センター（緯〈７６〉１５１５）

専用のオイルに花を浸して作るハー
バリウム。花材や色を選ぶだけでもワ
クワク。幻想的にキラキラ輝くハーバ
リウムを作ってみませんか。
■時１２月８日松午後１時３０分～３時３０分
■場勤労福祉会館
■講横井朱未氏

あけ み

■定３０人（先着順）
■￥２５００円（材料費
込）
■持割り箸、新聞紙、
はさみ、ピンセット、エプロン、持
ち帰り用袋
■他受講料に５０円を追加すると、キャッ
プのグレードアップができます
■申１２月３日捷～６日昭午前９時～午後
９時に電話で勤労福祉会館（緯〈７６〉
２９０２）へ

ハーバリウム体験教室 ▼

陰松ぼっくりのミニクリスマスツリ
ーを作ろう！
■時１２月８日松・９日掌・１５日松・１６
日掌午前１０時～午後３時
※雨天中止。

■対小学生以下
■定各５０人（当日先着順）
隠冬休みのお得な回数券販売
■時１２月１５日松～２７日昭午前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

韻利用者還元抽選会
■時１２月２２日松～２４日承午前９時～午
後３時

■内各日の指定遊具に乗った人に抽選
で有料遊具利用券を進呈 指定遊
具諮２２日施メルヘン号 ２３日獅観
覧車 ２４日獅メリーゴーランド

■対４歳以上（未就学児は１８歳以上の
保護者同伴）
■定各１００人（当日先着順）
吋クリスマスビンゴ大会
■時１２月２２日松～２４日承午後２時３０分
※雨天中止。
※開始１０分前に参加する本人にビ
ンゴカードを配布。

■内ビンゴになった人にお菓子を進呈
■対小学生以下
■定各１００人（当日先着順）

１２月２２日松～２４日承の３日間、「ほりうちこうえん☆クリスマスフェア」を
開催！期間中韻～右のイベントを楽しめます。
■問堀内公園（緯〈９９〉５９４７）

右作ってみよう！「オリジナル三角
ぼうし」
画用紙で簡単なぼうしを作ります。
■時１２月２２日松～２４日承午前１０時～午
後３時
※雨天中止。
■対小学生以下
■定各５０人（当日先着順）
宇ノルディックウォーキング＆棒び
くす体験会
■時１月１２日松・２８日捷諮①ノルディ
ックウォーキング獅午前９時３０分
～１０時３０分 ②棒びくす獅午前１１
時～正午
■内①獅ポールの使い方、歩き方 ②
獅肩こり腰痛予防体操
■対小学生以上
■定①施各４０人 ②施各２０人
※いずれも先着順。両方参加可。
■￥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１２月６日昭から各開催日前日まで
の午前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

レーザー加工機でオリジナル
スタンプをつくろう！
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陰～韻共通事項
■場環境学習センターエコきち
■申１２月６日昭～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（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。

陰大福もちをつくろう
■時１２月１６日掌午前１０時～１１時３０分
■内自然農法で作った小豆で大福もちを

あずき

作ります
■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、ふきん、三角巾、マスク、
持ち帰り用容器

隠クリスマスケーキをつくろう
■時１２月２２日松午前１０時～１１時３０分
■内親子でクリスマスケーキを作ります
■講杉浦ひろ子氏
■対４歳以上の子
と保護者
■定５組（先着順）
■￥１組５００円
■持エプロン、ふ
きん、三角巾、
マスク、持ち帰り用容器

韻門松づくり
■時１２月２５日昇午前９時３０分～正午
■内専門家の指導で１対（２個）の門松を
作ります
■講平野周一氏（一級造園技能士、造園
職業訓練指導員）
■対１８歳以上
■定１０人（先着順）
■￥２０００円（材料費
込）
■持軍手、はさみ、ペンチ、エプロン

エコきちへ行こう ▼

衣浦東部広域連合財政状況の公表
９月３０日現在の平成３０年度予算執行状況をお知らせします。

■問衣浦東部広域連合総務課（緯〈６３〉０１３３）

広域連合所有財産

２８５．９８釈土地
２０，２０４．４１釈建物

単位：千円■歳出
執行率（％）構成比（％）支出済額予算現額科目
３５．４０．０８２８２，３３６議会費
３２．７３．５７５，７５７２３２，００９総務費
４１．０９６．３２，０８７，２７４５，０９３，０４３消防費
１．７０．２３，６５５２０９，８９４公債費
０．００．００２０，０００予備費
３９．０１００．０２，１６７，５１４５，５５７，２８２計

広域連合債の現在高
（消防債）

単位：千円
構成比（％）現在高区分

９６．１５９９，４００広域
連合

０．００碧
南

市
別

２．３１４，１７０刈
谷

１．３７，８６７安
城

０．００知
立

０．３１，９１９高
浜

１００．０６２３，３５６計

平成３０年度一般会計予算執行状況
単位：千円■歳入
収入率（％）構成比（％）収入済額予算現額科目
４６．６９１．９２，４８２，１２４５，３２４，９８５分担金及

び負担金
８６．３０．５１３，４０８１５，５３８使用料及

び手数料
０．００．００１国庫支出金
９８．３０．０５７５８県支出金
１００．００．２６，７０７６，７０５財産収入
０．００．００１寄附金
１００．０７．２１９４，４８３１９４，４８３繰越金
２５．４０．２３，９４７１５，５１１諸収入
４８．６１００．０２，７００，７２６５，５５７，２８２計

石綿（アスベスト）による疾
病の補償・救済について

▼
▼

中皮腫や肺がん等を発症し、それが
労働者として石綿ばく露作業に従事し
ていたことが原因であると認められた
場合には、労災保険法に基づく各種の
労災保険給付や石綿救済法に基づく特
別遺族給付金が支給されます。
石綿による疾病は、石綿を吸ってか
ら非常に長い年月を経て発症すること
が大きな特徴です。本人が既に中皮腫
等で亡くなった場合でも、過去に石綿
業務に従事していた場合には、労災保
険給付等の支給対象となる可能性があ
りますので、愛知労働局労災補償課（緯

０５２〈８５５〉２１４７）又は、刈谷労働基準監
督署（緯〈２１〉４８８５）に相談してください。
※厚生労働省HPでも制度の案内をし
ています。
■問商工課（緯〈７１〉２２３５）

介護保険地域密着型サービ
ス事業者を決定

▼
▼

■問高齢福祉課（緯〈７１〉２２９０）
安城南中学校区
■内種別獅認知症対応型共同生活介護
（定員１８人の認知症高齢者グループ
ホーム） 設置運営者施叙大木屋
敷地面積施１４３７．９３釈 開設予定施

２０２０年２月
安城西中学校区
■内種別獅地域密着型特定施設入居者生
活介護（定員２９人の介護付き有料老
人ホーム） 設置運営者施叙日本介
護研究所 敷地面積施１３００釈 開設
予定施２０２０年３月

■時休日営業獅１２月１５日松、１月５日松

午前８時３０分～午後５時１５分
夜間営業獅１２月１８日昇、１月７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。また、市税に関する簡単な
問合せにも答えます

■問安城市税コールセンター（緯〈７１〉２２
８８）、納税課（緯〈７１〉２２１７）

安城市税コールセンター
休日・夜間営業日

▼
▼
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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。

■場■問歴史博物館（緯〈７７〉６６５５）
謎解きクイズ「柳助の足跡をたどる・
幕府歩兵隊サバイバル」
特別展「幕府崩壊～維新を生きた地

方の証言者たち～」にちなんだ謎解き
クイズラリー。安城村の農民柳

りゅう

助とと
すけ

もに徳川幕府側の兵隊となり、全国で
繰り広げられる戦い（クイズ）に挑戦し
よう。
■時１月１４日抄までの午前９時～午後５
時（休館日を除く）

■￥１００円（キット代。別途、特別展観覧
料（中学生以下は無料）が必要）

■対小学生以上（グループでの参加も可）
■他全問正解者には粗品を進呈
博物館ボランティアによる常設展示ガ
イド
■時１２月８日松・２２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１２月８日松午後２時
■内演題施「豊臣秀次と尾張・三河」
■講播磨良紀氏（歴史文化学科教授）
クリスマスゴスペルコンサート
クリスマスソングをメインに、ゴス
ペルソングの名曲の数々を歌い上げま
す。楽しいひとときをお過ごし下さい。
■時■場１２月２２日松 午前１０時施市民ギャ
ラリー 午後１時施歴史博物館

■内出演施ゴスペルクワイヤー安城

歴史博物館の催し ▼

来年６月２日掌に
愛知県森林公園（尾
張旭市・名古屋市守
山区）をメイン会場
として開催される
「第７０回全国植樹祭
あいち２０１９～木に託
す もり・まち・人の あす・未来～」
の記念事業として、全国植樹祭のシン
ボルである「木製地球儀」を展示します。
■時１２月５日昌～９日掌午前９時～午後
９時（５日は午前１０時から、９日は
午後３時まで）
■場アンフォーレ
■問県森林保全課（緯０５２〈９５４〉６６１８）、市
公園緑地課（緯〈７１〉２２４４）

第７０回全国植樹祭記念事業
「木製地球儀」リレー展示

▼
▼

パソコンとレーザー加工機を使って、
クリスマスカードや年賀状に使えるオ
リジナルスタンプをつくろう！
■時１２月２３日抄午後２時～４時
■講メイカーズ・ラボとよはし職員
■対マウス操作ができる市内在住の小学
３年生以上の子と保護者
■定１０組（定員を超えた場合は抽選）
■￥１００円
■持USBメモリ（作成したスタンプのデ
ータが欲しい人）
■申１２月１日松～１３日昭に市HPから申
し込んでください
※右記ＱＲコードからも
アクセスできます。
■場■問文化センター（緯〈７６〉１５１５）

専用のオイルに花を浸して作るハー
バリウム。花材や色を選ぶだけでもワ
クワク。幻想的にキラキラ輝くハーバ
リウムを作ってみませんか。
■時１２月８日松午後１時３０分～３時３０分
■場勤労福祉会館
■講横井朱未氏

あけ み

■定３０人（先着順）
■￥２５００円（材料費
込）
■持割り箸、新聞紙、
はさみ、ピンセット、エプロン、持
ち帰り用袋
■他受講料に５０円を追加すると、キャッ
プのグレードアップができます
■申１２月３日捷～６日昭午前９時～午後
９時に電話で勤労福祉会館（緯〈７６〉
２９０２）へ

ハーバリウム体験教室 ▼

陰松ぼっくりのミニクリスマスツリ
ーを作ろう！
■時１２月８日松・９日掌・１５日松・１６
日掌午前１０時～午後３時
※雨天中止。

■対小学生以下
■定各５０人（当日先着順）
隠冬休みのお得な回数券販売
■時１２月１５日松～２７日昭午前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

韻利用者還元抽選会
■時１２月２２日松～２４日承午前９時～午
後３時

■内各日の指定遊具に乗った人に抽選
で有料遊具利用券を進呈 指定遊
具諮２２日施メルヘン号 ２３日獅観
覧車 ２４日獅メリーゴーランド

■対４歳以上（未就学児は１８歳以上の
保護者同伴）
■定各１００人（当日先着順）
吋クリスマスビンゴ大会
■時１２月２２日松～２４日承午後２時３０分
※雨天中止。
※開始１０分前に参加する本人にビ
ンゴカードを配布。

■内ビンゴになった人にお菓子を進呈
■対小学生以下
■定各１００人（当日先着順）

１２月２２日松～２４日承の３日間、「ほりうちこうえん☆クリスマスフェア」を
開催！期間中韻～右のイベントを楽しめます。
■問堀内公園（緯〈９９〉５９４７）

右作ってみよう！「オリジナル三角
ぼうし」
画用紙で簡単なぼうしを作ります。
■時１２月２２日松～２４日承午前１０時～午
後３時
※雨天中止。
■対小学生以下
■定各５０人（当日先着順）
宇ノルディックウォーキング＆棒び
くす体験会
■時１月１２日松・２８日捷諮①ノルディ
ックウォーキング獅午前９時３０分
～１０時３０分 ②棒びくす獅午前１１
時～正午
■内①獅ポールの使い方、歩き方 ②
獅肩こり腰痛予防体操
■対小学生以上
■定①施各４０人 ②施各２０人
※いずれも先着順。両方参加可。
■￥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１２月６日昭から各開催日前日まで
の午前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

レーザー加工機でオリジナル
スタンプをつくろう！

情
報
ボ
ッ
ク
ス
は
左
側
か
ら
お
読
み
く
だ
さ
い

■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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陰～韻共通事項
■場環境学習センターエコきち
■申１２月６日昭～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（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。

陰大福もちをつくろう
■時１２月１６日掌午前１０時～１１時３０分
■内自然農法で作った小豆で大福もちを

あずき

作ります
■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、ふきん、三角巾、マスク、
持ち帰り用容器

隠クリスマスケーキをつくろう
■時１２月２２日松午前１０時～１１時３０分
■内親子でクリスマスケーキを作ります
■講杉浦ひろ子氏
■対４歳以上の子
と保護者
■定５組（先着順）
■￥１組５００円
■持エプロン、ふ
きん、三角巾、
マスク、持ち帰り用容器

韻門松づくり
■時１２月２５日昇午前９時３０分～正午
■内専門家の指導で１対（２個）の門松を
作ります
■講平野周一氏（一級造園技能士、造園
職業訓練指導員）
■対１８歳以上
■定１０人（先着順）
■￥２０００円（材料費
込）
■持軍手、はさみ、ペンチ、エプロン

エコきちへ行こう ▼

衣浦東部広域連合財政状況の公表
９月３０日現在の平成３０年度予算執行状況をお知らせします。

■問衣浦東部広域連合総務課（緯〈６３〉０１３３）

広域連合所有財産

２８５．９８釈土地
２０，２０４．４１釈建物

単位：千円■歳出
執行率（％）構成比（％）支出済額予算現額科目
３５．４０．０８２８２，３３６議会費
３２．７３．５７５，７５７２３２，００９総務費
４１．０９６．３２，０８７，２７４５，０９３，０４３消防費
１．７０．２３，６５５２０９，８９４公債費
０．００．００２０，０００予備費
３９．０１００．０２，１６７，５１４５，５５７，２８２計

広域連合債の現在高
（消防債）

単位：千円
構成比（％）現在高区分

９６．１５９９，４００広域
連合

０．００碧
南

市
別

２．３１４，１７０刈
谷

１．３７，８６７安
城

０．００知
立

０．３１，９１９高
浜

１００．０６２３，３５６計

平成３０年度一般会計予算執行状況
単位：千円■歳入
収入率（％）構成比（％）収入済額予算現額科目
４６．６９１．９２，４８２，１２４５，３２４，９８５分担金及

び負担金
８６．３０．５１３，４０８１５，５３８使用料及

び手数料
０．００．００１国庫支出金
９８．３０．０５７５８県支出金
１００．００．２６，７０７６，７０５財産収入
０．００．００１寄附金
１００．０７．２１９４，４８３１９４，４８３繰越金
２５．４０．２３，９４７１５，５１１諸収入
４８．６１００．０２，７００，７２６５，５５７，２８２計

石綿（アスベスト）による疾
病の補償・救済について

▼
▼

中皮腫や肺がん等を発症し、それが
労働者として石綿ばく露作業に従事し
ていたことが原因であると認められた
場合には、労災保険法に基づく各種の
労災保険給付や石綿救済法に基づく特
別遺族給付金が支給されます。
石綿による疾病は、石綿を吸ってか
ら非常に長い年月を経て発症すること
が大きな特徴です。本人が既に中皮腫
等で亡くなった場合でも、過去に石綿
業務に従事していた場合には、労災保
険給付等の支給対象となる可能性があ
りますので、愛知労働局労災補償課（緯

０５２〈８５５〉２１４７）又は、刈谷労働基準監
督署（緯〈２１〉４８８５）に相談してください。
※厚生労働省HPでも制度の案内をし
ています。
■問商工課（緯〈７１〉２２３５）

介護保険地域密着型サービ
ス事業者を決定

▼
▼

■問高齢福祉課（緯〈７１〉２２９０）
安城南中学校区
■内種別獅認知症対応型共同生活介護
（定員１８人の認知症高齢者グループ
ホーム） 設置運営者施叙大木屋
敷地面積施１４３７．９３釈 開設予定施

２０２０年２月
安城西中学校区
■内種別獅地域密着型特定施設入居者生
活介護（定員２９人の介護付き有料老
人ホーム） 設置運営者施叙日本介
護研究所 敷地面積施１３００釈 開設
予定施２０２０年３月

■時休日営業獅１２月１５日松、１月５日松

午前８時３０分～午後５時１５分
夜間営業獅１２月１８日昇、１月７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。また、市税に関する簡単な
問合せにも答えます

■問安城市税コールセンター（緯〈７１〉２２
８８）、納税課（緯〈７１〉２２１７）

安城市税コールセンター
休日・夜間営業日

▼
▼
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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。

第２２回こうた凧揚げまつり 幸
田

■時１月１３日掌午前９時～午後１時３０分
■場幸田町大字菱池地内

ひし いけ

■内小凧から畳１０畳を超える大凧まで、
全国から集まった約１５０の手作り凧
が新春の空を彩ります。屋台の出店
もありますので、ぜひ、ご家族でご
来場ください。写真コンテストも実
施します

■他JR幸田駅西口及び幸田町役場庁舎
前駐車場から会場まで無料シャトル
バスを運行します

■問こうた凧揚げまつり実行委員会事務
局（幸田町教育委員会生涯学習課内
／緯０５６４〈６２〉１１１１）

テレビやインターネットを利用して
授業を行う通信制の大学で、心理学・
福祉・経済・歴史・文学・情報・自然
科学等の幅広い分野を学ぶことができ
ます。大学を卒業したい人、学びを楽
しみたい人等、様々な目的で幅広い世
代の人が学んでいます。全国に学習セ
ンターが設置されており、サークル活
動等の学生の交流も行われています。
■申■問出願期間諮第１回獅２月２８日昭ま
で 第２回獅３月１７日掌まで
※出願方法等の詳細は放送大学愛知
学習センター（緯０５２〈８３１〉１７７１）へ問
い合わせてください。
※資料は同センター・同HPで配布。

平成３１年度第１学期放送大
学学生（４月入学）

▼
▼

■内募集科獅港湾荷役科 受講期間獅２０
１９年４月３日～２０２０年３月２４日 受
講場所獅ポリテクセンター名古屋港
（名古屋市港区） 募集期間施１２月１０
日捷～１月２３日昌 選考獅筆記試験、
面接（２月８日晶）

■対次のいずれにも該当する人
暫１９９４年４月１日以降生まれ
暫高等学校を卒業したもしくは高等
学校卒業同等以上の学歴を有する人
又は２０１９年３月に高等学校卒業見込
の人

■定１０人
■￥受講料施年額１１万５２００円（テキスト、
実習服、資格取得受験代等経費は別
途必要）

■他毎週晶午後１時４０分から説明会を開
催（希望日の２日前までに電話で予
約が必要）

■申上記募集期間に応募してください
※応募方法・必要書類等の詳細は同
センターに問い合わせてください。
■問ポリテクセンター名古屋港（緯０５２
〈３８１〉２７７５）

ポリテクセンター名古屋港
受講生

▼
▼

中小企業者の設備投資の促進及び経
営基盤の強化を図るため、市内に所在
する事業所において設備投資を行う場
合に、その費用の一部を補助します。
なお、本制度は今年度で終了します。
■内対象事業所獅市内で事業活動を行い、
市税を滞納していない事業者で、中
小企業基本法に規定される中小企業
者（個人事業主を含む。医療法人、
事業組合等は対象外）
対象経費施本市に固定資産税（償却
資産）の申告をした下表資産のうち、
平成３０年１月２日～平成３１年１月１
日に取得した財産（中古含む）の取得
価格

※１年内の対象経費の合計が１００万
円に満たない場合や、本市の他の補
助金の交付対象であるものを除く。
補助金額施対象経費の１００分の５（上
限１００万円）
■申固定資産税（償却資産）の申告後～３
月２９日晶の午前８時３０分～午後５時
１５分（松掌抄を除く）に、申請書と必
要書類を持って商工課へ
※申請書は市HPで配布。必要書類
は市HPを参照してください。
■問商工課（緯〈７１〉２２３５）

中小企業の設備投資に補助
金を交付

▼
▼

平成３１年３月３１日をもって勤労福祉
会館を閉館します。閉館後はアンフォ
ーレや文化センター、市民会館等、周
辺の公共施設を利用してください。
■問商工課（緯〈７１〉２２３５）

勤労福祉会館の閉館 ▼

内容種類
構築物・建物附属設備第１種
機械及び装置第２種
車両及び運搬具（自動車
税・軽自動車税の対象資
産は含まない）

第５種

工具・器具及び備品第６種

情
報
ボ
ッ
ク
ス
は
左
側
か
ら
お
読
み
く
だ
さ
い

■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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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.
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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。

第２２回こうた凧揚げまつり 幸
田

■時１月１３日掌午前９時～午後１時３０分
■場幸田町大字菱池地内

ひし いけ

■内小凧から畳１０畳を超える大凧まで、
全国から集まった約１５０の手作り凧
が新春の空を彩ります。屋台の出店
もありますので、ぜひ、ご家族でご
来場ください。写真コンテストも実
施します

■他JR幸田駅西口及び幸田町役場庁舎
前駐車場から会場まで無料シャトル
バスを運行します

■問こうた凧揚げまつり実行委員会事務
局（幸田町教育委員会生涯学習課内
／緯０５６４〈６２〉１１１１）

テレビやインターネットを利用して
授業を行う通信制の大学で、心理学・
福祉・経済・歴史・文学・情報・自然
科学等の幅広い分野を学ぶことができ
ます。大学を卒業したい人、学びを楽
しみたい人等、様々な目的で幅広い世
代の人が学んでいます。全国に学習セ
ンターが設置されており、サークル活
動等の学生の交流も行われています。
■申■問出願期間諮第１回獅２月２８日昭ま
で 第２回獅３月１７日掌まで
※出願方法等の詳細は放送大学愛知
学習センター（緯０５２〈８３１〉１７７１）へ問
い合わせてください。
※資料は同センター・同HPで配布。

平成３１年度第１学期放送大
学学生（４月入学）

▼
▼

■内募集科獅港湾荷役科 受講期間獅２０
１９年４月３日～２０２０年３月２４日 受
講場所獅ポリテクセンター名古屋港
（名古屋市港区） 募集期間施１２月１０
日捷～１月２３日昌 選考獅筆記試験、
面接（２月８日晶）

■対次のいずれにも該当する人
暫１９９４年４月１日以降生まれ
暫高等学校を卒業したもしくは高等
学校卒業同等以上の学歴を有する人
又は２０１９年３月に高等学校卒業見込
の人

■定１０人
■￥受講料施年額１１万５２００円（テキスト、
実習服、資格取得受験代等経費は別
途必要）

■他毎週晶午後１時４０分から説明会を開
催（希望日の２日前までに電話で予
約が必要）

■申上記募集期間に応募してください
※応募方法・必要書類等の詳細は同
センターに問い合わせてください。
■問ポリテクセンター名古屋港（緯０５２
〈３８１〉２７７５）

ポリテクセンター名古屋港
受講生

▼
▼

中小企業者の設備投資の促進及び経
営基盤の強化を図るため、市内に所在
する事業所において設備投資を行う場
合に、その費用の一部を補助します。
なお、本制度は今年度で終了します。
■内対象事業所獅市内で事業活動を行い、
市税を滞納していない事業者で、中
小企業基本法に規定される中小企業
者（個人事業主を含む。医療法人、
事業組合等は対象外）
対象経費施本市に固定資産税（償却
資産）の申告をした下表資産のうち、
平成３０年１月２日～平成３１年１月１
日に取得した財産（中古含む）の取得
価格

※１年内の対象経費の合計が１００万
円に満たない場合や、本市の他の補
助金の交付対象であるものを除く。
補助金額施対象経費の１００分の５（上
限１００万円）
■申固定資産税（償却資産）の申告後～３
月２９日晶の午前８時３０分～午後５時
１５分（松掌抄を除く）に、申請書と必
要書類を持って商工課へ
※申請書は市HPで配布。必要書類
は市HPを参照してください。
■問商工課（緯〈７１〉２２３５）

中小企業の設備投資に補助
金を交付

▼
▼

平成３１年３月３１日をもって勤労福祉
会館を閉館します。閉館後はアンフォ
ーレや文化センター、市民会館等、周
辺の公共施設を利用してください。
■問商工課（緯〈７１〉２２３５）

勤労福祉会館の閉館 ▼

内容種類
構築物・建物附属設備第１種
機械及び装置第２種
車両及び運搬具（自動車
税・軽自動車税の対象資
産は含まない）

第３種

工具・器具及び備品第４種
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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
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※申込みや問合せは、日本語でお願
いします。
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※Applicationsandinquirieswillbein
Japanese.
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