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■安城ひびきの会の対面朗読
■時１月１４日抄・２８日捷午前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

■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。

■図書情報館で借りた本は、地区
公民館図書室等で返却できます
図書室のある各地区公民館（桜

井・明祥・北部・西部・作野・安
祥・東部・二本木・中部公民館の
９カ所）、KEYPORT、あんぱ～く、
あんステップ汐で返却できます。
同様に地区公民館図書室等で借
りた本を図書情報館で返すことも
できますので、ご利用ください。

「子どもは風の子、冬でも元気にお
外であそぼう！」をテーマに、年末年
始の期間をクリスマス編とお正月編に
分け、ニュースポーツや遊具等を楽し
むイベント「風の子ひろば」を開催しま
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）
クリスマス編
■時１２月２１日晶～２４日承午前１０時～午後
３時（２１日晶は正午から）

■内２１日～２３日獅ボルダリング ２１日～
２４日獅ふわふわ遊具 ２４日獅ふれあ
い動物園・クリスマスリース作り
等

お正月編
■時１月５日松・６日掌午前１０時～午後
３時

■内■定５日獅もちつきとふるまい（午前
１０時から随時、材料がなくなり次第
終了） ６日獅簡単凧作り＆凧あげ、
おしるこのふるまい（午後１時３０分
から先着３００人）

桜井凧ワークショップ
■時１月５日松・６日掌午前１０時、午後
１時

■定各２０人（先着順）
■¥３００円（材料費込）
■申午前９時～午後９時（休館日を除く）
に直接か電話で安城プロモーション
ズ（アンフォーレ総合案内／緯〈７６〉
１４００）へ

アンフォーレ 風の子ひろば

５日松
午後３時

おはなしレストラン
（小学生以上）

６日掌・１３日掌・
２０日掌・２７日掌
午後４時

にちようびのおはな
しかい（小学生）

６日掌
午後３時

ネコ・ロンデ朗読会
（小学１～３年生）

７日捷
午前１０時３０分

絵本好き集まれ！お
すすめ絵本紹介

９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）

９日昌・２７日掌
午前１０時３０分

赤ちゃんとなによも
う会（一般）

１０日昭
午前１０時３０分

おはなしゆりかご
（０～２歳）

１２日松
午後２時

おはなしどんどん
（３歳～小学３年生）

１３日掌
午前１１時

大人のための絵本朗
読会（一般）

１４日抄・２８日捷
午前１０時３０分

えほんとわらべうた
の会（０～２歳）

１７日昭
午前１０時３０分

いないいないばあ
（１～５歳）

１９日松・２６日松
午後２時

南吉朗読ででむし会
（小学生以上）

２１日捷
午前１０時３０分

えほんのとびら
（０～２歳）

２３日昌
午前１０時３０分

おはなしまあだ
（１～５歳）

２６日松
午後３時

でんでんむかしあそ
びの会（小学生）

３１日昭
午前１０時３０分

おはなしの森
（１～５歳）

１月のおはなし会

※対象年齢は目安です。

１月の休館日
１日抄～４日晶・８日昇・１５日昇・
２２日昇・２５日晶・２９日昇

全国高等学校バスケットボール選手権大会「ウインターカップ
２０１８（女子）」をみんなで観戦、応援しませんか。アンフォーレホー
ルにて試合会場の生中継を上映します。安城学園高等学校女子バ
スケットボール部も出場する大会です。
ホール内にはバスケットボール体験
コーナーも開設。詳細は市HPをご確
認ください。
■時１２月２８日晶 開場獅午前９時３０分

３位決定戦獅午前１０時 決勝戦獅正午
■場アンフォーレ
■問市体育館（緯〈７５〉３５３５）

自ウインターカップとは
毎年１２月に開催する高校生の全国

大会で、各都道府県代表・インター
ハイ優勝枠等計５０チームが参加。
現３年生が出場できる最後の大会
で、安城学園高等学校は昨年も出場
し、準優勝を収めました。

■問アンフォーレ課（緯〈７６〉６１１１）
年越し福袋２０１９を貸出
図書情報館スタ
ッフおススメの本
３冊とお楽しみグ
ッズ入りです。
■時１２月２３日抄～２８
日晶午前９時～午後８時（２５日昇を
除く。松掌抄承は午後６時まで。な
くなり次第終了）

■定一般向け獅３０袋 ０～３歳、４・５
歳向け獅各２０袋 小学１・２年生、
３・４年生、５・６年生向け獅各１０
袋計１００袋（当日先着順、１人１袋）
※貸出には３冊分の貸出枠が必要。
新春凧展示会
アンフォーレ本館に大凧が舞います。
本市の伝統的な桜井凧を中心に、館内
にさまざまな凧を展示します。
■時１２月２６日昌～１月２１日捷（アンフォ
ーレ本館休館日を除く）

地元作家による古典芸能の楽しみ方
（全３回）
古典芸能の入門講座を開催します。
初心者歓迎。気軽に参加してください。
■時■内１月１２日松獅「時の権力者を魅了
した能とは 自著『秀吉の能楽師』よ
り」 １月２６日松獅「江戸落語と上方
落語の成り立ちと違い 自著『たらふ
くつるてん』より」 ２月９日松獅

「歌舞伎の成り立ちと楽しみ方」
※いずれも午後２時～４時。

■講奥山景布
き ょ う

子氏（小説家）
こ

■対高校生以上
■定５０人（先着順）
■申１２月１９日昌からの午前９時～午後８
時（休館日を除く。松掌抄承は午後
６時まで）に電話か、講座名・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

図書情報館の催し

情
報
ボ
ッ
ク
ス
は
左
側
か
ら
お
読
み
く
だ
さ
い
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①～④共通事項
■申１２月２０日昭～各申込期限（昌、１２月
２８日晶～１月４日晶を除く）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（☎・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。

①七草粥を味わおう
春の七草で健康七草粥をつくります。

■時１月６日掌午前１０時～１１時３０分
■講古居敬子氏
■対４歳以上の子
と保護者

■定１０人（先着順）
■¥１人１００円
■持エプロン、三角巾、マスク、ふきん、
箸、お椀

■申申込期限獅１２月２７日昭

②いちご大福をつくろう
無農薬の小豆でいちご大福をつくり
ます。
■時１月１２日松午前１０時～１１時３０分
■講神谷直子氏
■対４歳以上の子と保護者（初めて受講
する人に限ります）

■定１０人（先着順）
■¥１人３００円
■持エプロン、三角巾、マスク、ふきん、
持ち帰り用容器

■申申込期限獅１月８日昇

③多肉の寄せ植えでおしゃれなアンブ
レラ
多肉植物をおしゃれな陶器に寄せ植
えします。
■時１月１３日掌午前１０時～１１時３０分
■講大橋輝美子氏
■対１８歳以上
■定８人（先着順）
■¥２５００円（材料費込）
■持軍手、エプロン
■申申込期限獅１月１０日昭

④かんたん木のパズル
間伐材でパズルをつくります。
■時１月１４日抄午前１０時～１１時
■対４歳以上（未就学児は保護者同伴）
■定１０人（先着順）
■¥２００円
■他描きたい絵を決めて
きてください
■申申込期限獅１月１１日晶

環境学習センター
「エコきち」の講座

■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

これから入園する保育園・幼稚園・
認定こども園で子どもたちが食べる給
食が、どのように調理されているかを
見学し、実際に試食します。
■時２月４日捷午前９時３０分～正午
■場中部調理場
■内献立獅発芽玄米ごはん、牛乳、春雨
スープ、ビビンバ、錦糸卵
※変更の場合有。

■対平成３１年度に市立保育園・幼稚園・
認定こども園入園予定の子の保護者
※平成３１年度の入園時に３歳以上の
子のみ同席可。
■定２０人（先着順）
■他申込人数が１０人未満の場合は中止す
ることがあります

■申１２月２０日昭～２７日昭午後２時～５時
（松掌抄承を除く）に、電話で市学校
給食協会給食事務所（北部調理場内
／緯〈７６〉４７００）へ

新年を祝い、各町の神社で三河万歳
を披露します。
■時■場下表のとおり

※時間は前後することがあります。
■問歴史博物館（緯〈７７〉６６５５）

新春は三河万歳で初笑い
安城の三河万歳保存会の舞

会場時間
１２月３１日捷

寺
じ

領
りょう

素盞鳴神社（寺領町）
す さ の お午後

１１時５０分
１月１日抄

大岡白山神社（大岡町）、
不乗森神社（里町）
のらずのもり午前０時

南明治八幡社（花ノ木町）午前
０時２０分

白山比売神社（今本町）
はく さん ひ め午前

０時３０分

上条白山媛神社（上条町）
はく さん ひめ午前

０時４５分

桜井神社（桜井町）午前
０時５０分

二本木八幡社（二本木町）午前１時

■時１月１５日昇午後１時３０分～３時（受
付は午後１時から）

■内テーマ獅「あなたはぐっすり眠れて
いますか？～睡眠と病気のお話～」

■講杉山大輔氏（安城更生病院臨床検査
技術科臨床検査技師）
■対市内在住・在勤・在学者
■定８０人（当日先着順）
■他未就学児の無料託児を希望する人及
び手話通訳・要約筆記が必要な人は、
１２月２８日晶まで（休館日を除く）に申
し込んでください
■場■問保健センター（緯〈７６〉１１３３）

市民健康講座

■時１月１９日松午後２時～３時（受付は
午後１時３０分から）

■場アンフォーレ
■内テーマ獅「「からだ」と「こころ」～ス
トレスと上手に付き合おう～」

■講小池委子氏（安城更生病院臨床心理士）
とも こ

■定８０人（先着順）
■申１２月１７日捷～１月１７日昭午前８時３０
分～午後５時１５分（休館日を除く）に
直接か電話又は、代表者氏名・住所・
電話番号、参加人数をファクスで保
健センター（緯〈７６〉１１３３／胃〈７７〉１１
０３）へ
※未就学児の無料託児を希望する人
及び手話通訳・要約筆記が必要な人
は、１月７日捷まで（休館日を除く）
に申し込んでください。

あんじょう健康大学第２講

１月の移動児童館
■時■場９日昌・３０日昌獅東部公民館 １８
日晶・２５日晶獅高棚町公民館 いず
れも午前１０時～１１時
■対乳幼児親子
■問子育て支援センター（緯〈７２〉２３１７）

１月の土器づくり教室
■時８日昇～１１日晶・１４日抄～１８日晶・
２２日昇～２５日晶・２９日昇～３１日昭午
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）

調理場施設見学・試食会
～新入園編～
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※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
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※対象年齢は目安です。
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ルにて試合会場の生中継を上映します。安城学園高等学校女子バ
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■場アンフォーレ
■問市体育館（緯〈７５〉３５３５）

自ウインターカップとは
毎年１２月に開催する高校生の全国

大会で、各都道府県代表・インター
ハイ優勝枠等計５０チームが参加。
現３年生が出場できる最後の大会
で、安城学園高等学校は昨年も出場
し、準優勝を収めました。

■問アンフォーレ課（緯〈７６〉６１１１）
年越し福袋２０１９を貸出
図書情報館スタ
ッフおススメの本
３冊とお楽しみグ
ッズ入りです。
■時１２月２３日抄～２８
日晶午前９時～午後８時（２５日昇を
除く。松掌抄承は午後６時まで。な
くなり次第終了）

■定一般向け獅３０袋 ０～３歳、４・５
歳向け獅各２０袋 小学１・２年生、
３・４年生、５・６年生向け獅各１０
袋計１００袋（当日先着順、１人１袋）
※貸出には３冊分の貸出枠が必要。
新春凧展示会
アンフォーレ本館に大凧が舞います。
本市の伝統的な桜井凧を中心に、館内
にさまざまな凧を展示します。
■時１２月２６日昌～１月２１日捷（アンフォ
ーレ本館休館日を除く）

地元作家による古典芸能の楽しみ方
（全３回）
古典芸能の入門講座を開催します。
初心者歓迎。気軽に参加してください。
■時■内１月１２日松獅「時の権力者を魅了
した能とは 自著『秀吉の能楽師』よ
り」 １月２６日松獅「江戸落語と上方
落語の成り立ちと違い 自著『たらふ
くつるてん』より」 ２月９日松獅

「歌舞伎の成り立ちと楽しみ方」
※いずれも午後２時～４時。

■講奥山景布
き ょ う

子氏（小説家）
こ

■対高校生以上
■定５０人（先着順）
■申１２月１９日昌からの午前９時～午後８
時（休館日を除く。松掌抄承は午後
６時まで）に電話か、講座名・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

図書情報館の催し
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①～④共通事項
■申１２月２０日昭～各申込期限（昌、１２月
２８日晶～１月４日晶を除く）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（☎・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。

①七草粥を味わおう
春の七草で健康七草粥をつくります。

■時１月６日掌午前１０時～１１時３０分
■講古居敬子氏
■対４歳以上の子
と保護者

■定１０人（先着順）
■¥１人１００円
■持エプロン、三角巾、マスク、ふきん、
箸、お椀

■申申込期限獅１２月２７日昭

②いちご大福をつくろう
無農薬の小豆でいちご大福をつくり
ます。
■時１月１２日松午前１０時～１１時３０分
■講神谷直子氏
■対４歳以上の子と保護者（初めて受講
する人に限ります）

■定１０人（先着順）
■¥１人３００円
■持エプロン、三角巾、マスク、ふきん、
持ち帰り用容器

■申申込期限獅１月８日昇

③多肉の寄せ植えでおしゃれなアンブ
レラ
多肉植物をおしゃれな陶器に寄せ植
えします。
■時１月１３日掌午前１０時～１１時３０分
■講大橋輝美子氏
■対１８歳以上
■定８人（先着順）
■¥２５００円（材料費込）
■持軍手、エプロン
■申申込期限獅１月１０日昭

④かんたん木のパズル
間伐材でパズルをつくります。
■時１月１４日抄午前１０時～１１時
■対４歳以上（未就学児は保護者同伴）
■定１０人（先着順）
■¥２００円
■他描きたい絵を決めて
きてください
■申申込期限獅１月１１日晶

環境学習センター
「エコきち」の講座

■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

これから入園する保育園・幼稚園・
認定こども園で子どもたちが食べる給
食が、どのように調理されているかを
見学し、実際に試食します。
■時２月４日捷午前９時３０分～正午
■場中部調理場
■内献立獅発芽玄米ごはん、牛乳、春雨
スープ、ビビンバ、錦糸卵
※変更の場合有。

■対平成３１年度に市立保育園・幼稚園・
認定こども園入園予定の子の保護者
※平成３１年度の入園時に３歳以上の
子のみ同席可。
■定２０人（先着順）
■他申込人数が１０人未満の場合は中止す
ることがあります

■申１２月２０日昭～２７日昭午後２時～５時
（松掌抄承を除く）に、電話で市学校
給食協会給食事務所（北部調理場内
／緯〈７６〉４７００）へ

新年を祝い、各町の神社で三河万歳
を披露します。
■時■場下表のとおり

※時間は前後することがあります。
■問歴史博物館（緯〈７７〉６６５５）

新春は三河万歳で初笑い
安城の三河万歳保存会の舞

会場時間
１２月３１日捷

寺
じ

領
りょう

素盞鳴神社（寺領町）
す さ の お午後

１１時５０分
１月１日抄

大岡白山神社（大岡町）、
不乗森神社（里町）
のらずのもり午前０時

南明治八幡社（花ノ木町）午前
０時２０分

白山比売神社（今本町）
はく さん ひ め午前

０時３０分

上条白山媛神社（上条町）
はく さん ひめ午前

０時４５分

桜井神社（桜井町）午前
０時５０分

二本木八幡社（二本木町）午前１時

■時１月１５日昇午後１時３０分～３時（受
付は午後１時から）

■内テーマ獅「あなたはぐっすり眠れて
いますか？～睡眠と病気のお話～」

■講杉山大輔氏（安城更生病院臨床検査
技術科臨床検査技師）
■対市内在住・在勤・在学者
■定８０人（当日先着順）
■他未就学児の無料託児を希望する人及
び手話通訳・要約筆記が必要な人は、
１２月２８日晶まで（休館日を除く）に申
し込んでください
■場■問保健センター（緯〈７６〉１１３３）

市民健康講座

■時１月１９日松午後２時～３時（受付は
午後１時３０分から）

■場アンフォーレ
■内テーマ獅「「からだ」と「こころ」～ス
トレスと上手に付き合おう～」

■講小池委子氏（安城更生病院臨床心理士）
とも こ

■定８０人（先着順）
■申１２月１７日捷～１月１７日昭午前８時３０
分～午後５時１５分（休館日を除く）に
直接か電話又は、代表者氏名・住所・
電話番号、参加人数をファクスで保
健センター（緯〈７６〉１１３３／胃〈７７〉１１
０３）へ
※未就学児の無料託児を希望する人
及び手話通訳・要約筆記が必要な人
は、１月７日捷まで（休館日を除く）
に申し込んでください。

あんじょう健康大学第２講

１月の移動児童館
■時■場９日昌・３０日昌獅東部公民館 １８
日晶・２５日晶獅高棚町公民館 いず
れも午前１０時～１１時
■対乳幼児親子
■問子育て支援センター（緯〈７２〉２３１７）

１月の土器づくり教室
■時８日昇～１１日晶・１４日抄～１８日晶・
２２日昇～２５日晶・２９日昇～３１日昭午
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）

調理場施設見学・試食会
～新入園編～



■問デンパーク（緯〈９２〉７１１１）
■¥入園料
三河万歳の初舞
■時１月２日昌午後３時
■内出演獅安城の三河万歳保存会
書道パフォーマンス
■時１月３日昭午後３時
■内出演獅安城高等学校書道部
舞楽
■時１月５日松午後１時３０分・３時３０分
■内出演獅愛橋町青年会雅楽部

芽広報あんじょう 2018.12.15

■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。

■時１２月２２日松午前９時から（商品がな
くなり次第終了）

■場碧海信用金庫本店前会場（御幸本町）
■内愛知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
イスに加え、午前１０時３０分から食育
紙芝居を上演
■問農務課（緯〈７１〉２２３３）

まちなか産直市

デンパークウィンターフェ
スティバルのイベント

歯科相談（予約制）
■時１月９日昌午前９時～１１時３０分
■場衣浦東部保健所（刈谷市大手町）
■申同保健所健康支援課（緯〈２１〉９３３８）へ
こころの健康医師相談（予約制）
■時陰１月１７日昭 隠１月２２日昇 いず
れも午後２時～４時

■場陰衣浦東部保健所安城保健分室（横
山町） 隠衣浦東部保健所
■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（１月１日を
除く）
※エイズ検査（匿名制・即日検査）は
１月７日捷・２１日捷午後６時～７時
にも実施。
■場衣浦東部保健所
■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）
■場衣浦東部保健所
■問同保健所試験検査課（緯〈２１〉９３５３）

①～③共通事項
入園料別途。詳細は問い合わせてく
ださい。
■場■問デンパーククラブハウス（緯〈９２〉
７１１２）
■申１２月２０日昭～１月１４日抄（休園日を除
く）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１月２５日晶午前１０時～午後０時３０分
■内テーマ獅大根使いきりお惣菜とアレ
ンジ メニュー獅大根バーグとカツ、
切り干し大根のマリネ、切り干し大
根のスープ、大根華手まり寿司、大
根炒め、大根白玉
■講高倉恵氏
■定２０人（先着順）
■¥３０００円（材料
費込）

■持エプロン、手
拭きタオル、
箸
②陶芸講座
インテリアにもなる陶板を作りま
しょう。
■時１月２５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
③ペーパークイリング講座
■時１月３０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２５００円）

デンパーククラブハウスの
体験教室

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「様々な病気と引きこもりの

関係性」をテーマに学習します。
■時１月１２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

■定２３人（先着順）
■￥市内在住者獅無料
市外在住者獅５００円
■申１月１１日晶までの午前８時３０分～午
後５時１５分（休館日を除く）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）又は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
■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）

■時１月３０日昌午
後２時～３時
３０分
■場安城商工会議
所（桜町）
■内テーマ獅「パックンマックンの笑劇
的国際コミュニケーション力」
■講パックンマックン（コメディアン）
■定１２０人（先着順）
■申１２月１８日昇～１月２１日捷午前９時～
午後５時（松掌抄承・年末年始を除
く）に電話か、「文化講演会」と明記し、
氏名・電話番号をファクスで安城
商工会議所（緯〈７６〉５１７５／胃〈７６〉
４３２２）へ
■問市商工課（緯〈７１〉２２３５）

安城商工会議所 文化講演会

衣浦東部保健所の相談・検
査

デンパーク新春イベント

■問デンパーク（緯〈９２〉７１１１）
■¥入園料
デンマークの国民的人気キャラクター
“ラスムスクルンプ”がデンパークに
やってくる！（握手＆撮影会有）
■時１２月１５日松・１６日掌

グリーンサンタがやってくる！
■時１２月１６日掌午後２時・４時３０分
クリスマスコンサート
■時１２月２２日松午後３時・５時
■内出演獅愛知学泉大学オーケストラ＆
安城学園高等学校弦楽部
クリスマスキャロル
■時１２月２３日抄午後３時・５時
■内出演獅VOCIBRILLANTI

ボ ー チ ブ リ ラ ン テ ィ

クリスマスコーラス
■時１２月２４日承午後３時・５時
■内出演獅安城学園高等学校合唱部
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青少年の非行・被害防止に
取り組む県民運動（冬期）
冬休みは、お年玉等で子ども達の自
由になるお金が増え、無駄遣いも多く
なりがちです。また、夜遊びや無断外
泊等が習慣化するのもこの時期です。
市では「青少年の非行・被害防止に
取り組む県民運動（冬期）」強調期間に
合わせて、青少年の非行・被害防止と
有害環境浄化のための声かけパトロー
ルを行います。地域の子に温かい目を
向け、積極的に大人から声をかけ、青
少年の非行・被害防止に地域ぐるみで
取り組むようお願いします。
■時強調期間獅１２月２０日昭～１月１０日昭

■内スローガン獅非行の芽 はやめにつ
もう みな我が子

■問青少年愛護センター（青少年の家内
／緯〈７６〉３４３２）

８～１０月分／受付順／敬称略
叙イトーヨーカ堂安城店労働組合、安
城市仏教会

ご寄付いただきました

■場■問歴史博物館（緯〈７７〉６６５５）
昭和の名作シネマ上映会「キューポラ
のある街」
強く、明るく、たくましく生きる子
どもたちをテーマに、高度経済成長期
の庶民の暮らしを描いた青春ドラマ。
出演は吉永小百合、浜田光夫 他。
■時１２月２３日抄午前１０時
■定８０人（当日先着順）
ぜんざいのふるまい
下記の三河万歳披露に合わせて、ぜ
んざいをふるまいます。
■時１月６日掌午後１時
■定２００人（当日先着順）
三河万歳「新春招福の初舞」
安城の三河万歳保存会が、新春招福
の初舞を披露します。
■時１月６日掌

午後２時
■内出演獅安城
の三河万歳
保存会
演目獅「天の岩戸開きの舞」、「忠臣蔵
三段目裏門の場」等
■他披露の後、同館で開催中の特別展
「幕府崩壊」を観覧した人を対象に福
引きを開催

歴史博物館の催し

蛾 広報あんじょう 2018.12.15

■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

■場■問堀内公園（緯〈９９〉５９４７）
こども無料開放
サイクルモノレール、メルヘン号

（汽車）、メリーゴーランド、観覧車を
無料開放します。
■時１月４日晶

■対４歳～小学生（未就学児は１８歳以上
の保護者同伴、保護者は有料）
期間限定回数券販売
■時１月４日晶～３１日昭（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
スタンプ DEGET
各有料遊具（サイクルモノレール、
メルヘン号（汽車）、メリーゴーランド、
観覧車）のスタンプを集めよう！抽選
で景品を進呈します。
■時１月５日松・６日掌午前９時～午後
４時（雨天中止）

■対３歳～小学生
■定各２００人（当日先着順）
■¥有料遊具利用料（３歳は無料）
お正月まつり
輪投げ等の模擬店（有料）を開催しま
す。
■時１月１２日松～１４日抄午前１０時～午後
３時（景品がなくなり次第終了。雨
天中止）

■対小学生以下
お譲りください
堀内公園では毎年４月下旬から５月
に、園内にある「やすらぎの池」に鯉の
ぼりを掲揚しています。家庭で不用に
なった鯉のぼり（布製部分のみ）があり
ましたら、無償でお譲りください。

堀内公園の催し

丈山苑の催し
■¥入苑料獅１００円（中学生以下無料）
■問丈山苑（緯〈９２〉７７８０）
三河万歳（招福の舞）
丈山小学校
の児童が三河
万歳を披露し
ます。
■時１月１２日松

午後２時～２時３０分
新春茶会＋箏
箏の演奏を聴
こと

きながら、お抹
茶を楽しめます。
■時１月１３日掌午
前１０時～午後
３時
■¥呈茶料獅３００円

あんくるバス・あんくるタ
クシーの年末年始の運休日
あんくるバス・あんくるタクシーは
下記の期間運休となります。
■時運休日獅１２月３０日掌～１月３日昭

■問都市計画課（緯〈７１〉２２４３）

労働保険とは、労災保険と雇用保険
の総称です。一人でも労働者（パート、
アルバイトを含む）を雇う事業主は労
働保険に加入し、保険料を納付する必
要があります。未加入の間に労災保険
事故が発生した場合、さかのぼって保
険料を徴収するほか、労災保険給付の
１００％又は４０％が徴収されます。事業
主は適切に加入してください。
■問愛知労働局労働保険適用・事務組合
課（緯０５２〈２１９〉５５０３）

労働保険の加入手続きはお
済みですか？

１月の防災ラジオ試験放送日を変更します
毎月１日午後４時頃から実施している防災ラジオの試験放送の１月の実
施は、各家庭への影響等を考慮し、１月１日抄の放送を取り止め、１月４
日晶午後４時頃に実施します。
自防災ラジオの販売について 防災ラジオは危機管理課にて、１台２０００円
で販売しています（１世帯・１事業所につき１台まで）。
■問危機管理課（緯〈７１〉２２２０）



■問デンパーク（緯〈９２〉７１１１）
■¥入園料
三河万歳の初舞
■時１月２日昌午後３時
■内出演獅安城の三河万歳保存会
書道パフォーマンス
■時１月３日昭午後３時
■内出演獅安城高等学校書道部
舞楽
■時１月５日松午後１時３０分・３時３０分
■内出演獅愛橋町青年会雅楽部

芽広報あんじょう 2018.12.15

■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。

■時１２月２２日松午前９時から（商品がな
くなり次第終了）

■場碧海信用金庫本店前会場（御幸本町）
■内愛知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
イスに加え、午前１０時３０分から食育
紙芝居を上演
■問農務課（緯〈７１〉２２３３）

まちなか産直市

デンパークウィンターフェ
スティバルのイベント

歯科相談（予約制）
■時１月９日昌午前９時～１１時３０分
■場衣浦東部保健所（刈谷市大手町）
■申同保健所健康支援課（緯〈２１〉９３３８）へ
こころの健康医師相談（予約制）
■時陰１月１７日昭 隠１月２２日昇 いず
れも午後２時～４時

■場陰衣浦東部保健所安城保健分室（横
山町） 隠衣浦東部保健所
■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（１月１日を
除く）
※エイズ検査（匿名制・即日検査）は
１月７日捷・２１日捷午後６時～７時
にも実施。
■場衣浦東部保健所
■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）
■場衣浦東部保健所
■問同保健所試験検査課（緯〈２１〉９３５３）

①～③共通事項
入園料別途。詳細は問い合わせてく
ださい。
■場■問デンパーククラブハウス（緯〈９２〉
７１１２）
■申１２月２０日昭～１月１４日抄（休園日を除
く）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１月２５日晶午前１０時～午後０時３０分
■内テーマ獅大根使いきりお惣菜とアレ
ンジ メニュー獅大根バーグとカツ、
切り干し大根のマリネ、切り干し大
根のスープ、大根華手まり寿司、大
根炒め、大根白玉
■講高倉恵氏
■定２０人（先着順）
■¥３０００円（材料
費込）

■持エプロン、手
拭きタオル、
箸
②陶芸講座
インテリアにもなる陶板を作りま
しょう。
■時１月２５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
③ペーパークイリング講座
■時１月３０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２５００円）

デンパーククラブハウスの
体験教室

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「様々な病気と引きこもりの

関係性」をテーマに学習します。
■時１月１２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

■定２３人（先着順）
■￥市内在住者獅無料
市外在住者獅５００円
■申１月１１日晶までの午前８時３０分～午
後５時１５分（休館日を除く）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）又は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
■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）

■時１月３０日昌午
後２時～３時
３０分
■場安城商工会議
所（桜町）
■内テーマ獅「パックンマックンの笑劇
的国際コミュニケーション力」
■講パックンマックン（コメディアン）
■定１２０人（先着順）
■申１２月１８日昇～１月２１日捷午前９時～
午後５時（松掌抄承・年末年始を除
く）に電話か、「文化講演会」と明記し、
氏名・電話番号をファクスで安城
商工会議所（緯〈７６〉５１７５／胃〈７６〉
４３２２）へ
■問市商工課（緯〈７１〉２２３５）

安城商工会議所 文化講演会

衣浦東部保健所の相談・検
査

デンパーク新春イベント

■問デンパーク（緯〈９２〉７１１１）
■¥入園料
デンマークの国民的人気キャラクター
“ラスムスクルンプ”がデンパークに
やってくる！（握手＆撮影会有）
■時１２月１５日松・１６日掌

グリーンサンタがやってくる！
■時１２月１６日掌午後２時・４時３０分
クリスマスコンサート
■時１２月２２日松午後３時・５時
■内出演獅愛知学泉大学オーケストラ＆
安城学園高等学校弦楽部
クリスマスキャロル
■時１２月２３日抄午後３時・５時
■内出演獅VOCIBRILLANTI

ボ ー チ ブ リ ラ ン テ ィ

クリスマスコーラス
■時１２月２４日承午後３時・５時
■内出演獅安城学園高等学校合唱部

情
報
ボ
ッ
ク
ス
は
左
側
か
ら
お
読
み
く
だ
さ
い

青少年の非行・被害防止に
取り組む県民運動（冬期）
冬休みは、お年玉等で子ども達の自
由になるお金が増え、無駄遣いも多く
なりがちです。また、夜遊びや無断外
泊等が習慣化するのもこの時期です。
市では「青少年の非行・被害防止に
取り組む県民運動（冬期）」強調期間に
合わせて、青少年の非行・被害防止と
有害環境浄化のための声かけパトロー
ルを行います。地域の子に温かい目を
向け、積極的に大人から声をかけ、青
少年の非行・被害防止に地域ぐるみで
取り組むようお願いします。
■時強調期間獅１２月２０日昭～１月１０日昭

■内スローガン獅非行の芽 はやめにつ
もう みな我が子

■問青少年愛護センター（青少年の家内
／緯〈７６〉３４３２）

８～１０月分／受付順／敬称略
叙イトーヨーカ堂安城店労働組合、安
城市仏教会

ご寄付いただきました

■場■問歴史博物館（緯〈７７〉６６５５）
昭和の名作シネマ上映会「キューポラ
のある街」
強く、明るく、たくましく生きる子
どもたちをテーマに、高度経済成長期
の庶民の暮らしを描いた青春ドラマ。
出演は吉永小百合、浜田光夫 他。
■時１２月２３日抄午前１０時
■定８０人（当日先着順）
ぜんざいのふるまい
下記の三河万歳披露に合わせて、ぜ
んざいをふるまいます。
■時１月６日掌午後１時
■定２００人（当日先着順）
三河万歳「新春招福の初舞」
安城の三河万歳保存会が、新春招福
の初舞を披露します。
■時１月６日掌

午後２時
■内出演獅安城
の三河万歳
保存会
演目獅「天の岩戸開きの舞」、「忠臣蔵
三段目裏門の場」等
■他披露の後、同館で開催中の特別展
「幕府崩壊」を観覧した人を対象に福
引きを開催

歴史博物館の催し

蛾 広報あんじょう 2018.12.15

■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

■場■問堀内公園（緯〈９９〉５９４７）
こども無料開放
サイクルモノレール、メルヘン号

（汽車）、メリーゴーランド、観覧車を
無料開放します。
■時１月４日晶

■対４歳～小学生（未就学児は１８歳以上
の保護者同伴、保護者は有料）
期間限定回数券販売
■時１月４日晶～３１日昭（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
スタンプ DEGET
各有料遊具（サイクルモノレール、
メルヘン号（汽車）、メリーゴーランド、
観覧車）のスタンプを集めよう！抽選
で景品を進呈します。
■時１月５日松・６日掌午前９時～午後
４時（雨天中止）

■対３歳～小学生
■定各２００人（当日先着順）
■¥有料遊具利用料（３歳は無料）
お正月まつり
輪投げ等の模擬店（有料）を開催しま

す。
■時１月１２日松～１４日抄午前１０時～午後
３時（景品がなくなり次第終了。雨
天中止）

■対小学生以下
お譲りください
堀内公園では毎年４月下旬から５月
に、園内にある「やすらぎの池」に鯉の
ぼりを掲揚しています。家庭で不用に
なった鯉のぼり（布製部分のみ）があり
ましたら、無償でお譲りください。

堀内公園の催し

丈山苑の催し
■¥入苑料獅１００円（中学生以下無料）
■問丈山苑（緯〈９２〉７７８０）
三河万歳（招福の舞）
丈山小学校
の児童が三河
万歳を披露し
ます。
■時１月１２日松

午後２時～２時３０分
新春茶会＋箏
箏の演奏を聴
こと

きながら、お抹
茶を楽しめます。
■時１月１３日掌午
前１０時～午後
３時
■¥呈茶料獅３００円

あんくるバス・あんくるタ
クシーの年末年始の運休日
あんくるバス・あんくるタクシーは
下記の期間運休となります。
■時運休日獅１２月３０日掌～１月３日昭

■問都市計画課（緯〈７１〉２２４３）

労働保険とは、労災保険と雇用保険
の総称です。一人でも労働者（パート、
アルバイトを含む）を雇う事業主は労
働保険に加入し、保険料を納付する必
要があります。未加入の間に労災保険
事故が発生した場合、さかのぼって保
険料を徴収するほか、労災保険給付の
１００％又は４０％が徴収されます。事業
主は適切に加入してください。
■問愛知労働局労働保険適用・事務組合
課（緯０５２〈２１９〉５５０３）

労働保険の加入手続きはお
済みですか？

１月の防災ラジオ試験放送日を変更します
毎月１日午後４時頃から実施している防災ラジオの試験放送の１月の実
施は、各家庭への影響等を考慮し、１月１日抄の放送を取り止め、１月４
日晶午後４時頃に実施します。
自防災ラジオの販売について 防災ラジオは危機管理課にて、１台２０００円
で販売しています（１世帯・１事業所につき１台まで）。
■問危機管理課（緯〈７１〉２２２０）



賀広報あんじょう 2018.12.15

■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。

■内試験日獅１月２６日松 試験科目獅国
語総合（古文・漢文除く）、数Ⅰ、面接
■対平成３１年３月に高等学校卒業見込み
又は高等学校卒業と同等の学力のあ
る、平成３１年４月１日時点で３４歳以
下の人

■定２５人程度
■申１月７日捷～１８日晶午前９時～午後
５時（松掌抄を除く）に、申込書を持
参か郵送（消印有効）で安城市医師会
安城碧海看護専門学校（〒４４６－００２６
安城町広美４２）へ
※申込書は同校で配布。

■問安城市医師会安城碧海看護専門学校
（緯〈７７〉８５８８）

安城市医師会安城碧海看護
専門学校学生（一般入試）

（一財）自治
総合センター
が、宝くじの
社会貢献広報
事業として宝
くじの受託事
業収入を財源に実施しているコミュニ
ティ助成事業により、日の出町内会が、
活動のための備品（テントやリヤカー
等）を整備しました。
■問市民協働課（緯〈７１〉２２１８）

宝くじの助成金で備品を整
備しました

４月～９月に募集したコンテストに
６７人の応募がありました。審査の結果、
各部門賞がそれぞれ選ばれ、１１月２６日
に堀内公園で表彰式が行われました。
入賞作品の写真は１２月２４日承まで堀
内公園に展示し、以降、明祥プラザ・
作野福祉センター・北部公民館・二本
木公民館等で展示します。
受賞者は次の皆さんです。〈敬称略〉
ガーデニングコンテスト
エコネットあんじょう賞（写真）獅中川
郁子 美化部会長賞獅峯岸のり子
サルビア賞獅加藤秀子
緑化賞獅田中和美、川治静子、横井嘉

かわ じ

子
みどりのカーテンコンテスト
エコネットあんじょう賞獅高橋誠二
オープンガーデンコンテスト
エコネットあんじょう賞獅川崖禎子

かわ ぎし てい こ

■問エコネットあんじょう（緯〈５５〉１３１５）、
市公園緑地課（緯〈７１〉２２４４）

ガーデニング・みどりのカ
ーテン・オープンガーデン
コンテスト結果

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）。
■時毎週昌午後１時～４時（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

■時３月７日昭・８日晶午前９時１０分～
午後４時３０分（８日は午後３時４０分
まで）

■場県立岡崎高等技術専門校（岡崎市美
合町）
■内訓練コース獅旋盤のテクニック 訓
練内容獅技能検定普通旋盤作業１級・
２級受験で必要な要素加工のコツ

■対在職者で、技能検定 機械加工職種
普通旋盤作業の合格を目指している
人又は今後実技指導を行う予定の人

■定５人（定員を超えた場合は抽選）
■¥２３００円
■持作業服（長袖）、作業帽、安全靴、保
護メガネ、筆記用具、昼食
■申２月１５日晶午後５時までに、講座名、
郵便番号・住所・氏名・生年月日・
電話番号、勤務先企業名・所在地、
機械加工の経験の有無を往復はがき
（必着）かEメールで県立岡崎高等技
術専門校（〒４４４－０８０２岡崎市美合町
平端２４／okazaki-senmonko@pref.
aichi.lg.jp）へ
■問県立岡崎高等技術専門校（緯０５６４〈５１〉
０７７５）

県立岡崎高等技術専門校
モノづくり人材育成塾受講者

悩みを抱える若者を支援します

申告の対象者は、平成３１年１月１日
現在で市内に償却資産を所有し、事業
を営む法人・個人です。平成３０年度の
申告者には申告書を送付しました。新
たに事業を始めた法人等で申告書が手
元にない場合は、連絡してください。
■申１月４日晶～３１日昭の午前８時３０分
～午後５時１５分（松掌抄を除く）に、
申告書を持参か郵送（消印有効）で資
産税課（〒４４６－８５０１住所不要）へ

■問資産税課（緯〈７１〉２２１５）
償却資産の申告はインターネットから
地方税ポータルシステムeLTAX（エ
ルタックス）でも申告ができます。

償却資産の申告を忘れずに
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子ども達にルールを指導し、試合の
マナーを教えて、明るく健やかな児童
を育てましょう。審判員の経験の有無
は不問ですが、初めての人は下記の認
定講習会への参加が必要です。
■対市内在住者
■申２月２８日昭までの午前９時～午後５
時（休館日を除く）に申込用紙を持ち、
青少年の家へ
※申込用紙は青少年の家、市HPで
配布。

■問青少年の家（緯〈７６〉３４３２）
審判員認定講習会
■時１月１３日掌・２７日掌、２月３日掌午
前９時３０分～午後４時３０分
※上記のうち２日間に参加。

■申１月６日掌までの午前９時～午後５
時（休館日を除く）に講習会の申込用
紙を持ち、青少年の家へ
※講習会の申込用紙は青少年の家、
市HPで配布。

市子ども会連絡協議会
フットベースボール審判員

■時■場■対■内下表のとおり

■¥２００円（保険料）
■申保険料を持って各申込期間中に市ス
キー連盟事務局（和田スポーツ洋品
店 今池町／緯〈９７〉０２７９）へ
■問安城市体育協会（緯〈７５〉５１８２）

＜一般の部＞
２月１７日掌／白馬五竜スキー
場いいもりゲレンデ（長野県
北安曇郡白馬村）

日時／
会場

市内在住・在勤・在学のアマ
チュア競技者又は市スキー連
盟推薦者

出場資格

●個人大回転
男子獅特選組・２９歳以下・３０
歳代・４０歳代・５０歳代・６０歳
以上（全６部門）
女子獅一般（年齢別無し）
●団体大回転
１チーム男子４人・女子１人

種目

１月４日晶～１８日晶申込期間

＜少年の部＞
３月３日掌／ひだ舟山スノー
リゾートアルコピア（岐阜県高
山市）

日時／
会場

保護者同伴又はクラブ責任者
の引率により参加できる市内
在住の小・中学生

出場資格

●個人大回転
小学１～４年生、小学５・６
年生、中学生（男女別全３部
門）

種目

１月４日晶～２月１日晶申込期間

第３９回安城選手権大会冬季
スキー競技会出場者

①～③共通事項
■内勤務場所獅市内給食調理場 選考諮

①獅作文・面接（１月１６日昌） ②③
獅筆記試験（１月２２日昇）、個別面接
（１月２９日昇）
※詳細は試験実施要項に記載。

■対昭和４４年４月２日以降に生まれた人
で普通自動車免許を持つ人
※①②は他に要件有（下記参照）。

■申１２月１７日捷～１月１１日晶午前９時～
午後５時（松掌抄承・年末年始を除
く）に、受験申込書と面接カード（加
えて①は管理栄養士免許証の写し、
②は「労働安全衛生法による免許証」
の写し）を持ち、安城市学校給食協
会事務局（市役所西庁舎内）へ
※試験実施要項・申込書・面接カー
ド等は、同協会・同協会HPで配布。

■問安城市学校給食協会（緯〈７５〉２３２２）
①期限付栄養士
■内職務内容獅物資の検収、調理・衛生
指導等 勤務開始日獅平成３１年３月
１日（期間は１年間、延長の場合有）
勤務日獅捷～晶（抄、年末年始を除
く） 勤務場所・時間諮北部・南部
調理場獅午前８時３０分～午後５時１５
分 中部調理場獅午前８時１５分～午
後５時 賃金獅月額１６万７９４０円～１８
万５７６円（前歴加算有）

■対管理栄養士免許を有する人
■定１人
②施設作業職員
■内職務内容獅ボイラー管理、機械設備
の保守、調理作業等 勤務開始日獅

平成３１年４月１日 勤務日獅捷～晶

（抄、年末年始を除く） 勤務場所・
時間諮北部・南部調理場獅午前８時
３０分～午後５時１５分 中部調理場獅

午前８時１５分～午後５時 賃金獅月
額２０万１８５２円～２０万７５７６円（前歴加
算有）

■対２級ボイラー技士免許を有する人
■定２人程度
③給食調理職員
■内職務内容獅給食の調理、食器の洗浄
等 勤務開始日獅平成３１年４月１日
勤務日獅捷～晶（抄、年末年始を除
く） 勤務場所・時間諮北部・南部
調理場獅午前８時１５分～午後４時３０
分 中部調理場獅午前８時～午後４
時１５分 賃金獅月額１３万８２４０円～１６
万１３５２円

■定３人程度
■他北部・南部調理場では夏休み等学校
給食がない日を勤務日から除きます

給食調理場職員

①～③共通事項
■内職務内容獅児童クラブ、児童センタ
ー、子育て支援センターを利用する
乳幼児や児童に対する遊びや生活の
指導 勤務開始日獅平成３１年４月１
日 選考獅面接（１月下旬予定）
■申１２月１７日捷～１月１１日晶午前９時～
午後５時（休館日を除く）に申込書又
は顔写真付履歴書と、有資格者は資
格証等を持ち、子育て支援課（あん
ぱ～く内）へ
※申込書はあんぱ～く、市HPで配
布。

■問子育て支援課（緯〈７２〉２３１９）
①児童クラブ
■内勤務日時獅午後１時～７時及び午後
２時～７時で週３～５日（掌抄休み、
松は交代勤務。学校休業日は午前７
時３０分～午後７時の間で交代勤務）
賃金諮有資格者獅時給１１６０円 無資
格者獅時給１０２０円（いずれも通勤割
増１日２００円）
■対有資格者獅保育士・社会福祉士の資
格か教員免許を有する人又は来年３
月までに取得見込みの人 無資格者
獅１８歳以上（高校生不可）
■定２０人程度
②児童センター
■内勤務日時獅午前９時～午後５時で週
２～３日（松掌抄の勤務有） 賃金獅

時給１１６０円（通勤割増１日２００円）
■対保育士資格か幼稚園教諭免許・教員
免許を有する人又は来年３月までに
取得見込みの人
■定５人程度
③子育て支援センター
■内勤務日時獅捷～晶午前９時～午後４
時及び松午前８時３０分～午後５時１５
分で週２～４日の交代勤務 賃金獅

時給１１６０円（通勤割増１日２００円）
■対保育士資格か幼稚園教諭免許を有す
る人又は来年３月までに取得見込み
の人
■定４人程度

児童厚生員
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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。

■内試験日獅１月２６日松 試験科目獅国
語総合（古文・漢文除く）、数Ⅰ、面接
■対平成３１年３月に高等学校卒業見込み
又は高等学校卒業と同等の学力のあ
る、平成３１年４月１日時点で３４歳以
下の人

■定２５人程度
■申１月７日捷～１８日晶午前９時～午後
５時（松掌抄を除く）に、申込書を持
参か郵送（消印有効）で安城市医師会
安城碧海看護専門学校（〒４４６－００２６
安城町広美４２）へ
※申込書は同校で配布。

■問安城市医師会安城碧海看護専門学校
（緯〈７７〉８５８８）

安城市医師会安城碧海看護
専門学校学生（一般入試）

（一財）自治
総合センター
が、宝くじの
社会貢献広報
事業として宝
くじの受託事
業収入を財源に実施しているコミュニ
ティ助成事業により、日の出町内会が、
活動のための備品（テントやリヤカー
等）を整備しました。
■問市民協働課（緯〈７１〉２２１８）

宝くじの助成金で備品を整
備しました

４月～９月に募集したコンテストに
６７人の応募がありました。審査の結果、
各部門賞がそれぞれ選ばれ、１１月２６日
に堀内公園で表彰式が行われました。
入賞作品の写真は１２月２４日承まで堀
内公園に展示し、以降、明祥プラザ・
作野福祉センター・北部公民館・二本
木公民館等で展示します。
受賞者は次の皆さんです。〈敬称略〉
ガーデニングコンテスト
エコネットあんじょう賞（写真）獅中川
郁子 美化部会長賞獅峯岸のり子
サルビア賞獅加藤秀子
緑化賞獅田中和美、川治静子、横井嘉

かわ じ

子
みどりのカーテンコンテスト
エコネットあんじょう賞獅高橋誠二
オープンガーデンコンテスト
エコネットあんじょう賞獅川崖禎子

かわ ぎし てい こ

■問エコネットあんじょう（緯〈５５〉１３１５）、
市公園緑地課（緯〈７１〉２２４４）

ガーデニング・みどりのカ
ーテン・オープンガーデン
コンテスト結果

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）。
■時毎週昌午後１時～４時（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

■時３月７日昭・８日晶午前９時１０分～
午後４時３０分（８日は午後３時４０分
まで）

■場県立岡崎高等技術専門校（岡崎市美
合町）
■内訓練コース獅旋盤のテクニック 訓
練内容獅技能検定普通旋盤作業１級・
２級受験で必要な要素加工のコツ

■対在職者で、技能検定 機械加工職種
普通旋盤作業の合格を目指している
人又は今後実技指導を行う予定の人

■定５人（定員を超えた場合は抽選）
■¥２３００円
■持作業服（長袖）、作業帽、安全靴、保
護メガネ、筆記用具、昼食
■申２月１５日晶午後５時までに、講座名、
郵便番号・住所・氏名・生年月日・
電話番号、勤務先企業名・所在地、
機械加工の経験の有無を往復はがき
（必着）かEメールで県立岡崎高等技
術専門校（〒４４４－０８０２岡崎市美合町
平端２４／okazaki-senmonko@pref.
aichi.lg.jp）へ
■問県立岡崎高等技術専門校（緯０５６４〈５１〉
０７７５）

県立岡崎高等技術専門校
モノづくり人材育成塾受講者

悩みを抱える若者を支援します

申告の対象者は、平成３１年１月１日
現在で市内に償却資産を所有し、事業
を営む法人・個人です。平成３０年度の
申告者には申告書を送付しました。新
たに事業を始めた法人等で申告書が手
元にない場合は、連絡してください。
■申１月４日晶～３１日昭の午前８時３０分
～午後５時１５分（松掌抄を除く）に、
申告書を持参か郵送（消印有効）で資
産税課（〒４４６－８５０１住所不要）へ

■問資産税課（緯〈７１〉２２１５）
償却資産の申告はインターネットから
地方税ポータルシステムeLTAX（エ
ルタックス）でも申告ができます。

償却資産の申告を忘れずに
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子ども達にルールを指導し、試合の
マナーを教えて、明るく健やかな児童
を育てましょう。審判員の経験の有無
は不問ですが、初めての人は下記の認
定講習会への参加が必要です。
■対市内在住者
■申２月２８日昭までの午前９時～午後５
時（休館日を除く）に申込用紙を持ち、
青少年の家へ
※申込用紙は青少年の家、市HPで
配布。

■問青少年の家（緯〈７６〉３４３２）
審判員認定講習会
■時１月１３日掌・２７日掌、２月３日掌午
前９時３０分～午後４時３０分
※上記のうち２日間に参加。

■申１月６日掌までの午前９時～午後５
時（休館日を除く）に講習会の申込用
紙を持ち、青少年の家へ
※講習会の申込用紙は青少年の家、
市HPで配布。

市子ども会連絡協議会
フットベースボール審判員

■時■場■対■内下表のとおり

■¥２００円（保険料）
■申保険料を持って各申込期間中に市ス
キー連盟事務局（和田スポーツ洋品
店 今池町／緯〈９７〉０２７９）へ
■問安城市体育協会（緯〈７５〉５１８２）

＜一般の部＞
２月１７日掌／白馬五竜スキー
場いいもりゲレンデ（長野県
北安曇郡白馬村）

日時／
会場

市内在住・在勤・在学のアマ
チュア競技者又は市スキー連
盟推薦者

出場資格

●個人大回転
男子獅特選組・２９歳以下・３０
歳代・４０歳代・５０歳代・６０歳
以上（全６部門）
女子獅一般（年齢別無し）
●団体大回転
１チーム男子４人・女子１人

種目

１月４日晶～１８日晶申込期間

＜少年の部＞
３月３日掌／ひだ舟山スノー
リゾートアルコピア（岐阜県高
山市）

日時／
会場

保護者同伴又はクラブ責任者
の引率により参加できる市内
在住の小・中学生

出場資格

●個人大回転
小学１～４年生、小学５・６
年生、中学生（男女別全３部
門）

種目

１月４日晶～２月１日晶申込期間

第３９回安城選手権大会冬季
スキー競技会出場者

①～③共通事項
■内勤務場所獅市内給食調理場 選考諮

①獅作文・面接（１月１６日昌） ②③
獅筆記試験（１月２２日昇）、個別面接
（１月２９日昇）
※詳細は試験実施要項に記載。

■対昭和４４年４月２日以降に生まれた人
で普通自動車免許を持つ人
※①②は他に要件有（下記参照）。

■申１２月１７日捷～１月１１日晶午前９時～
午後５時（松掌抄承・年末年始を除
く）に、受験申込書と面接カード（加
えて①は管理栄養士免許証の写し、
②は「労働安全衛生法による免許証」
の写し）を持ち、安城市学校給食協
会事務局（市役所西庁舎内）へ
※試験実施要項・申込書・面接カー
ド等は、同協会・同協会HPで配布。

■問安城市学校給食協会（緯〈７５〉２３２２）
①期限付栄養士
■内職務内容獅物資の検収、調理・衛生
指導等 勤務開始日獅平成３１年３月
１日（期間は１年間、延長の場合有）
勤務日獅捷～晶（抄、年末年始を除
く） 勤務場所・時間諮北部・南部
調理場獅午前８時３０分～午後５時１５
分 中部調理場獅午前８時１５分～午
後５時 賃金獅月額１６万７９４０円～１８
万５７６円（前歴加算有）

■対管理栄養士免許を有する人
■定１人
②施設作業職員
■内職務内容獅ボイラー管理、機械設備
の保守、調理作業等 勤務開始日獅

平成３１年４月１日 勤務日獅捷～晶

（抄、年末年始を除く） 勤務場所・
時間諮北部・南部調理場獅午前８時
３０分～午後５時１５分 中部調理場獅

午前８時１５分～午後５時 賃金獅月
額２０万１８５２円～２０万７５７６円（前歴加
算有）

■対２級ボイラー技士免許を有する人
■定２人程度
③給食調理職員
■内職務内容獅給食の調理、食器の洗浄
等 勤務開始日獅平成３１年４月１日
勤務日獅捷～晶（抄、年末年始を除
く） 勤務場所・時間諮北部・南部
調理場獅午前８時１５分～午後４時３０
分 中部調理場獅午前８時～午後４
時１５分 賃金獅月額１３万８２４０円～１６
万１３５２円

■定３人程度
■他北部・南部調理場では夏休み等学校
給食がない日を勤務日から除きます

給食調理場職員

①～③共通事項
■内職務内容獅児童クラブ、児童センタ
ー、子育て支援センターを利用する
乳幼児や児童に対する遊びや生活の
指導 勤務開始日獅平成３１年４月１
日 選考獅面接（１月下旬予定）

■申１２月１７日捷～１月１１日晶午前９時～
午後５時（休館日を除く）に申込書又
は顔写真付履歴書と、有資格者は資
格証等を持ち、子育て支援課（あん
ぱ～く内）へ
※申込書はあんぱ～く、市HPで配
布。

■問子育て支援課（緯〈７２〉２３１９）
①児童クラブ
■内勤務日時獅午後１時～７時及び午後
２時～７時で週３～５日（掌抄休み、
松は交代勤務。学校休業日は午前７
時３０分～午後７時の間で交代勤務）
賃金諮有資格者獅時給１１６０円 無資
格者獅時給１０２０円（いずれも通勤割
増１日２００円）
■対有資格者獅保育士・社会福祉士の資
格か教員免許を有する人又は来年３
月までに取得見込みの人 無資格者
獅１８歳以上（高校生不可）

■定２０人程度
②児童センター
■内勤務日時獅午前９時～午後５時で週
２～３日（松掌抄の勤務有） 賃金獅

時給１１６０円（通勤割増１日２００円）
■対保育士資格か幼稚園教諭免許・教員
免許を有する人又は来年３月までに
取得見込みの人

■定５人程度
③子育て支援センター
■内勤務日時獅捷～晶午前９時～午後４
時及び松午前８時３０分～午後５時１５
分で週２～４日の交代勤務 賃金獅

時給１１６０円（通勤割増１日２００円）
■対保育士資格か幼稚園教諭免許を有す
る人又は来年３月までに取得見込み
の人

■定４人程度

児童厚生員



■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 ■申申込方法等
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①～⑧共通事項
■内職務内容諮①～⑥獅保育 ⑦一時保
育 ⑧保育園の環境整備、保育補助
勤務開始日獅平成３１年４月（応相談）
勤務場所獅市内公立保育園 福利厚
生獅健康保険、厚生年金、雇用保険
加入（④～⑥を除く） 選考獅面接
（申込時又は指定日に実施）
■他就労時間内禁煙
■申捷～晶午前８時３０分～午後５時（閉
庁日を除く）に、顔写真付履歴書と
①～⑥は保育士証、⑦は子育て支援
員研修修了証書を持ち、保育課へ

■問保育課（緯〈７１〉２２２８）
①臨時保育士
■内勤務日時獅捷～晶午前８時３０分～午
後５時（松勤務有） 賃金獅月給２２万
２２９０円、通勤割増１日２００円

②６時間パート保育士
■内勤務日時諮襖獅捷～晶午前７時１５分
～午後１時１５分 鴬獅捷～晶午後１
時～７時 賃金獅時給１２６０円、通勤
割増１日２００円

③週４パート保育士、週３～４パート
保育士
■内勤務日時獅捷～晶午前８時３０分～午
後４時、松午前８時３０分～正午 賃
金獅時給１１６０円、通勤割増１日２００円

④週２～３パート保育士
■内勤務日時獅捷～晶午前８時３０分～午
後４時、松午前８時３０分～正午 賃
金獅時給１１６０円、通勤割増１日２００円

⑤延長パート保育士
■内勤務日時諮襖獅捷～松午前７時１５分
～１０時１５分 鴬獅捷～晶午後４時～
７時 鴎獅松正午～午後６時又は午
後１時～７時 黄獅勤務時間・日数
応相談 賃金獅時給１３６０円、通勤割
増１日２００円

⑥休日パート保育士
■内勤務日時諮掌抄午前７時３０分～午後
１時と午後１時～６時３０分の交代勤
務 賃金獅時給１３６０円、通勤割増１
日２００円

⑦保育園臨時職員（子育て支援員）
■内勤務日時獅捷～晶午前８時３０分～午
後４時 賃金獅時給１０７０円、通勤割
増１日２００円
■対厚生労働省の定める子育て支援員研
修内「地域保育コース（一時預かり事
業）」を修了した人

⑧保育園臨時職員（保育アシスタント）
■内勤務日時獅捷～晶午前８時３０分～午
後４時 賃金獅時給１０２０円、通勤割
増１日２００円

保育園臨時職員 安城グルメガイドブックへ
の掲載店舗・広告掲載業者
市内の飲食店等を一冊にまとめた安
城グルメガイドブックを作成するため、
掲載を希望する店舗及び広告を掲載す
る業者を募集します。
■問安城市観光協会事務局（市商工課内
／緯〈７１〉２２３５）、叙エムアイシーグ
ループ 安城グルメガイド編集室（緯

０５６３〈５６〉５１１１）
掲載店舗
■対市内で営業する飲食店（和食、洋食、
中華、ラーメン、レストラン、焼肉、
居酒屋、スナック、バー、カフェ、
喫茶、スイーツ、パン等）
■内冊子サイズ獅縦１７．３尺×横１１尺
掲載サイズ獅１ページ
■¥掲載料金獅５０００円（税込）
■申１月１０日昭までに、申込用紙を郵送
（消印有効）かファクスで叙エムアイ
シーグループ 安城グルメガイド編
集室（〒４４５－０８１１西尾市道光寺町東
縄６５／胃０５６３〈５６〉５１６６）か、安城市
観光協会事務局（市商工課内／〒４４６
－８５０１住所不要／胃〈７６〉１１８４）へ
※申込用紙は市商工課、同協会HP
で配布。
※同協会HPの入力フォームからも
申込可。
広告掲載業者
市内業者優先。詳細は安城市観光協
会HPを確認するか、問い合わせてく
ださい。

適応指導教室に通う児童生徒の話し
相手や遊び相手となり、学習支援やス
ポーツ・体験活動を通した社会的自立
支援の補助等を行います。
児童生徒への理解を深めることで、
よりよい対応の仕方やかかわり方等を
学ぶことができます。
■内活動日時獅捷～晶午前９時～午後３
時（昭は正午まで）の中で都合のつく
日時
■対平成３０年度に４年制大学・短期大学・
大学院・専門学校等に在籍する学生

■他ボランティア保険に加入していただ
きます（保険料は市が負担）
■申午前９時～午後５時（休館日を除く）
に電話で教育センターへ申し込んだ
後、登録用紙を提出（その際に面接
を実施します）
■問教育センター（緯〈７５〉１０１０）

適応指導教室
学生ボランティア

■内職務内容獅学校図書館の環境整備、
蔵書点検、教師の授業サポート、児童
生徒の心の居場所づくり 勤務開始日
獅平成３１年４月１日 勤務時間獅１
日６時間、週２０時間程度 勤務場所獅

市内小中学校 賃金獅時給９８０円（研
修時は９３０円）、通勤割増１日２００円
■対司書（図書館司書）資格又は司書教諭
資格を有し、簡単なパソコンの操作
ができる人
■定３人
■申２月２８日昭までの午前９時～午後５
時（休館日を除く）に顔写真付履歴書
と資格を証明する書類を持ち、教育
センターへ
■問教育センター（緯〈７５〉１０１０）

学校司書

①②共通事項
■内職種獅保健師 選考獅面接（１月１０
日昭）
■定各若干名
■申１２月１７日捷～１月８日昇午前８時３０
分～午後５時１５分（休館日を除く）に
顔写真付履歴書と保健師免許証の原
本を持ち、保健センターへ

■問保健センター（緯〈７６〉１１３３）
①保健師（健診・相談業務等）
■内職務内容獅健診、相談業務、健康測
定会等の健康づくり啓発業務等 採
用日獅平成３１年１月１５日昇（応相談）
勤務日時獅捷～晶のうち週３～５日
程度、午前９時～午後５時のうち１
日４～７時間 賃金獅時給１４４０円、
通勤割増１日２００円 福利厚生獅勤
務条件に応じて健康保険・厚生年金・
雇用保険加入

②保健師（乳幼児健診等）
■内職務内容獅乳幼児健康診査等の保健
業務 採用日獅平成３１年１月１６日昌

（応相談） 勤務日時獅昌～晶のうち
週１～３日程度、午前８時３０分～午
後５時のうち１日２～４時間 賃金
獅時給１８９０円、通勤割増１日２００円

臨時保健師

情
報
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１月１２月
施 設 名 ５４３２１３１３０２９２８２７２６

松晶昭昌抄捷掌松晶昭昌

休休休休休休休市役所、明祥・桜井・北部支所、教育センター、保健センター陰

休休休休休休休環境クリーンセンター、リサイクルプラザ隠

休休休休休休

アンフォーレ本館（うち図書情報館については右を参照）、アグリライ
フ支援センター、せん定枝リサイクルプラント、安城ビジネスコン
シェルジュ、市民交流センター、KEYPORT、証明・旅券窓口セン
ター

韻

休休休休休休市民会館、文化センター、各地区公民館、青少年の家、市体育館、
スポーツセンター（アリーナ・事務室・トレーニングルーム）吋

休休休休休休休図書情報館右

休休休休休休休堀内公園宇

休休休リサイクルステーション、エコらんど烏

休休休休休休休休歴史博物館、市民ギャラリー、埋蔵文化財センター、丈山苑、安祥
閣、スポーツセンター（プール）、福祉センター、社会福祉会館羽

休休休休休休休休勤労福祉会館迂

休休デンパーク雨

休休休休休休休休休秋葉いこいの広場卯

レンタサイクルのサイクルポート（JR及び名鉄駅設置ポート）鵜

休総合斎苑窺

例年、年末年始は本庁舎市民課窓口が大変混み合います。下記「混雑予測カレンダー」を参考に、混み合
う日を避けての来庁にご協力ください。
また、年末年始に来庁される場合は、時間に十分な余裕をもってお越しください。
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陰１２月２８日晶の教育センターの開館時間は午後５時１５分まで。
隠１２月２９日松は午前８時３０分から正午まで家庭ごみの受付を行います。
韻１月４日晶に安城ビジネスコンシェルジュに来所する場合は事前に連絡してくださ
い。証明・旅券窓口センターでは、１月５日松はパスポートの取扱いは行いません。

吋１２月２８日晶の開館時間は午後５時まで。
羽福祉センターのうち、明祥福祉センターは１２月２８日晶・１月４日晶も開館。
鵜JR及び名鉄駅以外のポートは設置施設の休業日に準じます（ただし、水のかんきょ
う学習館はポートのみ１２月２８日晶も休業）。また、三河安城駅のポートは１月１日抄

～３日昭のみ利用時間を午前９時～午後４時に短縮します。

年末年始の施設休業日等

急な病気には
休日夜間急病診療所等につ
いて、本紙２０ページに掲載
しています
出生・死亡・婚姻の届出
市役所の休業日は、市役所
当直室で受け付けます

注

記

■問 ▼市民課（緯〈７１〉２２２１）●市民課（市役所本庁舎内）の混雑状況予測

支所、証明・旅券窓口センターでは、比較的スムーズに手続きができます。ぜひご利用ください。
●支所、証明・旅券窓口センター

明祥支所（明祥プラザ内）、桜井支所（桜井公民館内）、
北部支所（北部公民館内）

平日午前８時３０分～午後５時１５分（祝日、年末
年始（１２／２９～１／３）を除く）

開庁
日時

各種証明書（住民票・印鑑証明・戸籍謄（抄）本・
所得（非）課税証明書等の交付、住所の異動・
戸籍の届出（外国籍の方を除く））

取扱
業務

証明・旅券窓口センター（アンフォーレ本館 1階）
毎日午前９時～午後５時（アンフォーレ休館日
（※）を除く。パスポートは取扱日が異なりま
すのでご注意ください）

開庁
日時

各種証明書の交付（住所の異動や戸籍の届出は
受付不可）、パスポートの申請・交付（申請は平
日のみ、交付は平日と日曜日（祝日を除く））

取扱
業務

※祝日を除く毎月第２昇、偶数月第４昇・年末年始。

【市民課窓口混雑予測カレンダー】
土金木水火月日

１２／２９
閉庁日

１２／２８
★★★

１２／２７
★★
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★
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★★
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閉庁日

１／５
閉庁日

１／４
★★★

１／３
閉庁日

１／２
閉庁日

１／１
閉庁日

１２／３１
閉庁日

１２／３０
閉庁日

１／１２
閉庁日

１／１１
★

１／１０
★

１／９
★

１／８
★★

１／７
★★

１／６
閉庁日

★
★
★
非
常
に
混
雑
し
ま
す

★
★

か
な
り
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雑
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ま
す

★

混
雑
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 ■申申込方法等
餓広報あんじょう 2018.12.15

①～⑧共通事項
■内職務内容諮①～⑥獅保育 ⑦一時保
育 ⑧保育園の環境整備、保育補助
勤務開始日獅平成３１年４月（応相談）
勤務場所獅市内公立保育園 福利厚
生獅健康保険、厚生年金、雇用保険
加入（④～⑥を除く） 選考獅面接
（申込時又は指定日に実施）
■他就労時間内禁煙
■申捷～晶午前８時３０分～午後５時（閉
庁日を除く）に、顔写真付履歴書と
①～⑥は保育士証、⑦は子育て支援
員研修修了証書を持ち、保育課へ

■問保育課（緯〈７１〉２２２８）
①臨時保育士
■内勤務日時獅捷～晶午前８時３０分～午
後５時（松勤務有） 賃金獅月給２２万
２２９０円、通勤割増１日２００円

②６時間パート保育士
■内勤務日時諮襖獅捷～晶午前７時１５分
～午後１時１５分 鴬獅捷～晶午後１
時～７時 賃金獅時給１２６０円、通勤
割増１日２００円

③週４パート保育士、週３～４パート
保育士
■内勤務日時獅捷～晶午前８時３０分～午
後４時、松午前８時３０分～正午 賃
金獅時給１１６０円、通勤割増１日２００円

④週２～３パート保育士
■内勤務日時獅捷～晶午前８時３０分～午
後４時、松午前８時３０分～正午 賃
金獅時給１１６０円、通勤割増１日２００円

⑤延長パート保育士
■内勤務日時諮襖獅捷～松午前７時１５分
～１０時１５分 鴬獅捷～晶午後４時～
７時 鴎獅松正午～午後６時又は午
後１時～７時 黄獅勤務時間・日数
応相談 賃金獅時給１３６０円、通勤割
増１日２００円

⑥休日パート保育士
■内勤務日時諮掌抄午前７時３０分～午後
１時と午後１時～６時３０分の交代勤
務 賃金獅時給１３６０円、通勤割増１
日２００円

⑦保育園臨時職員（子育て支援員）
■内勤務日時獅捷～晶午前８時３０分～午
後４時 賃金獅時給１０７０円、通勤割
増１日２００円
■対厚生労働省の定める子育て支援員研
修内「地域保育コース（一時預かり事
業）」を修了した人

⑧保育園臨時職員（保育アシスタント）
■内勤務日時獅捷～晶午前８時３０分～午
後４時 賃金獅時給１０２０円、通勤割
増１日２００円

保育園臨時職員 安城グルメガイドブックへ
の掲載店舗・広告掲載業者
市内の飲食店等を一冊にまとめた安
城グルメガイドブックを作成するため、
掲載を希望する店舗及び広告を掲載す
る業者を募集します。
■問安城市観光協会事務局（市商工課内
／緯〈７１〉２２３５）、叙エムアイシーグ
ループ 安城グルメガイド編集室（緯

０５６３〈５６〉５１１１）
掲載店舗
■対市内で営業する飲食店（和食、洋食、
中華、ラーメン、レストラン、焼肉、
居酒屋、スナック、バー、カフェ、
喫茶、スイーツ、パン等）
■内冊子サイズ獅縦１７．３尺×横１１尺
掲載サイズ獅１ページ
■¥掲載料金獅５０００円（税込）
■申１月１０日昭までに、申込用紙を郵送
（消印有効）かファクスで叙エムアイ
シーグループ 安城グルメガイド編
集室（〒４４５－０８１１西尾市道光寺町東
縄６５／胃０５６３〈５６〉５１６６）か、安城市
観光協会事務局（市商工課内／〒４４６
－８５０１住所不要／胃〈７６〉１１８４）へ
※申込用紙は市商工課、同協会HP
で配布。
※同協会HPの入力フォームからも
申込可。
広告掲載業者
市内業者優先。詳細は安城市観光協
会HPを確認するか、問い合わせてく
ださい。

適応指導教室に通う児童生徒の話し
相手や遊び相手となり、学習支援やス
ポーツ・体験活動を通した社会的自立
支援の補助等を行います。
児童生徒への理解を深めることで、
よりよい対応の仕方やかかわり方等を
学ぶことができます。
■内活動日時獅捷～晶午前９時～午後３
時（昭は正午まで）の中で都合のつく
日時
■対平成３０年度に４年制大学・短期大学・
大学院・専門学校等に在籍する学生

■他ボランティア保険に加入していただ
きます（保険料は市が負担）
■申午前９時～午後５時（休館日を除く）
に電話で教育センターへ申し込んだ
後、登録用紙を提出（その際に面接
を実施します）
■問教育センター（緯〈７５〉１０１０）

適応指導教室
学生ボランティア

■内職務内容獅学校図書館の環境整備、
蔵書点検、教師の授業サポート、児童
生徒の心の居場所づくり 勤務開始日
獅平成３１年４月１日 勤務時間獅１
日６時間、週２０時間程度 勤務場所獅

市内小中学校 賃金獅時給９８０円（研
修時は９３０円）、通勤割増１日２００円
■対司書（図書館司書）資格又は司書教諭
資格を有し、簡単なパソコンの操作
ができる人
■定３人
■申２月２８日昭までの午前９時～午後５
時（休館日を除く）に顔写真付履歴書
と資格を証明する書類を持ち、教育
センターへ
■問教育センター（緯〈７５〉１０１０）

学校司書

①②共通事項
■内職種獅保健師 選考獅面接（１月１０
日昭）
■定各若干名
■申１２月１７日捷～１月８日昇午前８時３０
分～午後５時１５分（休館日を除く）に
顔写真付履歴書と保健師免許証の原
本を持ち、保健センターへ

■問保健センター（緯〈７６〉１１３３）
①保健師（健診・相談業務等）
■内職務内容獅健診、相談業務、健康測
定会等の健康づくり啓発業務等 採
用日獅平成３１年１月１５日昇（応相談）
勤務日時獅捷～晶のうち週３～５日
程度、午前９時～午後５時のうち１
日４～７時間 賃金獅時給１４４０円、
通勤割増１日２００円 福利厚生獅勤
務条件に応じて健康保険・厚生年金・
雇用保険加入

②保健師（乳幼児健診等）
■内職務内容獅乳幼児健康診査等の保健
業務 採用日獅平成３１年１月１６日昌

（応相談） 勤務日時獅昌～晶のうち
週１～３日程度、午前８時３０分～午
後５時のうち１日２～４時間 賃金
獅時給１８９０円、通勤割増１日２００円

臨時保健師

情
報
ボ
ッ
ク
ス
は
左
側
か
ら
お
読
み
く
だ
さ
い

１月１２月
施 設 名 ５４３２１３１３０２９２８２７２６

松晶昭昌抄捷掌松晶昭昌

休休休休休休休市役所、明祥・桜井・北部支所、教育センター、保健センター陰

休休休休休休休環境クリーンセンター、リサイクルプラザ隠

休休休休休休

アンフォーレ本館（うち図書情報館については右を参照）、アグリライ
フ支援センター、せん定枝リサイクルプラント、安城ビジネスコン
シェルジュ、市民交流センター、KEYPORT、証明・旅券窓口セン
ター

韻

休休休休休休市民会館、文化センター、各地区公民館、青少年の家、市体育館、
スポーツセンター（アリーナ・事務室・トレーニングルーム）吋

休休休休休休休図書情報館右

休休休休休休休堀内公園宇

休休休リサイクルステーション、エコらんど烏

休休休休休休休休歴史博物館、市民ギャラリー、埋蔵文化財センター、丈山苑、安祥
閣、スポーツセンター（プール）、福祉センター、社会福祉会館羽

休休休休休休休休勤労福祉会館迂

休休デンパーク雨

休休休休休休休休休秋葉いこいの広場卯

レンタサイクルのサイクルポート（JR及び名鉄駅設置ポート）鵜

休総合斎苑窺

例年、年末年始は本庁舎市民課窓口が大変混み合います。下記「混雑予測カレンダー」を参考に、混み合
う日を避けての来庁にご協力ください。
また、年末年始に来庁される場合は、時間に十分な余裕をもってお越しください。

駕 広報あんじょう 2018.12.15

陰１２月２８日晶の教育センターの開館時間は午後５時１５分まで。
隠１２月２９日松は午前８時３０分から正午まで家庭ごみの受付を行います。
韻１月４日晶に安城ビジネスコンシェルジュに来所する場合は事前に連絡してくださ
い。証明・旅券窓口センターでは、１月５日松はパスポートの取扱いは行いません。

吋１２月２８日晶の開館時間は午後５時まで。
羽福祉センターのうち、明祥福祉センターは１２月２８日晶・１月４日晶も開館。
鵜JR及び名鉄駅以外のポートは設置施設の休業日に準じます（ただし、水のかんきょ
う学習館はポートのみ１２月２８日晶も休業）。また、三河安城駅のポートは１月１日抄

～３日昭のみ利用時間を午前９時～午後４時に短縮します。

年末年始の施設休業日等

急な病気には
休日夜間急病診療所等につ
いて、本紙２０ページに掲載
しています
出生・死亡・婚姻の届出
市役所の休業日は、市役所
当直室で受け付けます

注

記

■問 ▼市民課（緯〈７１〉２２２１）●市民課（市役所本庁舎内）の混雑状況予測

支所、証明・旅券窓口センターでは、比較的スムーズに手続きができます。ぜひご利用ください。
●支所、証明・旅券窓口センター

明祥支所（明祥プラザ内）、桜井支所（桜井公民館内）、
北部支所（北部公民館内）

平日午前８時３０分～午後５時１５分（祝日、年末
年始（１２／２９～１／３）を除く）

開庁
日時

各種証明書（住民票・印鑑証明・戸籍謄（抄）本・
所得（非）課税証明書等の交付、住所の異動・
戸籍の届出（外国籍の方を除く））

取扱
業務

証明・旅券窓口センター（アンフォーレ本館1階）
毎日午前９時～午後５時（アンフォーレ休館日
（※）を除く。パスポートは取扱日が異なりま
すのでご注意ください）

開庁
日時

各種証明書の交付（住所の異動や戸籍の届出は
受付不可）、パスポートの申請・交付（申請は平
日のみ、交付は平日と日曜日（祝日を除く））

取扱
業務

※祝日を除く毎月第２昇、偶数月第４昇・年末年始。

【市民課窓口混雑予測カレンダー】
土金木水火月日

１２／２９
閉庁日

１２／２８
★★★

１２／２７
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１／５
閉庁日

１／４
★★★

１／３
閉庁日

１／２
閉庁日

１／１
閉庁日

１２／３１
閉庁日

１２／３０
閉庁日

１／１２
閉庁日
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