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新年への
　　願いを込めて……

年末年始 新型コロナにご注意を!
年末年始は、人の移動が集中し「密」になりがち
なため、帰省や旅行を分散していただくようご協
力をお願いします。また、多くの人出が見込ま
れる初詣は、正月三が日を避けた「分散参拝」に
ご協力ください。
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　明けましておめでとうござい
ます。新型コロナウイルス感染
症の猛威は、国内においても依
然、予断を許さない状況が続い
ています。コロナ禍において、
感染への不安や緊張の中、医療・
福祉をはじめ地域の安全安心を

守るためのお仕事に従事されている皆さまに、敬意を
表するとともにそのご尽力に心より感謝申し上げます。
　本市では、市民の皆さまへの生活支援や雇用対策、
事業者に向けての経済支援で景気の下支えを行い、特
に未来を担う世代と地域の産業活力の維持を意識した
支援に力を入れてまいりました。今後も引き続き国や
県と連携を図りながら、迅速かつ的確な市民生活や経
済活動の支援を進めてまいります。
　昨年は、４月にデンパークフローラルプレイスを、
８月にスポーツセンターをリニューアルオープンし、
コロナの緊急事態宣言解除後には多くのお客さまにお
越しいただきました。幸いなことにコロナ禍において
も地域の経済活動は比較的堅調であり、本市としては
引き続き民間との連携を図り、新たな経済活力やまち

の賑わいに繋がる事業を積極的に進め、魅力あるまち
づくりに努めてまいります。
　今年は、３月に名鉄新安城駅が橋上化され利便性の
向上が図られるとともに、９月からは移転整備される
北部学校給食共同調理場において、安全でおいしい学
校給食の提供が始まります。また、令和３年末までに
は、安城更生病院の新棟が完成し、地域医療の充実が
図られます。さらに、中心市街地では高層マンション、
オフィスビル、ビジネスホテル等の複合施設「デンシ
ティ」の建設が令和３年度末の竣工に向けて進められ
ています。
　本市では、第８次総合計画において、目指す都市像
に「幸せつながる健幸都市　安城」を掲げています。令
和２年度から５年度までの後期計画では、持続可能な
開発目標「SDGs」の視点を取り入れています。
　先行き不透明感の漂う世相ですが、引き続き明るい
話題の提供に努めるとともに、市民一人ひとりが生活
の豊かさとともに幸せを実感できる“ケンサチ（健幸）”
のまちの実現を図ってまいります。

安城市長　神谷 学

　明けましておめでとうござい
ます。
　市民の皆さまにおかれまして
は、輝かしい新春をお迎えのこ
とと心からお喜び申し上げます。
新春を寿

ことほ

ぎ、市議会を代表しま
して謹んで新年のご挨拶を申し

上げます。
　昨年から新型コロナウイルス感染症の感染拡大が続
いています。あらためまして、今回の感染症でお亡く
なりになられた方々に、衷心より哀悼の誠を捧げます。
そして、このウイルスとの闘いの最前線で日夜奮闘し
ていただいている医療・介護従事者の皆さまをはじめ、
多くの方々の献身的なご尽力のおかげで、現在の私た
ちの暮らしが成り立っていることに深く敬意を表する
とともに、心より感謝申し上げます。また、市民の皆
さまにも、感染拡大の防止にご理解とご協力をいただ
き、ありがとうございます。
　新型コロナウイルス感染症の世界的な拡大は、医療
現場や経済活動への影響だけでなく、新たな生活様式

や価値観の広がり等、多方面に影響し、様々な変化を
もたらしています。ウィズコロナ、ポストコロナ時代
を見据え、今後、地方自治体も施策の方向性を的確に
変化させて、新たな日常の実現に向けて必要な取り組
みを進めていく必要があります。
　コロナ禍では、先進諸国と比べて日本のデジタル化
が遅れていることが明確となりました。政府は、今後
我が国の社会全体のデジタル化を強力に推進しようと
しています。デジタル化は、生産性を引き上げ、今後
の経済成長を主導するとともに、より便利で豊かな生
活を実現する上で重要な役割を担うと考えられます。
安城市議会としましても、引き続き感染防止対策を講
じるとともに、今後、こうしたポストコロナ時代の流
れに乗り遅れることなく、ピンチをチャンスに変え、
活力ある未来を創っていきたいと思います。
　結びにあたり、本年が皆さまにとって幸多き年とな
りますようご祈念申し上げ、年頭のご挨拶といたしま
す。

安城市議会議長　大屋 明仁

新年のごあいさつ
今年、どんな年にしたいですか？

愛知県農村生活アドバイザーの皆さん

仙藤誠さん（榎前町）

こきーぼーさん（市内在住）

小出さん（東新町）

馬場さん（朝日町）

岡田さん（百石町）

野澤太希くん（左、朝日町）

平岡さん（桜町）

昨年は、新型コロナウイルスの影響で、今まで当たり前だったことの大切
さに気付かされた1年でした。今年はいい1年にしたいですね。
そこで、市民の皆さんに今年の夢を聞いてみました。

市民の皆さんに聞きました新春企画

コロナが早く収束して平穏な
年になってほしい。歌の活動
で世の中を明るくしたいです。

子ども達が健康
に過ごせるよう
に、成長を見届
けていきたい！

ごみのない
きれいなまちに
したいです！

健康に過ごしたい。コロナが落
ち着いたら、去年行けなかった
旅行に家族で行きたいです。

コロナでいろいろな行事が
なくなっているので、早く収束し
て今までどおり活動したいです。

2020年よりいい年にしたい
です。いろいろなところに
行って見聞を広めたい！

コロナがどっかに行って、
楽しい1年にしたい！
運動会でリレーがしたいな。

安城七夕まつりに
行きたいです！

地元の野菜等を食べて、
心身ともに健康に過ごせ
る年にしたいです。

鈴木さん（上条町）

鈴木さん（上条町）

操法競練会や七夕まつり
の警戒等、消防団で例年
どおりの活動がしたい！

鈴木さん（古井町）

大見さん（池浦町）

気兼ねなく、家
族みんなで温泉
に行きたいな。

元気で丈夫に
いたいです！
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第８次安城市総合計画（後期計画） を達成するための実施計画を策定しました

特集１

　実施計画とは、長期的なまちづくりの指針である第8次総合計画で目指す都市像「幸せつなが
る健幸都市　安城」を実現するために、総合的かつ計画的なまちづくりを推進するための計画です。↗

令和３年度 －
令和４年度 ２億７,７００万円
令和５年度 ２億７,７００万円

新棟

安城更生病院新棟完成イメージ図

しごとづくり

ひとづくり ～健康で幸せに
暮らし続ける～

～新しい時代の流れを力にし、
　　　　　　　安定した雇用を維持する～

令和元年インカレ開催時のおもてなし

市民の医療環境の充実を図るため、
現在工事中の安城更生病院新棟建設
に対し補助金を交付します。

安城更生病院
新棟建設補助事業

観光資源を最大限活用し、安城市の魅力を向上させるため、南吉市民
ミュージカル、安城公式カクテルコンテス
ト、全日本大学女子ソフトボール選手権大
会（インカレ）で来場者をおもてなしする
インカレおもてなし事業を実施します。

令和３年度 ２,3００万円

令和４年度 ２,6００万円

令和５年度 １,２００万円

観光協会支援事業

市内中小企業の経営基盤の強化を図るため、総合的に支援を行います。新型
コロナウイルス感染症対策を新たなビジネスにつなげようとする事業者や、商取引につながる情報を発
信するウェブ展示場の開設及びビジネス交流会を実施する安城商工会議所に対し、補助金を交付します。

令和３年度 ５,８００万円

令和４年度 ５,3００万円

令和５年度 6,6００万円

がんばる中小企業応援事業

移動困難な在宅の要介護・要支援認定者の外
出支援・促進を図るため、病院や買い物等の
移動手段とし
て、一般タク
シー助成券を
交付します。

高齢者（要介護・要支援認定者）
一般タクシー助成事業

令和３年度 1,3００万円

令和４年度 １,6００万円

令和５年度 １,８００万円

公立・事業団保育園が、園児の紙オムツの処分を
園で実施することにより、保護者及び保育士の負
担軽減を図ります。民
間保育所等が行う場合
は、費用の一部に対し
補助金を交付します。

使用済紙オムツ回収・
処分事業

令和３年度 ８4０万円

令和４年度 4７０万円

令和５年度 4７０万円
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第８次安城市総合計画（後期計画） を達成するための実施計画を策定しました

※事業名横の記号は事業に対応するSDGsの達成目標。各表は年度単位の事業費。

問▶企画政策課（☎〈７１〉２２04）

令和3年度から5年度までの実施計画に掲げた主な事業を、総合計画の重点戦略「健幸都市推進
プロジェクト」の3つの柱である「ひとづくり」「しごとづくり」「まちづくり」に分けて紹介します。

まちづくり ～みんなでつくる
住みたい、住みつづけたいまち～

令和３年度 ３億８,２００万円
令和４年度 ９億５,７００万円
令和５年度 4,８００万円

井杭山住宅完成イメージ図

老朽化により劣化の激し
い井杭山住宅の建替を行
います。

市営住宅建設事業

行財政運営 効率的な行財政運営、
多様な主体との連携・協働等

令和３年度 1億１,９００万円

令和４年度 ３億２,3００万円

令和５年度 ８,4００万円

新しい生活様式に対応した市民サービスの向上と、自治体のDX（デジ
タルトランスフォーメーション）（※）を推進していくための取組みを
実施します。合わせて、庁内ICT環境の整備等を行います。

ICT推進事業

市道福釜安城線の通学橋（福釜町）の架け替えと前後の道
路整備を行います。橋を含
めた道路の狭あい区間を改
善し、道路利用者の利便性
や安全性を向上させます。

主要道路新設改良事業
（市道福釜安城線、通学橋）

通学橋完成イメージ図

令和３年度 ９,２００万円

令和４年度 1億4,７００万円

令和５年度 １,５００万円

（※）デジタル技術を活用して行政サービスを変革すること。

安城南明治第一土地区画整理事
業、住宅市街地総合整備事業、
南明治地区土地有効活用事業、
他２事業を実施します。

南明治土地区画
整理事業

令和３年度 １4億５,８００万円

令和４年度 ７億3,８００万円

令和５年度 ６億５,９００万円

南明治地区土地有効
活用事業の建物完成
イメージ図 ▼

土地区画整理事業が進む南明治地区 ▼
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特集１

　実施計画とは、長期的なまちづくりの指針である第8次総合計画で目指す都市像「幸せつなが
る健幸都市　安城」を実現するために、総合的かつ計画的なまちづくりを推進するための計画です。↗

令和３年度 －
令和４年度 ２億７,７００万円
令和５年度 ２億７,７００万円
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安城更生病院新棟完成イメージ図
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令和元年インカレ開催時のおもてなし
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令和３年度 ２,3００万円
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令和５年度 １,２００万円

観光協会支援事業

市内中小企業の経営基盤の強化を図るため、総合的に支援を行います。新型
コロナウイルス感染症対策を新たなビジネスにつなげようとする事業者や、商取引につながる情報を発
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問▶商工課（☎〈71〉2235）

安城市消費生活センターが
「消費生活」にまつわる相談を
お受けします

安城市消費生活センターでは、悪質商法や商品・
サービスに関するトラブル等の相談を受け付けて
います。昨年度の相談件数は875件、今年度も11
月末までに昨年度と同じペースで相談が寄せられ
ています。消費生活にまつわる悩みごとは、一人
で悩まず消費生活センターへご相談ください。消
費生活専門の相談員がサポートします。

平成30年度 令和元年度 令和２年度
1 架空請求（144件／24.0％） 架空請求（74件／14.0％） 健康食品（46件／10.7％）
２ 放送・コンテンツ（67件／11.1％） 放送・コンテンツ（60件／11.4％） 架空請求（44件／10.2％）

3 インターネット通信サービス
（23件／3.8％） 化粧品（34件／6.4％） 放送・コンテンツ（42件／9.7％）

4 レンタル・リース・賃貸
（21件／3.5％） 健康食品（32件／6.0％） 役務その他(建物点検・結婚相

談所等)（19件／4.4％）

5 健康食品（19件／3.1％） インターネット通信サービス
（18件／3.4％） 化粧品（16件／3.7％）

安城市ではインターネット上での契約に関する相談が増加傾向にあります。今
年度相談の多い上位５つの内容も、その多くが通信販売、特にインターネット
契約によるものです。新型コロナウイルス感染症の影響により在宅時間が増え
たことが要因で、今後もトラブル増加が見込まれます。通信販売は簡単で便利
ですが、クーリングオフができません。契約するときは一層注意が必要です。

安城市の
新規
相談件数
TOP5

０
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Ｒ2年度
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���件 ���件
���件

Ｈ28年度

安城市消費生活相談件数の推移 総相談件数
新規相談件数

相談
員が解説！

▶架空請求
ハガキによる架空請求だけでなく、封書で届く事例も報告さ
れています。また、携帯電話やスマートフォンのショートメ
ッセージで届く場合もあります。いずれも、〈問い合わせ先〉
と記載してある番号へは電話をしないでください。

▶健康食品
「ダイエットサプリ
や体に良いとされて
いる健康食品等を、
初回お試し価格で試せると思い注文した
が、実は定期購入だった。しかも、2回
目からはかなり高額になっていた」とい
う相談が後を絶ちません。通販サイトで
は定期購入の条件があることが画面下部
に記載されている等、スマートフォンで
は画面が小さく見づらくなっているケー
スがあります。また、解約は電話のみと
し、何度かけてもつながらず、解約しづ
らい場合も多いです。注文前に内容をよ
く確認してください。

▶放送・コンテンツ
ワンクリック請求、パソコンセ
キュリティ、出会い系、情報商
材・占い・懸賞サイト等の情報
サイトに関する相談です。
身に覚えのない内容のショート
メッセージやメールが届いた経
験はありませんか？メール等に掲載されているアドレスをク
リックしないでください。自分の個人情報が相手に伝わって
しまい、トラブルに発展する可能性が高くなります。

●例

こんな相談が寄せられています

広報あんじょう　2021.1 7

屋根の瓦がずれています
このままでは危ない
ですよ 必要

ないわ

嘘の理由で本当に
支払われるのかしら？

保険金を使えば
無料で修理
できます

自己負担
ゼロ !!

古くなった所も
先日の台風の
せいにして

保険金を請求
しちゃい
ましょう！

❶ ❷
❸ ❹

足りない分を
借りないと…

今月の支払い
が出来ない…

仕事が減って
生活が苦しい…

もう
借りられないし
返せない

数カ月後

どうしようーーー!!

❶ ❷
❸ ❹

●相談日　㈪㈫㈭㈮（祝日・年末年始を除く）　●場所　市役所さくら庁舎
●時間　午前９時30分～午後４時（受付は午後３時30分まで。予約優先）
※電話でも面談でも相談できます。一人１時間以内。
●予約方法　相談希望日の１週間前から電話で消費生活センターへ
※予約受付時間は上記の相談時間内。時間外の予約は市商工課(☎〈71)2235)へ。
※消費生活相談窓口 消費者ホットライン（☎1

い

8
や

8
や

）でも相談を受け付けていま
す。
●その他　当センターで相談を受けた人を対象に、弁護士による消費生活相
談も実施しています（毎月第４㈫午後１時～３時。一人30分）

一人で悩まず、まず相談を！安城市消費生活センター

借金返済のため借金をするようになると、借
金は雪だるま式に増えていき、多重債務状態
になります。多重債務は早めの相談が大切で
す。消費生活センターでは、借金の状態を整
理し、債務整理の方法を説明します。必要に
応じて弁護士による相談も行っています。い
ろいろな解決方法がありますので、まずはご
相談ください。

◦すぐに契約せず、加入先の保険会社
や保険代理店に相談しましょう。

◦嘘の理由で保険金を請求することは
絶対にやめましょう。

これだけは覚えておいてね！

知っ得！身近な消費生活相談

新型コロナウイルス感染症拡大の影響で
仕事が減り、収入が減少した人もいると
思われます。一時的なつもりで複数の金
融業者からカードローンやキャッシング
をしたが返済できず、多重債務におちい
る人が増えています。

「火災保険を使って自己負担なく住宅
の修理ができる」と勧誘する、住宅修
理サービスに関する相談が
急増しています。嘘の理由
による保険金請求は保険金
詐欺に該当します。

数年前にクーリングオフに
ついて困って相談に行きま
した。初めてのことでとて
も緊張していましたが、わ
かりやすい説明やスムーズ
な手続きで、ホッとして帰
宅できたことを今でも覚え
ています。

利用者の声

8保険金が使える！？住宅修理サービスの巻

9多重債務の巻

☎〈76〉7749
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も緊張していましたが、わ
かりやすい説明やスムーズ
な手続きで、ホッとして帰
宅できたことを今でも覚え
ています。

利用者の声

8保険金が使える！？住宅修理サービスの巻

9多重債務の巻

☎〈76〉7749
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所得税・市県民税の申告はお早めに

特集３

主な申告例 ④社会保険料の支払明細書又は領収書
※国民健康保険税及び介護保険料、後期高齢者医
療保険料の支払明細書は、該当者へ市役所から
１月２１日㈭に発送します（年金から天引きされ
ている人は、源泉徴収票に金額が記載されてい
ます）。国民年金保険料については、刈谷年金事
務所で、支払証明書の交付を受けてください。
⑤医療費の明細書（右ページ「申告に関する主な制
度について」参照）
⑥認め印
⑦申告者本人名義の口座（金融機関名、支店名、
口座番号）がわかるもの（通帳等）
⑧筆記用具
⑨確定申告のお知らせ（はがき又は通知書。届い
た人のみ）

令和２年１月１日～令和２年１２月３１日に次の①～
⑤に該当する所得があった、又は⑥、⑦に該当す
る人は申告が必要です。
ただし、申告義務がない人でも、申告をすること
により所得税及び復興特別所得税が還付される場
合があります。
①営業、農業、不動産等の所得
②２カ所以上からの給与
③生命保険契約等に基づく満期及び解約等による
所得
④所得税の源泉徴収がされていない賃金
⑤土地、建物等の譲渡所得
⑥源泉徴収制度の対象となっていない年金（外国
年金等）を受給している
⑦公的年金等（遺族年金や障害者年金を除く）の所
得があり、各種所得控除を受ける
※公的年金等の収入金額が400万円以下で、かつ
公的年金等以外の所得が２0万円以下の人は、所
得税の確定申告は不要ですが、各種所得控除を
受ける人は、市民税・県民税の申告が必要です。

問▶刈谷税務署（☎〈２１〉６２１１）、市市民税課（☎〈７１〉２２１4）

申告書の発送・配布
昨年の状況に基づき、１月２５日㈪に市民税・県民
税申告書を市役所から発送します。なお、原則と
して確定申告書は送付しません。

申告に必要なもの（主な例）
②～⑤の書類はいずれも原本が必要です。
①本人確認書類（マイナンバー（個人番号）が分か
るものの写し及び身元確認書類の写し）
※マイナンバーカードを持っている人はマイナン
バーカード表裏の写しのみ。なお、刈谷税務署
以外で申告する人は申告書に本人確認書類の写
しを添付する必要があります。
※通知カードは昨年5月に廃止されていますが、
通知カードに記載された氏名・住所等が住民票
に記載されている内容と一致する場合に限り、
引き続き確認書類として利用できます。
②源泉徴収票等、収入金額がわかるもの（必要に
応じ、配偶者のもの）
③生命保険料、地震保険料、損害保険料等の控除
証明書

申告書の提出
市民税・県民税申告書は市役所へ、確定申告書は
刈谷税務署へ提出してください。確定申告書の控
えに収受印が必要な場合は切手を貼った返信用封
筒を同封して刈谷税務署へ郵送してください。
■インターネットによる申告をご利用ください
申告は国税電子申告・納税システム「e-Tax」の利
用が便利です。e-Taxを利用すると、パ
ソコン・スマートフォン・タブレット
端末で作成した確定申告書を送信でき
ます。詳細は国税庁HP（右記QRコード参照）を確
認してください。

■次の申告相談は刈谷税務署へ
①令和元年分以前の所得税の申告
②営業・農業・不動産所得の申告
③土地・建物・株式等の譲渡所得の申告
④申告分離課税を選択する上場株式等の配当所得、
先物取引による雑所得、仮想通貨の売却・使用
による所得の申告
⑤相続・贈与等に係る生命保険契約等に基づく年
金の申告
⑥贈与税・相続税・消費税の申告
⑦住宅借入金等特別控除の申告のうち、最初の年・
借換え・連帯債務・再適用の申告
⑧住宅耐震（特定）改修、認定長期優良住宅等に係
る特別控除の申告
⑨海外に居住している親族を控除対象扶養親族と
して追加する申告
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申告会場

■刈谷税務署での申告
会場への入場には入場整理券が必要です。入場整
理券は、当日税務署で配布しますが、相談可能人
数に達した時点で受付を終了します。
入場整理券は、オンラインで入手できる仕組みも導
入する予定です。今後、国税庁HP等で案内します。
●開設期間　２月１６日㈫～３月１５日㈪午前９時～
午後5時（㈯㈰㈷を除く。２月２１日㈰・２８日㈰は開設）
※今回の確定申告では、公的年金受給者を主な対
象として、２月１６日より前の平日に申告相談を
受け付けています。

■市役所・市内３会場での申告
市役所会場の駐車場は市役所西駐車場（さくら庁
舎隣）又は市役所立体駐車場（市役所前）を利用し
てください。立体駐車場の利用料金は３時間以内
は無料、３時間を超過した場合は３0分までごとに
１00円です。
※申告時点で安城市に住民登録のない人は、住民
登録のある市町村か税務署で申告してください。

●開催日・会場・受付時間　右表のとおり

開催日 会場
1月２８日㈭ 桜井福祉センター

※桜井公民館ではありません。1月２９日㈮
2月2日㈫

北部公民館
2月３日㈬
2月４日㈭

明祥公民館
2月５日㈮
2月16日㈫～
３月15日㈪

市役所大会議室
（本庁舎３階）

※市役所会場でエレベーターを使用する場合は、北
庁舎玄関を利用してください。

※住んでいる地域にかかわらず、いずれの会場も利
用できます。

●受付時間　午前9時～午後3時（例年と異
なりますので注意してください）いずれの会場も新型コロナウイルス感染症対策

として、来場の際には、マスクの着用、検温、連
絡先の記載、入口等でのアルコール消毒等をお
願いします。発熱が確認された人、感染症対策
に協力していただけない人は、入場できません。

市役所及び市内３会場での申告日程

会場での新型コロナウイルス感染症対策
例年いずれの会場も、初日や開場直後は大変
混雑します。混雑を避けた来場をお願いします。
会場では番号札を配布し、面接時間を指定し
ます。また、待合室での混雑を避けるために、
待合席を例年より大幅に減らします。指定の
時間になるまで、自宅や自家用車での待機を
お願いします。
今後の新型コロナウイルス感染症の拡大状況
によっては、申告会場が変更になる場合があ
ります。最新の情報は市HPに掲載します。

◆上場株式の配当について
　所得税の確定申告書等におい
て「上場株式等に係る配当所得」
又は「上場株式等に係る譲渡所
得」を、総合課税又は申告分離
課税として申告した場合は、市
民税・県民税も同様にその課税
方法が適用されます。ただし、
市民税・県民税の納税通知書が
届く日までに、確定申告書とは
別に市民税・県民税申告書を提
出することで、所得税と異なる
課税方法を選択することができ
ます。市民税・県民税の納税通
知書が届く日までに、確定申告
において申告しなかった場合は、
申告不要制度を選択したものと
みなされます。

◆医療費控除について
「医療費控除の明細書」の添付が
必要です。今年の確定申告から
医療費の領収書の添付又は提示
によることはできません。なお、
医療費の領収書は5年間保存す
る必要があります。また、医療
保険者から交付を受けた医療費
通知（健康保険組合等が発行す
る「医療費のお知らせ」等）を添
付すると、明細の記入を省略で
きます。

◆要介護認定を受けている人の
控除について
①障害者控除対象者認定書
身体障害者手帳等の交付を受け
ていない要介護者で、障害者に

準ずる人であると認められると、
市発行の認定書で障害者控除を
受けることができます。
②おむつ代の医療費控除確認書
おむつ代を医療費控除の対象と
する場合は医師発行のおむつ使
用証明書が必要ですが、昨年の
申告でおむつ使用証明書を提出
した人は、市発行の確認書でこ
れに代えられる場合があります。
●対象者　要介護認定１～5の
人で①➡６５歳以上の人　②➡寝
たきり状態で、昨年も同様の申
告をした人
●申込み　高齢福祉課（☎〈7１〉２２
２３）
※認定書、確認書は申込み後１
週間程度で送付します。

申告に関する主な制度について
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所得税・市県民税の申告はお早めに

特集３

主な申告例 ④社会保険料の支払明細書又は領収書
※国民健康保険税及び介護保険料、後期高齢者医
療保険料の支払明細書は、該当者へ市役所から
１月２１日㈭に発送します（年金から天引きされ
ている人は、源泉徴収票に金額が記載されてい
ます）。国民年金保険料については、刈谷年金事
務所で、支払証明書の交付を受けてください。
⑤医療費の明細書（右ページ「申告に関する主な制
度について」参照）
⑥認め印
⑦申告者本人名義の口座（金融機関名、支店名、
口座番号）がわかるもの（通帳等）
⑧筆記用具
⑨確定申告のお知らせ（はがき又は通知書。届い
た人のみ）

令和２年１月１日～令和２年１２月３１日に次の①～
⑤に該当する所得があった、又は⑥、⑦に該当す
る人は申告が必要です。
ただし、申告義務がない人でも、申告をすること
により所得税及び復興特別所得税が還付される場
合があります。
①営業、農業、不動産等の所得
②２カ所以上からの給与
③生命保険契約等に基づく満期及び解約等による
所得

④所得税の源泉徴収がされていない賃金
⑤土地、建物等の譲渡所得
⑥源泉徴収制度の対象となっていない年金（外国
年金等）を受給している

⑦公的年金等（遺族年金や障害者年金を除く）の所
得があり、各種所得控除を受ける

※公的年金等の収入金額が400万円以下で、かつ
公的年金等以外の所得が２0万円以下の人は、所
得税の確定申告は不要ですが、各種所得控除を
受ける人は、市民税・県民税の申告が必要です。

問▶刈谷税務署（☎〈２１〉６２１１）、市市民税課（☎〈７１〉２２１4）

申告書の発送・配布
昨年の状況に基づき、１月２５日㈪に市民税・県民
税申告書を市役所から発送します。なお、原則と
して確定申告書は送付しません。

申告に必要なもの（主な例）
②～⑤の書類はいずれも原本が必要です。
①本人確認書類（マイナンバー（個人番号）が分か
るものの写し及び身元確認書類の写し）

※マイナンバーカードを持っている人はマイナン
バーカード表裏の写しのみ。なお、刈谷税務署
以外で申告する人は申告書に本人確認書類の写
しを添付する必要があります。

※通知カードは昨年5月に廃止されていますが、
通知カードに記載された氏名・住所等が住民票
に記載されている内容と一致する場合に限り、
引き続き確認書類として利用できます。

②源泉徴収票等、収入金額がわかるもの（必要に
応じ、配偶者のもの）

③生命保険料、地震保険料、損害保険料等の控除
証明書

申告書の提出
市民税・県民税申告書は市役所へ、確定申告書は
刈谷税務署へ提出してください。確定申告書の控
えに収受印が必要な場合は切手を貼った返信用封
筒を同封して刈谷税務署へ郵送してください。
■インターネットによる申告をご利用ください
申告は国税電子申告・納税システム「e-Tax」の利
用が便利です。e-Taxを利用すると、パ
ソコン・スマートフォン・タブレット
端末で作成した確定申告書を送信でき
ます。詳細は国税庁HP（右記QRコード参照）を確
認してください。

■次の申告相談は刈谷税務署へ
①令和元年分以前の所得税の申告
②営業・農業・不動産所得の申告
③土地・建物・株式等の譲渡所得の申告
④申告分離課税を選択する上場株式等の配当所得、
先物取引による雑所得、仮想通貨の売却・使用
による所得の申告
⑤相続・贈与等に係る生命保険契約等に基づく年
金の申告
⑥贈与税・相続税・消費税の申告
⑦住宅借入金等特別控除の申告のうち、最初の年・
借換え・連帯債務・再適用の申告
⑧住宅耐震（特定）改修、認定長期優良住宅等に係
る特別控除の申告
⑨海外に居住している親族を控除対象扶養親族と
して追加する申告
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申告会場

■刈谷税務署での申告
会場への入場には入場整理券が必要です。入場整
理券は、当日税務署で配布しますが、相談可能人
数に達した時点で受付を終了します。
入場整理券は、オンラインで入手できる仕組みも導
入する予定です。今後、国税庁HP等で案内します。
●開設期間　２月１６日㈫～３月１５日㈪午前９時～
午後5時（㈯㈰㈷を除く。２月２１日㈰・２８日㈰は開設）
※今回の確定申告では、公的年金受給者を主な対
象として、２月１６日より前の平日に申告相談を
受け付けています。

■市役所・市内３会場での申告
市役所会場の駐車場は市役所西駐車場（さくら庁
舎隣）又は市役所立体駐車場（市役所前）を利用し
てください。立体駐車場の利用料金は３時間以内
は無料、３時間を超過した場合は３0分までごとに
１00円です。
※申告時点で安城市に住民登録のない人は、住民
登録のある市町村か税務署で申告してください。

●開催日・会場・受付時間　右表のとおり

開催日 会場
1月２８日㈭ 桜井福祉センター

※桜井公民館ではありません。1月２９日㈮
2月2日㈫

北部公民館
2月３日㈬
2月４日㈭

明祥公民館
2月５日㈮
2月16日㈫～
３月15日㈪

市役所大会議室
（本庁舎３階）

※市役所会場でエレベーターを使用する場合は、北
庁舎玄関を利用してください。

※住んでいる地域にかかわらず、いずれの会場も利
用できます。

●受付時間　午前9時～午後3時（例年と異
なりますので注意してください）いずれの会場も新型コロナウイルス感染症対策

として、来場の際には、マスクの着用、検温、連
絡先の記載、入口等でのアルコール消毒等をお
願いします。発熱が確認された人、感染症対策
に協力していただけない人は、入場できません。

市役所及び市内３会場での申告日程

会場での新型コロナウイルス感染症対策
例年いずれの会場も、初日や開場直後は大変
混雑します。混雑を避けた来場をお願いします。
会場では番号札を配布し、面接時間を指定し
ます。また、待合室での混雑を避けるために、
待合席を例年より大幅に減らします。指定の
時間になるまで、自宅や自家用車での待機を
お願いします。
今後の新型コロナウイルス感染症の拡大状況
によっては、申告会場が変更になる場合があ
ります。最新の情報は市HPに掲載します。

◆上場株式の配当について
　所得税の確定申告書等におい
て「上場株式等に係る配当所得」
又は「上場株式等に係る譲渡所
得」を、総合課税又は申告分離
課税として申告した場合は、市
民税・県民税も同様にその課税
方法が適用されます。ただし、
市民税・県民税の納税通知書が
届く日までに、確定申告書とは
別に市民税・県民税申告書を提
出することで、所得税と異なる
課税方法を選択することができ
ます。市民税・県民税の納税通
知書が届く日までに、確定申告
において申告しなかった場合は、
申告不要制度を選択したものと
みなされます。

◆医療費控除について
「医療費控除の明細書」の添付が
必要です。今年の確定申告から
医療費の領収書の添付又は提示
によることはできません。なお、
医療費の領収書は5年間保存す
る必要があります。また、医療
保険者から交付を受けた医療費
通知（健康保険組合等が発行す
る「医療費のお知らせ」等）を添
付すると、明細の記入を省略で
きます。
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週間程度で送付します。

申告に関する主な制度について
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特集４

問危機管理課（☎〈71〉2220）

地域防災のキープレーヤー
安城市消防団員募集!!
～自分たちのまちは自分たちで守る～

地域防災のキープレーヤーとして、住民の生命・
身体・財産を守る活動をする組織です。
消防団は、消防署に勤めている消防職員とは違い、
学生や会社員、自営業等、普段は他の仕事をして
いる人で構成されています。災害が発生すると、
職場や自宅から災害現場へ出動します。

消防団の活動は消火活動だけでなく、風水害での
警戒・避難誘導、大地震が発生した際の救助・救
出活動等、多岐にわたります。また、平常時には
地域の防災訓練や各種行事に積極的に参加し、地
域に密着した様々な活動を行っています。

安城市消防団
機能別団員リーダー
稲垣正浩さん(山崎町)

Ｑ．消防団の魅力は？
消防団の良さは、住民に近いところ
で活動できること。消防団ほど地元
に密着し、地元に必要とされる組織
は他にありません。

Ｑ．活動で心がけていることは？
地元町内会と連携を密にして、大規
模災害発生時の救助活動や避難誘導
活動がスムーズにできるよう、普段
からコミュニケーションをとること
を心がけています。町内の防災訓練
には計画の段階から参加し、住民の
防災意識がより高まるような訓練を
提案しています。

Ｑ．消防団って厳しそう…大丈夫？
昔は厳しい上下関係があったかもし
れませんが、今は違います。訓練や
災害現場で厳しく指導することもあ
りますが、普段は年齢に関係なく和
気あいあいと楽しく活動しています。
消防団に入ってから友人がすごく増
えました。

Ｑ．今後の目標は？
機能別団員リーダーとして、広報啓
発活動に力を入れ、クリーンな消防
団をアピールします。安城市を消防
団員経験者で溢

あふ
れさせたいです。

自衛官を経験した後、安
城市消防団に入団。普段
お世話になっている地域
に恩返しがしたい、との
思いを胸に活動中。

消防団とは？ 消防団って何をするの？
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大活躍の消防女子！
安城市消防団は４９５人の団員で構成
されており、現在１０人の女性団員（機
能別団員）がいます。
女性ならではの視点や感性を取り入
れ、広報活動や消防団への加入促進
活動で大活躍中です。災害時、倒壊
した家の柱等を切って人を救出する
ため、男性団員とともにチェーンソ
ー等の取り扱い訓練も行っています。

何か地元のためにできることはないかと始めた消
防団。「出動指令があれば、家族団らん中でも家
を出なければならないときもあるため、家族に申
し訳なく思っています。でも、家族が理解し応援
してくれるので、活動を頑張れます」と勇治さん。
家族の理解を得るために、進んでご飯を作ってい
るそうで、息子達のお気に入りはチャーハン、豚
肉とチーズの料理。妻の康子さんは、「怪我が心配
ですが、まちのために活動していることを誇りに
思います」と言います。
今後は、新田分団の消防技術の維持を目指します。
「消防団員は人の入れ替わりが早い。それでも火
災はいつ起きるか分からないため、いつでも災害に対応できるよう、月に１回消防署で放水訓練をしています。
分団長として団員の技術を向上させたいです」と決意を語りました。

消防団を続けられるのは家族の支えあってこそ

●入団要件
①基本団員（通常の火災時に消火活動を行う）
１８歳以上の市内在住・在勤者

②�機能別団員(大規模災害時の活動や平常時
の広報活動等を行う）
１８歳以上の市内在住・在勤者で、消防団員
の経験のある人、又は消防団員の経験はな
いが、特殊な技能を有していると団長が認
た人
※特殊な技能を有する人とは、福祉・医療
関係の仕事をしている人、広報活動が得意
な人、重機等が操作できる人等

●職務報酬
①➡年額３万７６００円から　②➡年額１万８８００円

●費用弁償
◦行事、訓練への参加及び４時間以内の災害
活動➡日額３５００円

◦４時間超の災害活動➡日額７０００円
●退職報償金（３年以上の勤続者のみ）
１２万８０００円から（階級と勤続年数により変動）
※機能別団員の退職報償金はありません。

●公務災害補償・福祉共済
活動中の負傷に対する療養費補償等や団員が
入院等した場合の見舞金等あり

入団の申込み・
問い合わせ

市危機管理課(☎〈71〉2220)
安城消防署消防団係(☎〈75〉
2001)

安城市消防団新田分団長
榊原勇治さんとご家族に
お話を聞きました！

広報活動用に消火器の形をした輪投げの的を作る女性団員

自分達のまちを守るため、一緒に活動しませんか。気軽に問い合わせてください。
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　平成3年2月、歴史博物館は、矢作川流域
の西三河地域における、原始古代から現代ま
での政治・経済・文化等の様々な分野の歴史
を楽しみながら学べる文化施設として、開館
しました。以来、市内外から多くの来館者を
迎え、昨年１０月には入館者１００万人を達成し
ました。
　開館３０周年を記念し、様々な催しを行いま
す。引き続き多くの来館をお待ちしています。

　30年前、社会科の教員の立場で当
館の「見学の手引」の作成準備に奔走
したことを懐かしく思い出します。
開館以来、当館は常設展示の充実だけでなく、子ども達
に生きた学習の場を提供できるよう、また、郷土の歴史
を学ぶ市民の皆様が気軽に活用できるよう、取り組んで
きました。特に、当館の学芸員が情熱をもって準備する
年５回の特別展や企画展は、他の博物館の展示に決して
引けをとらない質の高いものと自負しています。
　当館を訪れた方が安城というまちの理解者となり、子
ども達が将来にわたり郷土を誇りに思う一助となります
よう、今後も皆様に愛される博物館を目指して努力して
まいります。

開館３０周年記念の催し・講座
下記１～３は、申込締切日・方法がそれぞれ異なります。各申
込方法に従って、右記の共通申込事項を明記の上、申込先に申
し込んでください。（いずれも定員を超えた場合は抽選）

●共通申込事項　イベント名、郵便番号、
住所、氏名、電話番号
●申込先　歴史博物館

住所：〒446-0026 安城町城堀30
ファクス：〈77〉6600
Ｅメール：mailto@ansyobunka.jp

●日時　2月7日㈰午後５時～６時
●場所　歴史博物館エントランスホール
◦出演　おかげん雅楽会　●定員　30人
●観覧料　800円（特別展「家康と松平一族」観覧券・
お土産付）
●申込方法　1月20日㈬までにはがき（必着）かファ
クス・Eメールにより

１．雅楽コンサート

●日時　2月１4日㈰午後1時～５時
●場所　安祥公民館
●講師　コーディネーター➡村岡幹生氏　パネリス
ト➡村岡氏、平野明夫氏、大石泰史氏（大石プラン
ニング主宰）　※村岡氏、平野氏の肩書は右表参照。　
●定員　40人　●参加費　１00円（資料代）
●申込方法　1月26日㈫までに往復はがき（消印有
効）により

２．第１０回松平シンポジウム
「偖

さ て

々
さ て

広
ひ ろ

忠
た だ

ハ
は

良
りょう

将
しょう

ト
と

感
か ん

シ
じ

給
た ま

フ
ふ

」

おかげさまで歴史博物館は３０周年

●日時・演題・講師　下表のとおり
●場所　歴史博物館　　●定員　各回30人
●受講料　各回300円（資料代）
●申込方法　1月１7日㈰までに往復はがき（消印
有効）により
※希望する回の番号（複数回の受講を希望する場

合は希望順位も）も明記してください。

※いずれも時間は午後2時～３時30分。演題は変更の場合有。

３．松平一族講座

①1月30日㈯ 「松平一族総論」平野明夫氏（國學院大學講師）

②2月６日㈯
「岡崎周辺の松平一族」
堀江登

と

志
し

実
み つ

氏（岡崎市美術博物館
学芸員）

③2月１3日㈯「蒲郡・幡豆地域の松平一族」小川雄
ゆ う

氏（日本大学文理学部助教）

④2月20日㈯「大
お

給
ぎゅう

松平家・滝脇松平家」
村岡幹生氏（中京大学文学部教授）

⑤2月27日㈯
「家忠日記と深

ふこ

溝
うず

松平家」
大
お お

嶌
し ま

聖子氏（淑徳大学アーカイブ
ズ専門員）

⑥３月６日㈯「家康と松平一族」柴裕之氏（東洋大学講師）

開館直前の歴史博物館（左）
と安祥城址公園（右）

歴史博物館 館長　片岡 晃

■問▶歴史博物館
（☎〈７７〉６６５５）

日１１月２０日～２３日　場デンパーク
日本一の生産量を誇る愛知県の花を見て、触れて、購
入できるイベント。地元産の花の販売の他、バラエテ
ィに富んだ花の展示、色鮮やかな花のフォトスポット
も設置され、多くの来場者で賑わいました。

あいち花マルシェ２０２０

日１１月２８日　場アンフォーレ・JR安城駅南側一帯
「安城を音楽であふれるまちにしたい」をコンセプトに
開催。各所に設置されたステージでは、多彩な出演
者が歌や演奏を披露し、観客も一緒になって盛り上げ、
まち全体が音楽であふれる一日となりました。

Anjo音楽のある一日

日１１月２５日　場市役所
安城学園高校陸上競技部が全国高校駅伝県予選会、女子
バスケットボール部が全国高校バスケットボール選手
権大会県予選会で優勝。選手達が神谷市長を訪問し、県
大会優勝の喜びと全国大会への意気込みを語りました。

全国大会出場の安城学園高校選手を激励

日１２月１日　場デンパーク駐車場
犯罪のない安全・安心なまちを目指す防犯活動として、
青色の回転灯をつけた車が地域を巡回する「青パト」。
町内会や市内事業所等の青パト車4８台が集合し、一斉
にパトロールへ出発しました。

青色防犯パトロール合同出発式

日１１月１７日・１８日　場アグリライフ支援センター
「野菜づくり入門コース」の受講生の皆さんが、実習園で栽培したハクサイ、ダイコン
等を収穫しました。野菜づくり初心者の皆さんが８月から丹精込めて育ててきた野菜
はどれもびっくりするほど立派に成長。喜びもひとしおでした。

収穫の喜びを味わいました
野菜と一緒に
笑顔でポーズ！
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　平成3年2月、歴史博物館は、矢作川流域
の西三河地域における、原始古代から現代ま
での政治・経済・文化等の様々な分野の歴史
を楽しみながら学べる文化施設として、開館
しました。以来、市内外から多くの来館者を
迎え、昨年１０月には入館者１００万人を達成し
ました。
　開館３０周年を記念し、様々な催しを行いま
す。引き続き多くの来館をお待ちしています。

　30年前、社会科の教員の立場で当
館の「見学の手引」の作成準備に奔走
したことを懐かしく思い出します。
開館以来、当館は常設展示の充実だけでなく、子ども達
に生きた学習の場を提供できるよう、また、郷土の歴史
を学ぶ市民の皆様が気軽に活用できるよう、取り組んで
きました。特に、当館の学芸員が情熱をもって準備する
年５回の特別展や企画展は、他の博物館の展示に決して
引けをとらない質の高いものと自負しています。
　当館を訪れた方が安城というまちの理解者となり、子
ども達が将来にわたり郷土を誇りに思う一助となります
よう、今後も皆様に愛される博物館を目指して努力して
まいります。

開館３０周年記念の催し・講座
下記１～３は、申込締切日・方法がそれぞれ異なります。各申
込方法に従って、右記の共通申込事項を明記の上、申込先に申
し込んでください。（いずれも定員を超えた場合は抽選）

●共通申込事項　イベント名、郵便番号、
住所、氏名、電話番号
●申込先　歴史博物館

住所：〒446-0026 安城町城堀30
ファクス：〈77〉6600
Ｅメール：mailto@ansyobunka.jp

●日時　2月7日㈰午後５時～６時
●場所　歴史博物館エントランスホール
◦出演　おかげん雅楽会　●定員　30人
●観覧料　800円（特別展「家康と松平一族」観覧券・
お土産付）
●申込方法　1月20日㈬までにはがき（必着）かファ
クス・Eメールにより

１．雅楽コンサート

●日時　2月１4日㈰午後1時～５時
●場所　安祥公民館
●講師　コーディネーター➡村岡幹生氏　パネリス
ト➡村岡氏、平野明夫氏、大石泰史氏（大石プラン
ニング主宰）　※村岡氏、平野氏の肩書は右表参照。　
●定員　40人　●参加費　１00円（資料代）
●申込方法　1月26日㈫までに往復はがき（消印有
効）により

２．第１０回松平シンポジウム
「偖

さ て

々
さ て

広
ひ ろ

忠
た だ

ハ
は

良
りょう

将
しょう

ト
と

感
か ん

シ
じ

給
た ま

フ
ふ

」

おかげさまで歴史博物館は３０周年

●日時・演題・講師　下表のとおり
●場所　歴史博物館　　●定員　各回30人
●受講料　各回300円（資料代）
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有効）により
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合は希望順位も）も明記してください。

※いずれも時間は午後2時～３時30分。演題は変更の場合有。

３．松平一族講座

①1月30日㈯ 「松平一族総論」平野明夫氏（國學院大學講師）

②2月６日㈯
「岡崎周辺の松平一族」
堀江登

と

志
し

実
み つ

氏（岡崎市美術博物館
学芸員）

③2月１3日㈯「蒲郡・幡豆地域の松平一族」小川雄
ゆ う

氏（日本大学文理学部助教）

④2月20日㈯「大
お

給
ぎゅう

松平家・滝脇松平家」
村岡幹生氏（中京大学文学部教授）

⑤2月27日㈯
「家忠日記と深

ふこ

溝
うず

松平家」
大
お お

嶌
し ま

聖子氏（淑徳大学アーカイブ
ズ専門員）

⑥３月６日㈯「家康と松平一族」柴裕之氏（東洋大学講師）

開館直前の歴史博物館（左）
と安祥城址公園（右）

歴史博物館 館長　片岡 晃

■問▶歴史博物館
（☎〈７７〉６６５５）

日１１月２０日～２３日　場デンパーク
日本一の生産量を誇る愛知県の花を見て、触れて、購
入できるイベント。地元産の花の販売の他、バラエテ
ィに富んだ花の展示、色鮮やかな花のフォトスポット
も設置され、多くの来場者で賑わいました。

あいち花マルシェ２０２０

日１１月２８日　場アンフォーレ・JR安城駅南側一帯
「安城を音楽であふれるまちにしたい」をコンセプトに
開催。各所に設置されたステージでは、多彩な出演
者が歌や演奏を披露し、観客も一緒になって盛り上げ、
まち全体が音楽であふれる一日となりました。

Anjo音楽のある一日

日１１月２５日　場市役所
安城学園高校陸上競技部が全国高校駅伝県予選会、女子
バスケットボール部が全国高校バスケットボール選手
権大会県予選会で優勝。選手達が神谷市長を訪問し、県
大会優勝の喜びと全国大会への意気込みを語りました。

全国大会出場の安城学園高校選手を激励

日１２月１日　場デンパーク駐車場
犯罪のない安全・安心なまちを目指す防犯活動として、
青色の回転灯をつけた車が地域を巡回する「青パト」。
町内会や市内事業所等の青パト車4８台が集合し、一斉
にパトロールへ出発しました。

青色防犯パトロール合同出発式

日１１月１７日・１８日　場アグリライフ支援センター
「野菜づくり入門コース」の受講生の皆さんが、実習園で栽培したハクサイ、ダイコン
等を収穫しました。野菜づくり初心者の皆さんが８月から丹精込めて育ててきた野菜
はどれもびっくりするほど立派に成長。喜びもひとしおでした。

収穫の喜びを味わいました
野菜と一緒に
笑顔でポーズ！
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サークル会員の募集や
イベント情報をお知らせします

杉浦陽
ひ

奈
な

ちゃん（２歳）
　　徹

てっ

信
し ん

くん（10カ月）
2人でサンタさんになりま
した！ジャングルジムで遊
ぶのが大好き☆これからも
一緒に仲良く遊んでね！

（南町）

後藤應
おう

佑
す け

くん（２歳）

電車と動物が大好き。これ
からも笑顔いっぱいで元気
に育ってね。

（里町）

大久保結
ゆい

花
か

ちゃん（4歳）
　　　陽

ひろ

翔
と

くん（9カ月）
相思相愛な姉弟。我が家に
笑顔と幸せをありがとう！
大好きだよ！これからも元
気いっぱい大きくなぁれ！

（柿　町）

田中小
こ

夏
なつ

ちゃん（１歳）

手をつないで歩く練習をす
るのが大好きな小夏♡これ
からも、元気いっぱい大き
くなあれ！

（姫小川町）碕

時期間・日時　場場所　内内容　
講講師　対対象　定定員・募集人数
￥会費・入場料等　持持ち物
他その他　申申込方法等
問問合せ先

※新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、掲
載の催し等が中止になる場合があります。詳細
は各申込み・問合せ先へ確認してください。

◆『写団富士』第12回新春富士山写
真展・松原満男絵画作品展
　新春を祝って、富士山の写真を
全紙・全倍サイズで約50点展示し
ます。同時に絵画作品約30点も展
示します。
時１月５日㈫～１１日㈷午前９時～
午後５時（５日は午後１時から、１１
日は午後4時まで）
場市民ギャラリー
問入

いり　くら

倉喜巳男さん（☎0９0〈１６２１〉
0１６８）

◆第39回三
み

鈴
すず

会かな書展
　王朝かな及び読める書を大小さ
まざまの作品にしました。
時１月２２日㈮～２4日㈰午前１0時～
午後５時（２4日は午後4時まで）
場市民ギャラリー
問天野基宏（月

げっしょう

祥）さん（☎〈９８〉１９６６）

◆バレーボール教室メンバー募集
　身体を動かすことが好きな子、
バレー好きな子、初心者歓迎。体
力作り、バレーの基礎から指導。
時㈭午後６時～７時、㈯又は㈰午
前8時30分～１0時
場桜町小学校他
対小学１～4年生　￥月額１500円
持運動のできる服装
問杉本峰

たかね

さん（☎0８0〈２６１１〉0７１６）

◆ウクレレサークルM
マ

AH
ハ

AL
ロ

O会
員募集
　様々なジャンルの曲を、のんび
り和気あいあいと楽しく練習して
います。
時第１・3㈭午前１0時～１１時30分　
場作野公民館
￥月額２300円
定数人程度
他見学の際は問い合わせてください
問柴田佳代さん（☎0９0〈８0７3〉６７１９）

◆習字クラブ会員募集
　ひらがなやカタカナの「字源」を
学び、正しく美しい文字を書きま
しょう。毛筆、筆ペン、ボールペ
ン等自由に選べます。
時㈮午前９時30分～正午
場二本木公民館
￥１回500円
持習字用具（現在ある道具で可）　
問加藤広子さん（☎0９0〈１７２６〉１８１８）

◆健幸で笑顔になるヨガ会員募集
　ゆったり、ゆっくり動くヨガ。
初心者の方、身体の硬い方も大歓
迎。みんなで一緒に健康で笑顔に
なりましょう。
時第2㈮午前１0時～１１時30分
場明祥プラザ
￥問い合わせてください
持ヨガマット等
問近藤恭子さん（☎0９0〈８3２１〉4７６８）

【注意事項】　掲載希望者は、掲載月の3カ月前の１日（㈯㈰㈷㉁の場合
は、その翌開庁日）午前９時から電話で秘書課広報広聴係（☎〈７１〉２２0２）
へ。※掲載は先着順。ただし、過去に掲載していない団体等を優先し
ます。５月号掲載分は2月１日㈪から受け付けます。掲載基準等の詳
細は同係まで問い合わせてください。

■問▶アンフォーレ課（☎〈７6〉6111）

 1月 とっておき安城の
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案内人

市内で撮影したとっておきの写真を募集します！
知る人ぞ知る、自慢のスポットを送っ
てください。応募方法等の詳細は右記
QRコードから市HPを参照するか、秘
書課広報広聴係（☎〈71〉2202）まで。

陶芸サークル「陶
とう

吾
ご

会
かい

」

あなたのまちの「いいね！」写真、募集！

丈山苑

陶芸家・加藤大
だい

三
さぶ

朗
ろう

さんの指導を受けながら、美濃焼
をベースに器や造形作品等を思い思いに制作。陶芸ま
つりに出品もしています。会員は現在６人で和気あい
あいとした雰囲気。陶芸は奥
が深く、歴が長くなるほど難
しさが増しますが、窯

かま

から作
品を出すときのワクワク感は
格別です！（入会問合せは安
祥公民館（☎〈77〉5070）へ）

毎週木曜日午後６時
～９時／安祥公民館
／月会費4000円
会員募集中です！

Twitterフォロワー84万人！理想の星空を
求めて世界中を飛び回る星景写真家KAGA
YAの旅を描いたフォトエッセイ。今夜は
外に出て、空を見上げてみませんか？

KAGAYA／著
河出書房新社（2018刊）

一瞬の宇宙

一般向け

にんじん、じゃがいも、とうもろこし…た
っぷり野菜をスープにして、ごくり！木版
画の繊細な絵が魅力的。読むだけで温かく
なれる、冬にぴったりの絵本です。

彦坂有紀・
もりといずみ／作
講談社（2017刊）

スープに
なりました

子ども向け

紹介！「仲間・汗・生きがい」

ディープな世界にようこそ
～案内人が市施設の「とっておき」を紹介～

※丈山苑の催し情報は19ページ参照。

三浦由佳さん
平成８年の開苑時から勤務。
丈山苑の全てを知り尽くすベ
テランスタッフ。

とっておき●❷「望
ぼう

京
きょう

橋
ばし

」
庭園の丈山像から向かって京都の方
位にあたる位置（玄関前）にある橋で
す。京都まで29里（約114km）である
ことから、橋の床板も29枚！
とっておき●❸
お抹茶とお菓子（３５０円）
市内の和菓子屋さんから届くお菓子
はとっても美味しいと評判。10日ご
とに新しいお菓子に切り替わります。

星が
大好き！

担当：市川祐子

とっておき●❶「床
ゆか

緑
みどり

」（木造建築「詩泉閣」の板の間）
庭の木々の緑が反射し、茶色の床が美しい緑色に
染まって見えます。写真映えするので、床に這

は

っ
て撮影するお客さんも多いんですよ。

丈山苑は、江戸時代の武士・文人として名高い石川丈山
（和泉町生まれ）が京都に建てた詩

し

仙
せん

堂
どう

を模して造られま
した。詩泉閣からは、四季折々の庭園を楽しめます。

丈山苑DATA　和泉町中本郷180－1　☎〈92〉7780　午前
９時～午後５時開苑　毎週㈪及び12月28日～１月４日休
苑　入苑料100円（中学生以下無料）

サークルDATA
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サークル会員の募集や
イベント情報をお知らせします

杉浦陽
ひ

奈
な

ちゃん（２歳）
　　徹

てっ

信
し ん

くん（10カ月）
２人でサンタさんになりま
した！ジャングルジムで遊
ぶのが大好き☆これからも
一緒に仲良く遊んでね！

（南町）

後藤應
おう

佑
す け

くん（２歳）

電車と動物が大好き。これ
からも笑顔いっぱいで元気
に育ってね。

（里町）

大久保結
ゆい

花
か

ちゃん（４歳）
　　　陽

ひろ

翔
と

くん（９カ月）
相思相愛な姉弟。我が家に
笑顔と幸せをありがとう！
大好きだよ！これからも元
気いっぱい大きくなぁれ！

（柿　町）

田中小
こ

夏
なつ

ちゃん（１歳）

手をつないで歩く練習をす
るのが大好きな小夏♡これ
からも、元気いっぱい大き
くなあれ！

（姫小川町）碕

時期間・日時　場場所　内内容　
講講師　対対象　定定員・募集人数
￥会費・入場料等　持持ち物
他その他　申申込方法等
問問合せ先

※新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、掲
載の催し等が中止になる場合があります。詳細
は各申込み・問合せ先へ確認してください。

◆『写団富士』第12回新春富士山写
真展・松原満男絵画作品展
　新春を祝って、富士山の写真を
全紙・全倍サイズで約50点展示し
ます。同時に絵画作品約30点も展
示します。
時１月５日㈫～11日㈷午前９時～
午後５時（５日は午後１時から、11
日は午後４時まで）
場市民ギャラリー
問入

いり　くら

倉喜巳男さん（☎090〈1621〉
0168）

◆第39回三
み

鈴
すず

会かな書展
　王朝かな及び読める書を大小さ
まざまの作品にしました。
時１月22日㈮～24日㈰午前10時～
午後５時（24日は午後４時まで）
場市民ギャラリー
問天野基宏（月

げっしょう

祥）さん（☎〈98〉1966）

◆バレーボール教室メンバー募集
　身体を動かすことが好きな子、
バレー好きな子、初心者歓迎。体
力作り、バレーの基礎から指導。
時㈭午後６時～７時、㈯又は㈰午
前８時30分～10時
場桜町小学校他
対小学１～４年生　￥月額1500円
持運動のできる服装
問杉本峰

たかね

さん（☎080〈2611〉0716）

◆ウクレレサークルM
マ

AH
ハ

AL
ロ

O会
員募集
　様々なジャンルの曲を、のんび
り和気あいあいと楽しく練習して
います。
時第１・３㈭午前10時～11時30分　
場作野公民館
￥月額2300円
定数人程度
他見学の際は問い合わせてください
問柴田佳代さん（☎090〈8073〉6719）

◆習字クラブ会員募集
　ひらがなやカタカナの「字源」を
学び、正しく美しい文字を書きま
しょう。毛筆、筆ペン、ボールペ
ン等自由に選べます。
時㈮午前９時30分～正午
場二本木公民館
￥１回500円
持習字用具（現在ある道具で可）　
問加藤広子さん（☎090〈1726〉1818）

◆健幸で笑顔になるヨガ会員募集
　ゆったり、ゆっくり動くヨガ。
初心者の方、身体の硬い方も大歓
迎。みんなで一緒に健康で笑顔に
なりましょう。
時第２㈮午前10時～11時30分
場明祥プラザ
￥問い合わせてください
持ヨガマット等
問近藤恭子さん（☎090〈8321〉4768）

【注意事項】　掲載希望者は、掲載月の３カ月前の１日（㈯㈰㈷㉁の場合
は、その翌開庁日）午前９時から電話で秘書課広報広聴係（☎〈71〉2202）
へ。※掲載は先着順。ただし、過去に掲載していない団体等を優先し
ます。５月号掲載分は２月１日㈪から受け付けます。掲載基準等の詳
細は同係まで問い合わせてください。

■問▶アンフォーレ課（☎〈76〉6111）

とっておきの
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案内人

市内で撮影したとっておきの写真を募集します！
知る人ぞ知る、自慢のスポットを送っ
てください。応募方法等の詳細は右記
QRコードから市HPを参照するか、秘
書課広報広聴係（☎〈71〉2202）まで。

陶芸サークル「陶
とう

吾
ご

会
かい

」

あなたのまちの「いいね！」写真、募集！

丈山苑

陶芸家・加藤大
だい

三
さぶ

朗
ろう

さんの指導を受けながら、美濃焼
をベースに器や造形作品等を思い思いに制作。陶芸ま
つりに出品もしています。会員は現在６人で和気あい
あいとした雰囲気。陶芸は奥
が深く、歴が長くなるほど難
しさが増しますが、窯

かま

から作
品を出すときのワクワク感は
格別です！（入会問合せは安
祥公民館（☎〈77〉5070）へ）

毎週木曜日午後６時
～９時／安祥公民館
／月会費4000円
会員募集中です！

Twitterフォロワー84万人！理想の星空を
求めて世界中を飛び回る星景写真家KAGA
YAの旅を描いたフォトエッセイ。今夜は
外に出て、空を見上げてみませんか？

KAGAYA／著
河出書房新社（2018刊）

一瞬の宇宙

一般向け

にんじん、じゃがいも、とうもろこし…た
っぷり野菜をスープにして、ごくり！木版
画の繊細な絵が魅力的。読むだけで温かく
なれる、冬にぴったりの絵本です。

彦坂有紀・
もりといずみ／作
講談社（2017刊）

スープに
なりました

子ども向け

紹介！「仲間・汗・生きがい」

ディープな世界にようこそ
～案内人が市施設の「とっておき」を紹介～

※丈山苑の催し情報は19ページ参照。

三浦由佳さん
平成８年の開苑時から勤務。
丈山苑の全てを知り尽くすベ
テランスタッフ。

とっておき●❷「望
ぼう

京
きょう

橋
ばし

」
庭園の丈山像から向かって京都の方
位にあたる位置（玄関前）にある橋で
す。京都まで29里（約114㎞）である
ことから、橋の床板も29枚！
とっておき●❸
お抹茶とお菓子（350円）
市内の和菓子屋さんから届くお菓子
はとっても美味しいと評判。10日ご
とに新しいお菓子に切り替わります。

星が
大好き！

担当：市川祐子

とっておき●❶「床
ゆか

緑
みどり

」（木造建築「詩泉閣」の板の間）
庭の木々の緑が反射し、茶色の床が美しい緑色に
染まって見えます。写真映えするので、床に這

は

っ
て撮影するお客さんも多いんですよ。

丈山苑は、江戸時代の武士・文人として名高い石川丈山
（和泉町生まれ）が京都に建てた詩

し

仙
せん

堂
どう

を模して造られま
した。詩泉閣からは、四季折々の庭園を楽しめます。

丈山苑DATA　和泉町中本郷180‒1　☎〈92〉7780　午前
９時～午後５時開苑　毎週㈪及び12月28日～１月４日休
苑　入苑料100円（中学生以下無料）

サークルDATA




