
■場 ■問 丈山苑（�〈９２〉７７８０）
秋の夜間開苑　　　　　　　　　　　

■時 ９月１２日�・１３日�　
■内 開苑時間を午後９時まで延長します
（入苑は午後８時３０分まで）。秋の夜
長のひととき、中秋の名月を詩泉閣
および庭園からお楽しみください。
■￥ 入苑料１００円（中学生以下無料）、呈茶
料３００円

秋月コンサート　　　　　　　　　　
■時 １０月１２日�午後６時～７時３０分
■内 二胡 ▼  張  照  翔 　ピアノ ▼

ちょう しょう しょう

 河  野 
こう の

 恭 
きょう

 子 
こ

■定 ３００人（雨天の場合
は先着１２０人）
■￥ １０００円（中学生以
下９００円。入苑料・
呈茶料含む）
■申 ９月５日�午前９
時から電話で丈山
苑（�〈９２〉７７８０）へ
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■時 ９月６日�・７日�午前１０時３０分・
午後１時（予備日９月８日�）

■場 市ソフトボール場Ａ球場
■内 ６日 ▼第１試合�トヨタ自動車対佐
川急便、第２試合�デンソー対日立
ソフトウェア　
　７日 ▼第１試合�佐川急便対日立ソ
フトウェア、第２試合�デンソー対
トヨタ自動車
■￥ 一般前売り１０００円、一般当日１２００円、
中・高校生前売り６００円、中・高校
生当日８００円、小学生以下無料
■他 前売り券は和田スポーツ、門前堂ス
ポーツ、チケットぴあ、当日券は会
場で販売しています。
■問 市体育館（�〈７５〉３５３５）

■時 ９月２５日�午後１時３０分～３時３０分
■場 市総合福祉センター
■内 演題 ▼  脊  髄 小脳変性症の理解と日常

せき ずい

生活について
■講  冨  安 

とみ やす

 斉 氏（冨安医院医師）
ひとし

■対 脊髄小脳変性症の患者とその家族
■申 ９月１８日�までに衣浦東部保健所
（�〈２１〉４７７８）へ

（　）内は前月比�

〈平成20年８月１日現在〉�
　総人口�
　　男性�
　　女性�
　世帯数�

17万9180人（＋79）�
9万1909人（＋48）�
8万7271人（＋31）�
6万6471世帯（＋44）�

火　　災�
救　　急�

（年間累計／前年対比）�

刑 法 犯�
交通事故�
負 傷 者�
死　　者�

318件（1783件／＋ 77）�
649件（4357件／－ 31）�
132人（ 945人／－139）�
0人（ 　2人／±　0）�

人口・世帯�

７月の火災・救急�

７月の犯罪・事故�

4件（うち建物　1件）�
551件（うち急病365件）�

丈山苑の催し ▼

■時 ９月２７日�午前１０時
　※雨天時は翌日に順延。
■場 東端町西新田地内田んぼ（下図参照）
■内 手作業による稲刈り、地元農産物の
試食、産直市など
■持 田んぼで作業のできる服装、長靴、
軍手、タオルなど　
　※稲刈り用の鎌は主催者で用意。
■申 申込用紙に必要事項を記入し、ファ
クス・郵送で、ＪＡあいち中央農業
振興部（〒４４６－００４６赤松町浄善５０／
�〈７３〉４４１５）、市農務課（�〈７６〉１１１２）
へ 
※申込用紙は申込先窓口・ホームペ
ージ（www.katch.ne.jp/̃nihonda
nmarku）などで配布。
■問 農務課

■問 ■場 マーメイドパレス（�〈９２〉７３５１）
★トレーニングジム講習会
■時 ９月２日�・４日�・６日�・１０日�・１２日�・１４日�・１８日�・２０日�・２６
日�・２８日�・３０日�いずれも午前１０時３０分～正午、午後７時～８時３０分

■定 各１０人（要予約）
■持 トレーニングのできる服装、室内専用シューズ、タオル
■対 高校生以上
■￥ ２００円（６５歳以上１６０円、身体障害者１００円※）　※身体障害者手帳が必要です
★水泳教室（下表のとおり）
■￥ 親子水泳�４６００円　その他�４３００円
■申 ９月９日�～３０日�午前１０時～午後７時３０分（休館日を除く）にマーメイドパレ
スへ
※定員を超えた教室は１０月１日�午前１０時から公開代理抽せん。当せん者は１０
月２日�～１６日�（１０月６日�・７日�・１３日�～１５日�を除く）に参加費をお
支払いください。

定員対象とき講座名

２０組幼児とその親
（２人１組）

１０月１９日�～１２月７日�の毎週�
午後１時～１時５０分（全８回）　親子水泳

３０人幼児（４歳以上）１０月２２日�～１２月１０日�の毎週�
午後４時～４時５０分（全８回）　幼児スイミング

各３５人小学１～３年

１０月１９日�～１２月７日�の毎週�
午後２時～２時５０分（全８回）日曜

児童
スイミング １０月２４日�～１２月１２日�の毎週�

午後４時～４時５０分（全８回）金曜

各３０人１８歳以上の女性

１０月２１日�～１２月２３日�の毎週�
午後１時～１時５０分（全８回）火曜成人

レディース
スイミング １０月２３日�～１２月１１日�の毎週�

午後２時～２時５０分（全８回）木曜

１０月２１日�～１２月２３日�の毎週�
午前１１時～１１時５０分（全８回）アクアビクス

マーメイドパレスの教室 ▼

神経難病患者・家族教室 ▼

ふれあい田んぼアート２００８
収穫祭

▼
▼

第４１回日本女子ソフトボー
ルリーグ１部　第６節

▼
▼

～あいち森と緑づくり、未来の子どもたちに豊かな緑を～�

安城署� 安城市役所�

中部小�

安城農林高校�

安城駅�
保健保健センター�保健センター�

丸田�

池西�

菅池�

桜町�

桜町西�

小堤町�

大東町�

安城下菅池�

安城警察署前�

東海道本線�

至三河安城駅�

東
海
道
新
幹
線
�

県道�

47

県道�

47

県道�

48

倉西公園�

広報あんじょう　2008.9.1�

■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・受講料など
■持 持ち物
■他 その他
■申 申し込み方法など
■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。

■問 ■場 市保健センター（�〈７６〉１１３３）
第２回　　　　　　　　　　　　　　
■時 ９月１１日�午後１時３０分～２時３０分
■内 演題 ▼上手な薬の使い方～食前？食
後？食間？就寝前？～

■講  野  村  直  人 氏（野村薬局薬剤師）
の むら なお と

第３回　　　　　　　　　　　　　　
■時 ９月２０日�午後１時３０分～３時３０分
■内 演題 ▼中高年のこころの健康
■講 服部 英  幸 氏（国立長寿医療センター

ひで ゆき

医師）

■内 ■時 はくちょう座「はくちょう座の旅」

▼７日�・１４日�午後１時３０分・３
時　やぎ座「おしろのやぎざ」 ▼２１日
�・２８日�午後１時３０分・３時
■問 文化センター（�〈７６〉１５１５）

こどもの水泳サークル　　　　　　　
■時 １０月１１日�～１２月１３日�までの毎週
�（全１０回）　園児の部 ▼午後１時～
２時　児童の部 ▼午後２時～３時

■場 市スポーツセンター
■内 親子で楽しく水慣れからの水泳指導
■対 園児の部 ▼市内在住・在園の年長組
の園児とその保護者　児童の部 ▼市
内在住・在学の小学１・２年生とそ
の保護者
■定 各１５人（定員を超えた場合は抽せん）
■持 水着・水泳帽（保護者も必要）
■￥ 各６５００円
■申 ９月５日�～２７日�午前９時～午後
８時（休館日を除く）に同センター（�
〈７５〉３５４５）へ　※電話申し込み不可。
元気はつらつ♪健康うんどう♪　　　
■時 １０月１日�・８日�・１５日�・２２日
�午後１時３０分～２時３０分（全４回）

■場 市スポーツセンター
■内 ウオーキングの基本姿勢やイスなど
を使った足腰のトレーニング
■対 １８歳以上（内容は高齢者向け）
■定 １０人程度（先着順）
■持 運動に適した服装・タオル・室内シ
ューズ・飲み物
■￥ 施設使用料のみ
■申 ９月５日�～３０日�午前９時～午後
８時（�を除く）に同センター（�〈７５〉
３５４５）へ
屋外ウオーキング体験会　　　　　　
■時 ①１０月１１日�、②１０月２５日�午前１０
時～１１時
■場 屋外ランニングコース（雨天の場合
は市スポーツセンター）
■内 ①ウオーキングの基本姿勢とお腹に
効く歩き方、②ウオーキングの基本
姿勢と歩きながらできる筋トレ
■対 １８歳以上
■定 各１０人程度（先着順）
■持 運動に適した服装・タオル・室内シ
ューズ・飲み物
■￥ 雨天の場合は施設使用料が必要
■申 ①９月５日�～１０月１０日�　②９月
５日�～１０月２４日�いずれも午前９
時～午後８時（�を除く）に同センタ
ー（�〈７５〉３５４５）へ

■時 １０月１１日�午後１時～４時３０分
■場 文化センター
■内 映画「母べえ」の上映と東海林のり子
氏の講演

■定 ３５０人（定員を超えた場合は抽せん）
※託児あり（６歳まで１人３００円）

■申 往復はがきの往信部裏面に、申込代
表者の住所・氏名・電話番号・車い
す席や託児が必要な場合はその人数、
返信部表面に申込代表者の郵便番号・
住所・氏名を記入し、９月１２日�ま
で（当日消印有効）に市民活動課（〒
４４６－８５０１住所記載不要）へ
※当せんはがき１枚につき２人まで入
場可。

■時 １０月４日�午後１時～４時・５日�
午前９時～午後４時

■場 市総合福祉センター・社会福祉会館
■内 ４日 ▼手話落語公演と作品展示
５日 ▼体験、展示、バザー、フリー
マーケット

■他 会場へは、市役所西会館からシャト
ルバス（５日のみ）をご利用ください。
身体的にバスに乗ることが困難な人
への送迎あり（要予約）。詳しくは本
紙次号の折り込み
チラシをご覧くだ
さい。

■問 市社会福祉協議会
（�〈７７〉２９４１）

第２５回安城市福祉まつり ▼

市民健康講座 ▼

さんかく２１・安城フォーラム
「シネマ＆トーク」

▼
▼

スポーツセンターの
教室・講座

▼
▼

「安城プラネの仲間たち」
９月の生解説

▼
▼

　市では県が実施する「あいち森と
緑づくり事業」のモデル事業として
市民参加の植樹祭を開催します。
■時 １１月１５日�午前１０時～正午
（荒天の場合１１月２２日�）
■場 倉西公園（池浦町）
■内 参加グループごとに苗木を植樹。
間伐材などを使ったものづくり体
験。自然に親しめる遊び体験。
※体験内容は変更することがあり
ます。

■対 県内在住・在勤・在学の人（中学生
以下は保護者同伴）

■定 ２００組（１組１～５人程度）
※定員を超えた場合は抽せん。

■持 運動靴などの動きやすい服装、軍
手、タオルなど

■他 会場内に駐車場はありません。

■申 参加応募用紙に必要事項を記入し、
９月１９日�まで（必着）に持参・郵
送・ファクス・Ｅメールで公園緑
地課（〒４４６－８５０１住所記載不要／
�〈７６〉００６６／ koen@city.anjo.
aichi.jp）へ
※電話での申し込み可。持参・電
話での受付時間は午前８時３０分～
午後５時１５分（���を除く）。
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■場 ■問 同クラブハウス（�〈９２〉７１１２）
■他 入園料別途。都合により変更する場
合があります。詳細はお問い合わせ
ください。
押し花教室　　　　　　　　　　　　
■時 ９月６日�・７日�午前１０時
■定 各１００人（当日先着順）
■￥ ５００円
木工教室　　　　　　　　　　　　　
■時 ９月１３日�・１４日�・１５日�午前１０時
■定 各１００人（当日先着順）
■￥ ５００円から
季節のジャム作り教室　　　　　　　
■時 ９月６日�・７日�・１３日�・１４日
�・１５日�午後１時・２時３０分

■定 各１０人（先着順）
■￥ ８００円
■申 当日午前９時３０分からクラブハウスへ
いちじく大福　　　　　　　　　　　
■時 ９月６日�・７日�・１３日�・１４日
�・１５日�午前１１時、午後１時・２
時３０分（６日は午後のみ）
■定 各１５人（当日先着順）
■￥ ５００円
パン教室　　　　　　　　　　　　　
■時 ９月６日�・７日�・１３日�・１５日
�午後１時・２時３０分（６日は午後
２時３０分のみ）

■定 各３６人（当日先着順）
■￥ ５００円
秋季やさしい写真講座　　　　　　　
■時 １０月１１日�・２５日�、１１月８日�・
２２日�、１２月１３日�・２７日�午前１０
時（全６回）
■定 ２０人（先着順）
■￥ ６５００円（１月末までの入園パスポー
ト含む。写真現像代別途）
※教材用書籍の必要がない場合は
６０００円。
■持 フィルムカメラ、デジタルカメラ
■申 ９月５日�午前９時３０分から電話で
クラブハウスへ

有効期限：９月29日
　本紙４月１日号に掲載した「市
民特別入園券」を、期間内にぜひ
ご利用ください。９月３０日�は休
園日ですのでご注意ください。
　涼しく過ごしやすくなる初秋。
デンパークへの来園をお待ちして
います。
■問 デンパーク（�〈９２〉７１１１）

　夜間コンサート「月夜のしらべ」など
中秋の名月にちなんだイベントを開催。
竹あかりの照らす幻想的な世界をお楽
しみください。
■時 ９月１３日�～１５日�午前９時３０分～
午後９時
■￥ 入園料別途
■場 ■問 デンパーク（�〈９２〉７１１１）

　安城・碧南・刈谷・知立・高浜市在
住、在勤の人はどの会場でも受講可能。
■問 衣浦東部広域連合消防局消防課（�
〈６３〉０１３５）
小児・乳児応急手当講習会　　　　　
■時 ９月２０日�午前９時～１１時
■場 安城消防署
■内 小児・乳児の心肺 蘇  生 法、ひきつけ、

そ せい

のどに異物が詰まった時の処置
■定 １５人（先着順）
■申 ９月５日�午前９時から同署救急係
　（�〈７５〉２４９４）へ
上級救命講習会　　　　　　　　　　
■時 ９月２０日�午前９時～午後６時
■場 碧南消防署
■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、
外傷の手当てなど
■定 ２０人（先着順）
■申 ９月５日�午前９時から同署救急係
（�〈４１〉２６２５）へ
普通救命講習会Ⅰ　　　　　　　　　
■時 ９月２１日�
午前９時～
正午
■場 知立消防署
■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
法など
■定 ２０人（先着順）
■申 ９月５日�午前９時から同署救急係
　（�〈８１〉４１４４）へ

デンパークイベント
「中秋の宴」

▼
▼

救命講習会 ▼

■場 ■問 中部公民館（�〈７４〉８５７０）
芸能まつり　　　　　　　　　　　　
■時 ９月２１日�　第１部 ▼午前１０時～午
後３時　第２部 ▼午後６時３０分～８
時３０分
■内 第１部 ▼芸能発表会　第２部 ▼誰で
も参加できるダンスパーティー
わくわくランド「人形劇」　　　　　　
■時 ９月１７日�午前１０時３０分～１１時３０分
■内 演目 ▼①そら　はだかんぼ！　②お
いもころころ　出演 ▼人形劇団どー
なっつ
■対 幼児とその保護者　
■定 ７０組（先着順）
■申 ９月６日�
午前９時か
ら中部公民
館で整理券
を配布

■時 ９月６日�・１３日�・２０日�・２７日
�午前１０時～午後４時

■場 堀内公園
■内 堀内公園の大型有料遊具に乗って文
字探し。４つの文字を集めて管理事
務所へ持っていくと特典があります。
■対 ３歳～小学生
■定 各日５０人（当日先着順）　※各遊具に
は付き添いの条件があります。
■問 堀内公園（�〈９９〉５９４７）

■時 ９月２８日�午後５時
■場 市民会館
■講 二宮清純氏（ス
ポーツジャー
ナリスト）
■対 市内在住・在
勤・在学の人
■定 １２００人（当日先
着順）
■問 市 体育館（�
〈７５〉５１８２）

安城市体育協会６０周年
記念講演会

▼
▼

文字探しラリー
堀内公園を制覇しよう！

▼
▼

中部公民館の催し ▼デンパーククラブハウスの
教室・講座

▼
▼

　赤ちゃんと一緒にふれあい遊びを楽
しみませんか。
■時 ９月２７日�午前１０時～１１時３０分
■場 市子育て支援センター（錦保育園内）
■対 ７か月～１歳の誕生日までの乳児と
その親
■定 １０組（先着順）
■申 ９月５日�午前９時から電話で市子
育て支援センター（�〈７３〉６３３６）へ

■時 １０月１９日�午前９時～午後４時
■場 二子古墳、姫小川古墳、三の山古墳
（西尾市）、正法寺古墳・吉良町歴史
民俗資料館（吉良町）、とうてい山古
墳・幡豆町歴史民俗資料館（幡豆町）
■内 三河湾の古墳を訪ねて（矢作川流域
～三河湾海岸部の古墳時代）
■講 天野 暢  保 （元市歴史博物館長）

のぶ やす

■対 市内在住の人
■定 ２０人（定員を超えた場合は抽せん）
■￥ １５００円（昼食代含む）
■持 筆記用具、かさ、水筒
■申 はがきに住所・氏名・年齢・電話番
号を記入し、９月１５日�までに歴史
博物館「あおぞら歴史教室」係（〒
４４６－００２６安城町城堀３０番地／�〈７７〉
４４７７）へ
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敬老行事①
９月１５日の「敬老の日」にあわせて敬老行事を行います。
■問 社会福祉課

■時 １０月２日�午前９時３０分～午後１時
■場 市保健センター
■内 からだを使って食を学習、親子で一
緒に調理実習　献立 ▼三色おにぎり、
きのこのみそ汁、ほうれん草のごま
和え、かつおの香味焼き

■対 ３歳児健診受診済みで就学前の子と
その保護者

■定 １２組程度（先着順）
■￥ １人４００円（親子で８００円）　
■持 エプロン、手ふきタオル、筆記用具、
調理室で使用する子ども用の上履き

■申 ９月８日�～２５日�午前８時３０分～
午後５時１５分（���を除く）に電話
で市保健センター（�〈７６〉１１３３）へ

■時 ９月１４日�午前
９時～正午

■場 リサイクルプラザ
■問 清掃事業所（�
〈７６〉３０５３）、当日
の問い合わせ（�
０９０〈９８９２〉２９３３）

親子栄養スクール ▼

今月の再生家具等入札販売 ▼

■時 １０月１日�午前９時３０分～午後１時
■場 市保健センター
■内 栄養バランスのとれた食事、貧血予
防食を学ぶ講義と調理実習　献立 ▼

枝豆入り炊き込みごはん、鶏レバー
のしぐれ煮、ひじきときゅうりの和
え物、牛乳ゼリーの和風仕立て

■対 妊娠中（出産予定月１２月～来年４月）
の人　※父親の参加も可。

■定 ２４人（先着順）
■￥ ４００円
■持 母子健康手帳、エプロン、手ふきタ
オル、筆記用具、みそ汁１００㏄（塩分
濃度測定希望者のみ）

■申 ９月５日�～２４日�午前８時３０分～
午後５時１５分（���を除く）に電話
で市保健センター（�〈７６〉１１３３）へ

■時 １０月８日�・９日�午前９時３０分～
午後４時３０分
■場 高浜中央公民館（高浜市）
■定 １９８人（先着順）
■￥ ４０００円
■申 申込書に必要事項を記入し、９月２２
日�～２６日�午前８時３０分～午後５
時に持参で安城消防署（�〈７５〉２４５８）
へ

　※申込書は、同署・衣浦東部広域連
合消防局ホームページで配布。

■時 ９月１０日�～２９日�（休館日を除く）
■場 ■問 デンパーク（�〈９２〉７１１１）

あおぞら歴史教室 ▼

マタニティクッキング ▼

甲種防火管理新規講習会 ▼

子育て支援センター「パパと
ママの子育てホットタイム」

▼
▼

〈キリトリセン〉

〈キリトリセン〉

〈キリトリセン〉

〈
キ
リ
ト
リ
セ
ン
〉

敬老祝品・敬老金の贈呈　
■内 満８０歳以上に敬老祝品を、
８５歳・９０歳・９５歳・９９歳以
上に直接または各町内会
を通じて敬老金（サルビ
アギフト券）を贈呈

１００歳の肖像画展　　　　
■時 ８月２９日�～９月４日�
午前９時～午後９時
※４日は午後４時まで。
■場 市総合福祉センター
■内 市内在住の画家が描いた
１００歳の肖像画６点を展示

高齢者慰問　　　　　　　
■時 ９月５日�～１２日�
■内 ９５歳・９９歳・１００歳以上
の高齢者を市長らが訪問
し、長寿をお祝い

おじいさん・おばあさんの似顔絵展
■時 ９月９日�～１５日�午前
９時～午後９時
※１５日は午後５時まで。

■場 市総合福祉センター
■内 市内の小学２年生が描い
た高齢者の似顔絵約２８０
点を展示

＊＊デンパーク＊＊ 
敬老無料入園券

有効期間 ▼平成２０年９月１日�～２９日�
（９月２日�・９日�・１６日�・２４日�を除く）
本券１枚につき、市内在住の６５歳以上１人と
同行の家族１人が入園できます。
安城市社会福祉課・�安城都市農業振興協会

＊＊デンパーク＊＊ 
敬老無料入園券

有効期間 ▼平成２０年９月１日�～２９日�
（９月２日�・９日�・１６日�・２４日�を除く）
本券１枚につき、市内在住の６５歳以上１人と
同行の家族１人が入園できます。
安城市社会福祉課・�安城都市農業振興協会

トールペイント展
「Tole paint is my life」

▼
▼



�せん定枝リサイクルプラントで製造
した「安城いきいきたい肥」総量１００㌧
（受け取り数量１世帯３００㎏以下）を限
度に募集します。　※応募者多数の場
合は選考し、決定。
■時 ９月２４日�～１０月８日�（�を除く）
■場 せん定枝リサイクルプラント
■内 受け取り決定 ▼通知をもって発表と
します。対象者には支給決定通知と
受け取り票を９月２２日�までに送付
します。選外者には通知しません。
受け取り方法 ▼たい肥を直接積み込
める４㌧以下のトラックまたは袋を
持参して受け取ってください。
■申 ９月１２日�までに申込用紙に必要事
項（住所・氏名・電話番号・希望数
量・たい肥施用対象面積またはプラ
ンターの個数）を記入し、持参・郵
送・ファクス・Ｅメールで清掃事業
所（〒４４４－１１５５堀内町西新田２番地
／�〈７７〉１３１８／ ikiiki@city.anjo.ai
chi.jp）へ　※申込書は同所で配布。
必要事項がすべて記載してあればど
のような紙でも構いません。すべて
の項目が記載されていないと失格に
なります。
■問 清掃事業所（�〈７６〉３０５３）
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　子育ての手助けをしてほしい人「依
頼会員」と子育ての協力をしてくれる
人「提供会員」が、お互いに助け合う会
員組織です。活動を充実するため、新
たな会員を募集します。
■対 依頼会員�市内在住・在勤・在学の
人　提供会員�市内在住で、心身と
もに健康で自宅で子どもを預かるこ
とのできる人、子どもが好きでボラ
ンティア精神のある人　
■申 事前にファミリー・サポート・セン
ター（市役所西会館内／�〈７２〉２３１５）
へ

依頼会員希望者の入会説明会　　　　
　毎月２回説明会を行っています。
提供会員希望者の講習会　　　　　　
■時 ９月１６日�午前９時～午後３時３０分
■対 提供会員希望者
　※保育サポータ
ーの有資格者は
講習会を免除。

■内 勤務場所 ▼市養護老人ホーム
勤務日時 ▼１０月１日から１年間の�
～�午前８時３０分～午後５時１５分　
※更新最長３年あり。
賃金 ▼ 月給１８万５９７６円（地域手当を
含む）、扶養手当、住居手当、通勤手
当、期末勤勉手当あり
■定 １人
■他 ９月１８日�に面接試験あり
■申 所定の用紙と資格証明書を持って市
総合福祉センター（�〈７７〉７８８９）へ
※用紙は同センターで配布。

■内 募集科 ▼機械科、縫製科、木工科、
陶磁器科、紙器製造科
訓練期間 ▼１年間（全寮制）

■定 各２０人
■対 知的障害があり、義務教育を修了ま
たは平成２１年３月卒業見込みの人
■申 ９月１日～平成２１年３月下旬までに
入校願書、療育手帳の写しを郵送・
持参でハローワーク刈谷（〒４４８－
８６０９刈谷市若松町１ー４６－３／�
〈２１〉５００１）へ
■問 障害福祉課、春日台職業訓練校（愛
知県心身障害者コロニー内／�０５６８
〈８８〉０８１１）

敬老行事②

市福祉事業団の栄養士 ▼

ファミリー・サポート・
センターの会員

▼
▼

「安城いきいきたい肥」
受け取り希望者

▼
▼

平成２１年度愛知県春日台
職業訓練校訓練生

▼
▼

〈
キ
リ
ト
リ
セ
ン
〉

〈キリトリセン〉

〈キリトリセン〉

〈キリトリセン〉

＊＊デンパーク＊＊ 
敬老無料入園券

有効期間 ▼平成２０年９月１日�～２９日�
（９月２日�・９日�・１６日�・２４日�を除く）
★本券の払い戻し、再発行はできません
★入園後にいったん退園した場合は再入園できません

利用人数　□１人　□２人

＊＊デンパーク＊＊ 
敬老無料入園券

有効期間 ▼平成２０年９月１日�～２９日�
（９月２日�・９日�・１６日�・２４日�を除く）
★本券の払い戻し、再発行はできません
★入園後にいったん退園した場合は再入園できません

利用人数　□１人　□２人

マーメイドパレス無料開放
■内 プール、トレーニングル
ームが利用可能。（トレー
ニングは修了証が必要）
■時 ９月１３日�～１５日�
■対 ６５歳以上の人
■持 年齢が証明できるもの
■問 マーメイドパレス（�〈９２〉
７３５１）

懐かしの遊びコーナー　　
■内 竹馬や 独  楽 など昔懐かし

こ ま

い遊び体験
■時 ９月１３日�～１５日�
■場 デンパーク水のステージ
前
■問 デンパーク（�〈９２〉７１１１）
敬老の日無料入浴　　　　
■内 市内の各福祉センター・
農村センターの浴場を無
料開放
■時 ９月１５日�午前１０時～午
後４時
■対 ６０歳以上の人
■問 社会福祉課

　日本人の三大死因の一つである脳卒
中を予防するためにも、この機会にぜ
ひ脳ドックを受けましょう。
　今年度前期の申し込み状況は、安城
更生病院３７３人（申し込み倍率３．０倍）、
八千代病院１６１人（申し込み倍率１．３倍）
でした。
■時 検診期間 ▼１１月～来年３月
※検診日・結果説明日の２日間が必
要になる場合があります。

■場 安城更生病院・八千代病院
■内 頭部ＭＲＩ・頭部ＭＲＡ・問診など
■対 ４０歳以上の市民で会社などで受診す
る機会のない人
※現在脳血管疾患で治療中の人、体
内に金属器具・ペースメーカーなど
が入っている人を除く。

■定 各１２５人　※過去に市の脳ドックを
８回以上申し込んで、当せんしてい
ない人を優先します。

■￥ １万円
■他 当せんした人は、当せんした年度を
含めた４年間、申し込み不可

■申 ９月４日�～１１日�午前８時３０分～
午後５時１５分（��を除く）に市保健
センター（�〈７６〉１１３３）へ　
※定員を超えた場合は、１０月１８日�
に同センターで公開抽せん。結果を
１０月２０日付けで郵送します。

　下水道は、生活排水などの汚れた水
を集め、きれいな水に戻して川や海へ
放流しています。これにより、道路側
溝や河川の悪臭を抑え、生活環境を清
潔で快適なものにしています。市は、
より多くの人が利用できるよう整備を
進めており、今年４月１日現在の普及
率は６４．２％となっています。下水道は、
多くの人が利用して、はじめてその力
が発揮されます。利用可能な区域の人
は、一日も早く接続し、きれいな川や
海を未来へ残しましょう。
■問 下水道管理課
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　大切な農地を守り、遊休農地と違反
転用農地の解消のため、農業委員会が
農地パトロールをしています。現地立
ち入りへのご理解をお願いします。
■時 ９月１日�～１１月３０日�
■問 農務課

　１０月受信分から変わります。
■内 全額免除 ▼身体障害者手帳、療育手
帳または精神障害者保健福祉手帳を
持つ人がいる世帯で、世帯員全員が
市民税非課税　半額免除 ▼世帯主が
受信契約者で次の①～③いずれ
かの障害者手帳を持っている世帯
①身体障害者手帳１・２級（視覚・
聴覚障害はすべての等級）
②療育手帳Ａ判定
③精神障害者保健福祉手帳１級
申請場所 ▼障害福祉課
■持 印鑑、障害者手帳
■問 障害福祉課、ＮＨＫ豊橋支局（�
０５３２〈５５〉１１２３）

　衣浦東部広域連合消防局の救急件数
は年々増え続け、平成１９年には救急出
動が１万８８９３件、搬送人員が１万８１１７
人と、過去最高となりました。本当に
必要としている人への救急車到着が遅
れないよう、救急車の適正利用にご協
力をお願いします。また、救急車が到
着するまでの間に、適切な応急手当を
できるかが人の生死に大きな影響を与
えます。救命講習会に参加し、応急手
当の知識や技術を身につけましょう。
※救命講習会は本紙２０ページ参照。
■問 衣浦東部広域連合消防局消防課（�
〈６３〉０１３５）　

「ＮＨＫ放送受信料の免除
基準」が変わります

▼
▼

９月１０日は下水道の日 ▼

農地パトロール ▼

■問 建築課
木造住宅専門家耐震診断（無料）         
■対 昭和５６年５月３１日以前に着工された
旧建築基準の木造住宅
■他 診断の結果、改修が必要とされた建
物の改修工事には、その改修費を補
助する制度（一般型上限６０万円、簡
易型上限３０万円）があります。
■申 申請書を記入し、建築課へ
　※申請書は、同課・市ホームぺージ
で配布。
非木造住宅耐震診断費補助　　　　　
■対 昭和５６年５月３１日以前に着工された
旧建築基準の非木造の分譲共同住宅
■他 診断の結果、地震に対して「安全な
構造」でないと判断された建物の改
修工事には、その改修費を補助する
制度があります。
■申 耐震診断費補助・改修費補助とも、
事前に同課で相談・承認が必要

　あなたからの相談に親身になって対
応し、一緒になって問題解決の糸口を
探します。また、相談の内容が、警察
で解決することができないものについ
ては、専門の相談機関を案内します。
安心してご相談ください。
■内 警察相談専用電話 ▼プッシュ回線�
＃９１１０、ダイヤル回線および一部の
ＩＰ電話��０５２〈９５３〉９１１０

■時 �～�午前９時～午後５時（�、年
末年始を除く）
■他 愛知県警ホームページ（http://
www.pref.aichi.jp/police/soudan
/index.html）の、「よくある警察相
談Ｑ＆Ａ」など、警察相談の情報が
掲載されていますので、ご利用くだ
さい。
■問 安城警察署（�〈７６〉０１１０）　

耐震診断・耐震改修費補助 ▼

脳ドック後期受け付け開始 ▼

９月９日は救急の日、９月
７～１３日は救急医療週間

▼
▼

９月１１日は警察相談の日 ▼

　■申 電話でデンパーク（�〈９２〉７１１１）へ

時給対象勤務時間職種（内容）

７８０円
１８～４５歳くらい
（大学生歓迎、
高校生不可）

午前９時３０分～午後５
時のうち４時間以上
（���に働ける人）

①売店スタッフ
（販売員）

午前８時４５分～午後５
時１５分（週に３日以上
働ける人）

②インフォメーション事務スタ
ッフ（パソコン入力など）
③ゲートスタッフ
（入退場口のチケット販売など）

８８０円１８～６２歳くらい
（高校生不可）

午前８時～正午または
午後１時～５時

④植栽スタッフ（植物管理・
ディスプレイ・大工仕事など）

※通勤割増１日２００円。���の時給は１００円増。休日は要相談。
※面接時に写真を添付した履歴書を持参してください。



子育て家庭優待事業の協賛店舗募集�

　「ごみゼロ社会推進あいち県民会議」
では、「レジ袋削減取組店制度」の取り
組み店を募集します。この制度は、レ
ジ袋削減に積極的に取り組む小売事業
者を表彰し、環境負荷の低減に配慮し
ている優良店として消費者にＰＲをし
ます。安城市レジ袋削減に関する協定
とあわせて、ぜひ登録をお願いします。
■時 ９月１日�～１２月１９日�
■問 清掃事業所（�〈７６〉３０５３）

　いじめ・虐待など、子どもの人権に
かかわる悩みごと、心配ごとなどの相
談に応じます。ひとりで悩まず、気軽
にご相談ください。
■時 ９月８日�～１４日�　�～��午前
８時３０分～午後７時　���午前１０
時～午後５時
■内 子どもの人権１１０番（�０１２０〈００７〉１１０）
■問 名古屋法務局人権擁護部（�０５２〈９５２〉
８１１１内線１４７０）

　裁判員制度は、国民から選ばれた裁
判員が、刑事裁判に参加する制度です。
被告人の有罪・無罪、有罪の場合どの
ような刑にするかを判断します。裁判
員は、２０歳以上の有権者から選ばれ、
対象者には１２月ごろ通知書を送ります。
■問 名古屋地方裁判所岡崎支部（�０５６４
〈５１〉８４２８）

■時 �～�午前９時～午後４時３０分（正
午～午後０時４５分と�を除く）

■内 こころの病気や悩み、ひきこもりな
どの相談（来所・電話）

■対 本人または家族
■問 ■場 衣浦東部保健所（�〈２１〉４７７８）

■時 ９月２７日�・２８日�午前１０時～午後
４時
■場 豊田スタジアム、名鉄豊田市駅周辺
市街地
■内 ものづくり・環境・交流をテーマと
した、豊田市の産業ＰＲストリート、
農産物特産品の展示販売、リユース
（再利用）バザー、各種ものづくり体
験など
■他 豊田スタジアムへは名鉄豊田市駅東
側参合館前とスタジアムを結ぶシャ
トルバスをご利用ください。
■問 とよた産業フェスタ２００８実行委員会
事務局（豊田商工会議所内／�０５６５
〈３２〉４５６９／ホームページ www.toy
ota.or.jp/festa）
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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・受講料など
■持 持ち物
■他 その他
■申 申し込み方法など
■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。

　来場には公共交通機関をご利用くだ
さい。
■問 高浜市役所文化スポーツグループ
（�〈５２〉１１１１）
おまんと　　　　　　　　　　　　　

■時 １０月４日�・５日�午前８時～午後
５時
■場 春日神社、 八  劔 社

はっ けん

■内  法  被 に 地  下  足  袋 姿の若者が、円形に
はっ ぴ じ か た び

組んだ馬場で、鈴飾りや造花を背負
い疾走する馬に向かって飛びつき、
人馬一体となって駆け回る勇壮なお
祭りです。
射放弓（しゃほうきゅう）　　　　　　
■時 ■場 １０月１１日��八幡社、１０月１２日�
�神明社　※いずれも日の出～午後
１時３０分。

■内 八幡社と神明社に「お弓 奉  納 の 儀 」と
ほう のう ぎ

して伝わる、約３５０年の歴史を誇る
お祭りです。かみしもに大小の刀を
差した武者姿の若者が、厳しい作法
にのっとり、東
西へ白羽の矢を
放ちます。放た
れた矢は、見物
客が争うように
拾い、 破  魔 矢と

は ま

して家に飾る風
習があります。

全国一斉「子どもの人権１１０
番」強化週間

▼
▼

環境にやさしいお店
応援します

▼
▼

平成２１年５月２１日から裁判
員制度が始まります

▼
▼

こころの健康相談 ▼

とよた産業フェスタ２００８ 豊
田

高浜のまつり 高
浜

●協賛店舗のメリット
・子育てにやさしい店舗としてイメ
ージアップが図られます。
・市や県のホームページでも協賛店
舗リストで紹介されます。
　※特典やサービスに対して、市や
県からの補償はありません。ご了
承ください。
●協賛方法は
　対象者がカードを提示したときに、
商品の割引きや買い物時のポイント
割増など店舗独自のサービスを提供

します。協賛店舗の店頭には協賛店
舗ステッカーを 貼 ってください。

は

●協賛の申込方法
　所定の用紙に記入し、持参・郵送・
ファクスで子ども課（〒４４６－８５０１住
所記載不要／�〈７６〉１１１２）へ

　「子育て家庭優待事業」に協賛する店舗や施設「はぐみん優待ショップ」を募
集します。（今年８月１２日現在、市内で１０６店舗が登録）
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外国語の
情報ボックス

※申し込みや問い合わせは、日本語
でお願いします。
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