
■時 １０月１２日�午後６時
■場 文化センター
■内 宇宙の時間を
狂わそうとす
る博士「ブラ
ック星博士」
が安城にやっ
てくる�つま
らない冗談や
ダジャレが大
好きな博士！そんな博士の暴走を誰
が止めるのか�

■講 ブラック星博士（井上 毅 氏／明石市
たけし

天文科学館学芸員）、浅田 英  夫 氏（天
ひで お

文研究家）
■定 １５０人（先着順）
※小学生以下は保護者同伴。
■申 １０月４日�午前９時から文化センタ
ー（�〈７６〉１５１５）で整理券を配布

■時 １１月８日�午前１０時～正午
■場 市スポーツセンター
■対 １８～６４歳
■定 ２０人（先着順）
■持 運動のできる服装、タオル、室内シ
ューズ、飲み物（ペットボトル）
■申 １０月５日�～１１月７日�午前９時～
午後８時（休館日を除く）に市スポー
ツセンター（�〈７５〉３５４５）へ

■場 中部公民館
■定 各４０組（先着順）
らくらく子育て親子でヨーガ　　　　
■時 １１月６日�午前１０時～１１時３０分
■講 小島ゆか氏（ライトウェーブ代表）
■対 乳幼児とその保護者
■申 １０月７日�午前９時から電話で市子
育て支援センター（錦保育園内／�
〈７３〉６３３６）へ
両親で取り組む子育てー思春期を見通
した乳幼児期の大切なポイントー　　
■時 １１月２９日�午前１０時～１１時３０分
■講  角  田  春  高 氏（愛知学泉短大教授）

かく た はる たか

■対 乳幼児とその保護者
■申 １０月８日�午前９時から電話で市子
育て支援センター（錦保育園内／�
〈７３〉６３３６）へ

■時 １１月１２日�午前９時２０分～午後４時
１０分
■場 ＪＡあいち中央本店前
■内 農産地や農産物の加工場見学、料理
教室、スーパー見学
■対 西三河地域在住の人
■定 ３０人（定員を超えた場合は抽せん）
■持 エプロン
■申 はがきに住所・氏名・年齢・電話番
号を記入し、１０月２０日�まで（必着）
に県西三河農林水産事務所農政課
（〒４４４－０８６０岡崎市明大寺本町１の
４／�０５６４〈２７〉２７２４）へ
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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 １０月４日�・５日�午前１０時
■定 各１００人（当日先着順）
■￥ ５００円から
木工教室　　　　　　　　　　　　　
■時 １０月１１日�～１３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（いちじく）　　
■時 １０月５日�・１１日�～１３日�午後１
時・２時３０分
■定 各１０人（当日先着順）
■￥ ８００円
いちじく大福　　　　　　　　　　　
■時 １０月５日�・１１日�～１３日�午前１１
時、午後１時・２時３０分（１１日は午
後のみ）
■定 各１０人（当日先着順）
■￥ ５００円
パン教室（デニッシュと動物型あんぱん）
■時 １０月５日�・１１日�～１３日�午後１
時・２時３０分
■定 各３６人（当日先着順）
■￥ ５００円
らっかせい収穫体験　　　　　　　　
■時 １０月４日�・５日�午前１０時～午後２時
■定 各４０人（先着順）
■￥ ２００円／株　※１人２株まで。
■申 当日午前９時３０分から同クラブハウスへ
さつまいも収穫体験（焼き芋付き）　　
■時 １０月１１日�～１３日�・１８日�・１９日
�午前１０時～午後２時

■内 １人２株と石窯で焼いた焼き芋１本
付き　※焼き芋は午前１１時～午後２
時にお渡します。
■定 各４０人（先着順）
■￥ ５００円
■申 当日午前９時３０分から同クラブハウスへ
フォトスポット撮影ツアー（秋の彩り）
■時 １０月２５日�午後１時３０分
■定 ２５人（先着順）
■￥ １３００円（写真現像代別途）
■持 フィルムカメラ、デジタルカメラ
■申 当日午前９時３０分から同クラブハウスへ

■時 １０月１８日�午前１０時～午後４時・１９
日�午前９時～午後３時

■場 名古屋刑務所（三好町）
■内 施設の紹介、作業製品の展示・即売など
■問 名古屋刑務所作業部門（�０５６１〈３６〉２２６０）

　平成２０年第２回衣浦東部広域連合議会定例会を８月２１日に開催しました。
　議会では、平成１９年度衣浦東部広域連合一般会計歳入歳出決算を認定し、
平成２０年度衣浦東部広域連合一般会計補正予算（第１号）についての議案を可
決しました。
■平成１９年度衣浦東部
広域連合一般会計歳入
歳出決算を認定
　内容は右表のとおり
です。　　（単位：円）

■問 衣浦東部広域連合事務局
総務課（�〈６３〉０１３１）

子育て支援センター講習会 ▼

スポーツセンター体力測定会 ▼

ブラック星博士東海征服計画
ｉｎ安城市文化センター

▼
▼

デンパーククラブハウスの
教室・講座

▼
▼

衣浦東部広域連合議会から

歳　　出
執行率構成比支出済額予算現額科目
８０．９％０．１％２，０７１，９４８２，５６１，０００議会費
９４．６％３．９％１８３，９２４，８０４１９４，３６１，０００総務費
９８．５％９５．５％４，４９９，２１７，７４２４，５６９，５４３，０００消防費
９８．０％０．５％２５，２４０，１４３２５，７４３，０００公債費
－－０２０，０００，０００予備費

９７．９％１００．０％４，７１０，４５４，６３７４，８１２，２０８，０００計

歳　　入
収入率構成比収入済額予算現額科目
１００．０％９６．０％４，６２１，７５８，９３９４，６２１，７５９，０００分担金及び負担金
１０５．９％０．２％１１，７４４，９１５１１，０９３，０００使用料及び手数料
１００．０％０．５％２３，０６６，０００２３，０６６，０００国庫支出金
２１，０００％０．０％２１０，０００１，０００財産収入

－－０１，０００寄附金
１００．０％２．６％１２４，３１２，０６１１２４，３１２，０００繰越金
１０５．１％０．６％２９，７６１，５７２２８，３１２，０００諸収入
１００．０％０．１％３，６６４，０００３，６６４，０００県支出金
１００．０％１００．０％４，８１４，５１７，４８７４，８１２，２０８，０００計

西三河地産地消セッション’０８ ▼

三好矯正展 ▼

〈キリトリセン〉

〈キリトリセン〉

〈キリトリセン〉

〈
キ
リ
ト
リ
セ
ン
〉
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■時 １１月１８日�・２６日�午前１０時～午後
３時１５分
■場 安城自動車学校
■対 おおむね６５歳以上の人または女性
■持 普通運転免許証
■定 各２４人（先着順）
■他 免許証書き換えの講習会にはなりません
■申 １０月１０日�～１１月４日�午前９時～
午後５時に市民安全課へ

■場 ■問 市保健センター（�〈７６〉１１３３）
歯医者さんのお仕事～歯科治療を理解
するために～　　　　　　　　　　　
■時 １０月９日�午後１時３０分～２時３０分
■講  藤  井  雅  彦 氏（藤井歯科医院歯科医師）

ふじ い まさ ひこ

高齢者の膝（ひざ）の痛み　その対策と治療
■時 １０月１６日�午後１時３０分～２時３０分
■講  渡  部  健 氏（みかわ整形外科医師）

わた なべ けん

■時 １０月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）。
■￥ 入苑料１００円（中学生以下無料）、呈茶
料３００円

■場 ■問 丈山苑（�〈９２〉７７８０）

■時 １０月１５日�～２７日�午前９時３０分～
午後５時
■内 額物・立体などグラスアート作品
１３０点を展示
■問 デンパーク（�〈９２〉７１１１）

■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。

■時 １１月１６日�午前９時～午後４時
■場 常滑市
■内 焼き物のさとを訪ねて―古常滑から
現代までの変遷―

■講 加藤克也氏（社会教育指導員）
■対 市内在住の人
■定 ２０人（定員を超えた場合は抽せん）
■￥ １８００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、１０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／�〈７７〉４４
７７）へ

■時 １１月１２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

■対 妊娠中（出産予定月来年１月～５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 １０月６日�～１１月５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

■場 ■問 歴史博物館（�〈７７〉６６５５）
市史をおもしろく読む講座　　　　　
■時 １０月～来年３月の毎月第４�午前１０
時～１１時３０分（全６回）

■内 「新編安城市史」の面白さ、見方・考
え方、郷土史の背景や何が見えてく
るかを読む

■講 斉藤卓志、三島一信（同館職員）
■定 １５人
■申 １０月１６日�までに電話で同館へ
箱ずしをつくろう　　　　　　　　　
■時 １１月８日�午前９時３０分
■内 箱ずしを作り試食
■講 後藤 慶  子 氏

けい こ

■定 １０組（定員を超えた場合は抽せん）
■￥ １組８００円
■申 はがきに住所・氏名・電話・参加人
数を記入し、１０月１８日�まで（必着）
に同館（〒４４６－００２６安城町城堀３０）へ

　１枚で市民２人まで入園できる
市民特別入園券です。休園日をご
確認の上、期限までにご利用くだ
さい。（１０月は毎日開園）
　デンパークでは１０月４日�～１１
月３日�に、秋のイベント「秋穫
祭」を開催します。キャラクター
ショーやお笑いライブステージ、
ハロウィンパレードなど、楽しい
イベントいっぱいで皆さんのご来
園をお待ちしています。
※本紙折り込みチラシをご覧くだ
さい。

あおぞら歴史教室 ▼

マタニティクッキング ▼

歴史博物館の催し ▼

高齢者・女性ドライバー
運転講習

▼
▼

市民健康講座 ▼

丈山苑　観月夜間開苑 ▼

デンパーク・グラスアート展
「手作り玉手箱」

▼
▼

デンパーク市民特別入園券
を利用してください

本券１枚で２人まで１回限り入園できます
有効期限：平成２１年３月３０日�
※休園日 ▼ 火曜日（１２月１６日・２３日を除く）、１２月
２６日�～来年１月１日�、１月１３日�～２３日�

市民特別入園券
＊＊安城産業文化公園デンパーク＊＊

本券１枚で２人まで１回限り入園できます
有効期限：平成２１年３月３０日�
※休園日 ▼ 火曜日（１２月１６日・２３日を除く）、１２月
２６日�～来年１月１日�、１月１３日�～２３日�

市民特別入園券
＊＊安城産業文化公園デンパーク＊＊
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■小学生ポスター展
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●とき　１０月１０日�～１９日�
●ところ／出品校　桜井公民館 �

桜井小・桜林小　北部公民館 �安
城北部小・志貴小・里町小　西部
公民館 �安城西部小・高棚小・三
河安城小　作野公民館 �作野小・
今池小　安祥公民館 �安城南部小・
祥南小　東部公民館 �安城東部小
南部公民館 �明和小・丈山小　二
本木公民館 �二本木小・梨の里小
中部公民館 �安城中部小・新田小
昭林公民館 �錦町小・桜町小

問い合わせ ▼清掃事業所
（�〈７６〉３０５３）
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〈キリトリセン〉

〈キリトリセン〉

〈キリトリセン〉

■時 １１月２日�午前９時３０分
■場 デンパーク
■内 手作りパン教室・バーベキュー
■対 市内在住ひとり親家庭の子とその親
■定 ５０人（先着順）
■￥ ８００円　※別途入園料が必要。
■申 参加者全員の住所・氏名・電話番号
を１０月５日�～２０日�にファクスで
母子福祉会成島清美（�・�〈９９〉６５５４）へ
※５日午前のみ電話受付可能。
■問 社会福祉課
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■時 １０月１２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）

　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 １０月１８日�午前９時～１１時
■場 知立消防署
■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 １０月５日�午前９時から同署（�〈８１〉
４１４４）へ
普通救命講習会Ⅰ　　　　　　　　　
■時 １０月１９日�午前９時～正午
■場 刈谷消防署
■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 １０月５日�午前９時から同署（�〈２３〉
１２９９）へ
上級救命講習会　　　　　　　　　　
■時 １０月２５日�午前９時～午後３時・２６
日�午前９時～正午

■場 高浜消防署
■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 １０月５日�午前９時から同署（�〈５２〉
１１９０）へ

■時 １０月１０日�～１１月９日�午前９時～
午後４時３０分（１０月１４日�・１５日�・
２０日�・２７日�・１１月４日�・５日
�を除く）
■場 堀内公園管理棟内展示室
■内 市内の各小中学校の花壇写真の展示
■問 市教育委員会総務課

■内 「新編安城市史４通史編　現代」の執
筆者が内容を紹介・解説
■場 ■問 歴史博物館（�〈７７〉４４７７）
第１回　「安城から日本をみる」　　　
■時 １０月１１日�午後２時～４時　
■講  阿  部  和  俊 氏（愛知教育大学教授）

あ べ かず とし

第２回　「戦後安城の風景」　　　　　
■時 １１月８日�午後２時～４時
■講  松  田 

まつ だ

 京 
きょう

 子 氏（南山大学准教授）
こ

第３回　「戦後安城の農とその風景」　
■時 １２月１３日�午後２時～４時
■講  伊  藤  貴  啓 氏（愛知教育大学准教授）

い とう たか ひろ

第４回　「戦後安城の市民福祉」　　　
■時 来年１月１０日�午後２時～４時
■講  西  村  正  広 氏（愛知大学准教授）

にし むら まさ ひろ

第５回　「日本デンマークの戦後」　　
■時 来年２月１４日�午後２時～４時
■講  岩  崎  正  弥 氏（愛知大学教授）

いわ さき まさ や

■時 １０月２６日�午
前９時（少雨
決行）
■場 小川町天神の
矢作川河川敷
■内 河原のごみを拾う清掃活動
■問 維持管理課

１０月１０日�～１９日�は
町を美しくする運動期間

ひとり親家庭「おたのしみ会」▼

今月の再生家具等入札販売 ▼

救命講習会 ▼

小・中学校の秋花壇写真展 ▼

市史「現代」入門講座 ▼

利用上のご注意　２００８〈下半期〉
・市内在住の人のみ使用できます
・本券の払い戻し、再発行はできません
・コピーやウェブサイトで印刷したものは利用できません
・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
安城市・�安城都市農業振興協会

問い合わせ

▲

デンパーク（�〈９２〉７１１１）

利用上のご注意　２００８〈下半期〉
・市内在住の人のみ使用できます
・本券の払い戻し、再発行はできません
・コピーやウェブサイトで印刷したものは利用できません
・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
安城市・�安城都市農業振興協会

問い合わせ

▲

デンパーク（�〈９２〉７１１１）

川と海のクリーン大作戦 ▼

特
選
▼
桜
井
小　

長
谷
川 
将  
大 
さ
ん
の
作
品

ま
さ 
ひ
ろ

　読書は、感動や知識を得て、人の考
え方や生き方も学べます。読書の大切
さを認識し、中央図書館や公民館に本
を探しに出かけましょう。
■他 スローガン ▼育てよう豊かな心読書から
■問 青少年の家（�〈７６〉３４３２）

　「行政書士制度」は、官公署に提出す
る各種申請書・届出書の作成や官公署
への提出を代理で行ったり、相談した
りするための制度です。
　行政書士会の会員でない人が、報酬
を得て各種申請書を作成することは、
行政書士法で禁止されています。
■問 県法務文書課（�０５２〈９５４〉６０２３）、県
行政書士会（�０５２〈９３１〉４０６８）
行政手続きに関する無料相談会　　　
■時 １０月１７日�午前１０時～午後３時
■場 市役所西会館
■内 官公署に提出する許認可
申請代理と申請手続きなど
■問 県行政書士会碧海支部
安城地区（�〈７５〉１５５５）
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　本紙９月１５日号１４ページ「劇団マザ
ーエッセンス・人形劇公演」に誤りが
ありましたのでお詫びして訂正します。
■内 金額 ▼誤：５００円⇒正：無料

■内 補助額 ▼世帯の所得により異なります
■対 １０月１日現在で私立高等学校または
私立専修学校（修業年限３年で卒業
時に高等学校卒業資格が得られる学
校）に在籍する生徒の保護者で市内
在住の人　※市奨学金を受けている
人、授業料を全額免除されている人、
専攻科・別科に在籍する人を除く。
■申 指定日までに各学校または１０月３１日
�までに市教育委員会総務課へ

■他 申請書は１０月上旬に各学校を通じて
配布します。
※学校によっては、同課での配布。

　改修工事のため会議棟とホール棟が
利用できなくなります。休館中の予約
受付事務などは文化センターで行います。
■時 会議棟�１０月１４日�～来年２月２７日
�　ホール棟�１１月４日�～来年２
月２７日�

■問 生涯学習課文化振興係（�〈７５〉１１５１）

■時 １０月２日�～１６日�（���を除く）
午前８時３０分～午後５時１５分

■内 都市計画公園の変更
■他 この案に意見のある人は、縦覧期間
中に市へ意見書を提出できます。
■場 ■問 公園緑地課

　平成１９年度の情報公開制度・個人情報保護制度の実施状況は、次のとおりです。

※「任意公開申出」とは、平成１２年４月１日以前に作成、または取得した、条例対
象外の公文書を、申し出により任意に公開することです。

■問 行政課

　　　　　　　　　　　【実施機関別の請求（申出）状況】　　　　　単位：件数
計個人情報開示請求公文書任意公開申出公文書開示請求実施機関名
３７３０３４市長
２００２教育委員会
３９３０３６計

【開示・非開示の決定状況】
非開示の
主な理由計個人情報

開示請求
公文書任意
公開申出

公文書
開示請求決定内容

１０１０９全部開示
個人情報２６１０２５一部開示
不存在３１０２非開示

３９３０３６計

（　）内は前月比�

〈平成20年９月１日現在〉�
　総人口�
　　男性�
　　女性�
　世帯数�

17万9329人（＋149）�
9万1993人（＋ 84）�
8万7336人（＋ 65）�

6万6550世帯（＋ 79）�

火　　災�
救　　急�

（年間累計／前年対比）�

刑 法 犯�
交通事故�
負 傷 者�
死　　者�

249件（2032件／－ 4）�
620件（4977件／－29）�
134人（1077人／－23）�
0人（ 　2人／－ 2）�

人口・世帯�

８月の火災・救急�

８月の犯罪・事故�

21件（うち建物　9件）�
575件（うち急病376件）�

私立高等学校などの
授業料を補助

▼
▼

知っていますか？行政書士制度 ▼
市民会館会臨時休館 ▼

衣浦東部都市計画の変更案
の縦覧

▼
▼

１０月１日�～３１�は
青少年によい本をすすめる県民運動

▼
▼

情報公開・個人情報保護制度の実施状況 ▼

　男性と女性の生きかたに関する意識
の変化や、ドメスティック・バイオレ
ンスの現状などについて把握するため
の意識調査を実施します。対象者には
１０月上旬に調査票を送りますので、ご
協力をお願いします。
■対 ２０～７０歳代から無作為に選んだ２０００人
■他 調査の結果は、来年行う「第２次安
城市男女共同参画プラン」の中間改
訂に利用

■問 市民活動課

　市内の各歯科医院で実施していた休
日歯科診療を、１０月から安城市休日急
病診療所（�〈７６〉２０２２）で開始します。
急病のときにご利用ください。
■時 �・�・年末年始の午前９時～正午・
午後１時～５時

■持 健康保険証・受給者証・現金
■問 市保健センター（�〈７６〉１１３３）

■時 接種期限 ▼１２月３１日�
■場 市内の指定医療機関
■対 今年末時点で、６５歳以上か心臓・じ
ん臓・呼吸器の機能・ヒト免疫不全
ウイルス障害１級で６０歳～６４歳の人

■￥ １０００円
■他 対象者には１０月初旬に通知します
■問 市保健センター（�〈７６〉１１３３）

■時 １１月１日�午前０時～６日�午前０時
■内 工事区間 ▼高速２号東山線（西行）吹
上～白川　約２．７㎞
■問 名古屋高速道路公社（�０５２〈９１９〉３２
０２）

休日歯科診療が変わります ▼

男女共同参画に関するアン
ケート調査にご協力を

▼
▼

高齢者向けのインフルエンザ予防接種 ▼

名古屋高速道路リフレッシュ工事 ▼

お詫びと訂正 ▼
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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。

■問 西尾市商工課商工・観光担当（�
０５６３〈５６〉２１１１）
おもてなし茶会　　　　　　　　　　
■時 １０月８日�・１１日�・１２日�午前１０
時～午後３時（１１日は午後４時まで）
■場 ８日 ▼井桁屋公園　１１日・１２日 ▼総
合グラウンド・尚古荘
まちなか茶会　　　　　　　　　　　
■時 １０月１１日�・１２日�午前１０時～午後
３時（１１日は午後４時まで）
■場 中心市街地各店舗ほか
おもてなし広域交流物産展　　　　　
■時 １０月１１日�・１２日�午前１０時～午後
３時（１１日は午後４時まで）
■場 総合グラウンド
農林水産振興展・アグリンフェア西尾
■時 １０月１１日�・１２日�午前１０時～午後
３時（１１日は午後４時まで）
■場 総合グラウンド
第３回にしお本まつり　　　　　　　
■時 １０月１１日�・１２日�午前９時～午後
４時（１１日は午後５時まで）
■場 岩瀬文庫・図書館
西尾城址薪能　　　　　　　　　　　
■時 １０月１１日�午後５時～８時
■場 歴史公園（雨天時は文化会館）
たくましい西尾っ子大会　　　　　
■時 １０月１２日�午前１０時～午後３時
■場 総合グラウンド
消防市民ひろば　　　　　　　　　　
■時 １０月１２日�午前１０時～午後３時
■場 総合グラウンド

■時 １０月１１日�～１１月１６日�午前１０時～
午後５時（入館は午後４時３０分まで）
※１０月１４日�・２０日�・２７日�、１１
月４日�・１０日�は休館。
■内 紫式部ゆかりの石山寺が所蔵する仏
像・仏画や、源氏物語を主題とした
美術工芸品を紹介
■￥ １０００円（団体８００円）、小・中学生５００
円（団体４００円）　※団体は２０人以上。
■場 ■問 岡崎市美術
博物館（岡崎
市高隆寺町／
�０５６４〈２８〉５０
００）

■内 募集科 ▼普通課程（２年）�システム
設計科　短期課程（１年）�ＯＡビジ
ネス科、ＣＡＤ設計科、デザイン科、
園芸科、アパレル科、彫型工芸科　
■定 普通課程�２０人、短期課程�１３０人
■対 身体障害者で、技能を身につけ職業
的自立を望む人
■申 １０月１日�～１１月７日�に入校願書、
健康診断書を持って、ハローワーク
刈谷（刈谷市／�〈２１〉５００１）へ
■問 愛知障害者職業能力開発校（�０５３３
〈９３〉２１０２）

■￥ 検定料 ▼４４００円　入校料 ▼５６５０円
授業料 ▼年額６万円
中卒コース　　　　　　　　　　　　
■時 筆記試験・面接 ▼来年１月２０日�
■対 中学校卒業程度の学力を有する３０歳
以下の人（来年３月卒業見込みを含む）
■内 募集科 ▼木造建築科　
訓練期間 ▼２年

■定 ２０人
■申 １１月１７日�～来年１月９日�に入校
願書を持って、東三河高等技術専門
校（豊川市／�０５３３〈９３〉２０１８）・ハロ
ーワーク刈谷（刈谷市／�〈２１〉５００１）へ
高卒コース　　　　　　　　　　　　
■時 筆記試験・面接 ▼①１１月７日�、②
来年２月２０日�

■対 高等学校卒業程度の学力を有する３０
歳以下の人（来年３月卒業見込みを
含む）
■内 募集科 ▼名古屋�システム設計科業
務ソフトウェアコース、同科組込み
ソフトウェアコース、建築デザイン
科　岡崎�メカトロニクス科　
訓練期間 ▼２年

■定 各２０人（組込みソフトウェアコース
は１０人）
■申 ①１０月１日�～２９日�・②来年１月
６日�～２月１３日�に入校願書を持
って、名古屋高等技術専門校（名古
屋市／�０５２〈９１７〉６７１１）・岡崎高等技
術専門校（岡崎市／�０５６４〈５１〉０７７５）・
ハローワーク刈谷へ

■時 １０月２８日�午後１時～２時３０分
■場 安城西中学校
■内 命の大切さを学ぶ授業への参加
■対 ６か月までの乳児とその保護者
■申 １０月１５日�まで（午前８時３０分～午
後５時１５分）に市保健センター（�
〈７６〉１１３３）へ

平成２１年度県立高等技術専
門校普通課程訓練生

▼
▼

家賃（月額）間取り建設年度部屋番号住宅名

２万６１００円～４万９７００円

３ＤＫ

平成６年
２０３

 前 　 山 （堀内町）
まえ やま

３０１

２万６５００円～５万８３００円平成７年

１０７
 吹 　 付 （上条町）
ふき つけ

１０８

３０３

２万５６００円～５万６２００円平成１０年Ａ－２０３ 寒  風  根 （榎前町）
さ ぶ ね

２万９８００円～６万０９００円平成１６年Ｂ－２０１ 東 
ひがし

 大  道 （里　町）
だい どう

※単身での申し込み不可。

■申 １０月６日�～１０日�午前９時～午後５時に建築課へ
■他 申込案内書は同課で配布。入居資格を確認し、お申し込みください。

市制５５周年記念
にしおの家風・おもてなし

西
尾

岡崎市美術博物館
石山寺の美

岡
崎

市営住宅入居者 ▼

平成２１年度愛知障害者職業
能力開発校訓練生

▼
▼

赤ちゃんふれあい体験参加者 ▼
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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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