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定員対　象と　き講座名

２０組
幼児とその親
（２人１組）

４月５日�～６月１４日�の毎週�午後１時
～１時５０分（５月３日�を除く。全１０回）

親子水泳

３０人
幼児

（４歳以上）

４月１日�～６月１７日�の毎週�午後４時
～４時５０分（４月２９日�・５月６日�を除く。
全１０回）

幼児スイミング

各
３５人

小学１～
３年生

４月５日�～６月１４日�の毎週�午後２時
～２時５０分（５月３日�を除く。全１０回）

日曜
児童

スイミング ４月３日�～６月５日�の毎週�午後４時
～４時５０分（全１０回）

金曜

各
３０人

１８歳以上の
女性

４月７日�～６月１６日�の毎週�午後１時
～１時５０分（５月５日�を除く。全１０回）

火曜
ゆったり
スイム ４月２日�～６月１８日�の毎週�午後１時

～１時５０分（全１０回）（４月３０日�、５月７日
�を除く。全１０回）

木曜

４月７日�～６月１６日�の毎週�午前１１時
～１１時５０分（５月５日�を除く。全１０回）

アクアビクス

マーメイドパレスの教室 ▼

■場 ■問 マーメイドパレス（�〈９２〉７３５１）
★春の短期水泳教室（下表のとおり）
■￥ 各２７００円
■申 ３月１０日�～２２日�午前１０時～午後７時３０分（１６日�を除く）に受講料を持って
マーメイドパレスへ

■時 ３月８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）

■時 ３月２１日�午前１０時～午後３時
■場 中心市街地交流広場（更生病院跡地)
■内 障害者授産施設商品の販売、昔の遊
び体験、福祉体験、模擬店、ふれあ
いコーナー、コンサート、昔のくら
し体験、商店街お楽しみコーナー、
リサイクルコーナーなど
■他 ボランティアを募集しています。
■問 ＮＰＯ法人えんご会（�〈７２〉６７８０）、
障害福祉課（�〈７１〉２２２５）

　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 ３月１４日�午前９時～１１時
■場 碧南消防署
■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 ３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 ３月１５日�午前
９時～正午
■場 安城消防署
■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 ３月５日�午前９時から同署救急係
　（�〈７５〉２４９４）へ

■時 ３月１４日�午
前１０時
■対 小学生以下
■定 １５０人（先着順）
■場 堀内公園展示
棟付近
■問 堀内公園（�
〈９９〉５９４７）

■場 文化センター
■問 安城文化協会（�〈７４〉６０６６）、市民会
館（�〈７５〉１１５１）

平成２０年度文人展　　　　　　　　　
　運営委員会が推薦した同協会所属の
作家の作品約６０点を展示
■時 ３月６日�～８日�午前９時～午後
５時（８日は午後４時まで）
■内 日本画、洋画、水墨画、書、写真、
陶芸、彫塑、工芸、ちぎり絵ほか
ごあ展　　　　　　　　　　　　　　
　同協会会長・副会長・幹事の作品お
よびスリランカの子どもの絵画を展示
■時 ３月７日�・８日�午前９時～午後
５時（８日は午後４時まで）
■内 茶道の体験�７日�午前１１時・午後
２時
　フルート＆声楽＆ピアノのアンサン
ブルとトークショー�８日�午前１１
時～正午・午後１時～２時
■￥ 茶道の体験�１００円
文化講演会　　　　　　　　　　　　
■時 ３月７日�午後２時～３時３０分
■内 出会いは人をつくる
■講 お 好  味  家  喜  楽 氏

この み や き らく

危険物取扱者試験　　　　　　　　　
　願書は３月９日�から消防各署所で
配布します。
■時 ４月２６日�
■場 名古屋市内
■内 試験種類�乙種全類・丙種
■申 ３月２３日�～４月１日�に郵送・持
参で�消防試験研究センター愛知県
支部（〒４６１－００１１名古屋市東区白壁
１丁目５０番地）へ
乙種第４類予備講習会　　　　　　　
■時 ４月１７日�
■場 刈谷市産業振興センター
■￥ 受講料４０００円、テキスト代４０００円
■定 １３２人（先着順）
■申 ３月９日�から（午前９時～午後５
時。���を除く）受講料を持って
安城消防署予防係（�〈７５〉２４６０）へ

わたがしの無料配布 ▼

安城文化協会の催し ▼

どんじゃらまつり ▼

救命講習会 ▼

危険物取扱者試験・
予備講習会

▼
▼

今月の再生家具等入札販売 ▼
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★平成２１年度第１期水泳教室（下表のとおり）
■￥ 親子水泳�５６００円　その他�５３００円
■申 ３月５日�～１５日�午前１０時～午後７時３０分（９日�を除く）にマーメイドパレ
スへ　※電話申し込み不可。定員を超えた場合は抽せん。

定員（先着順）対　象と　き講座名

３０人
幼児

（４歳以上）３月２４日�～２８日�
午後１時～１時５０分
（全５回）

幼児スイミング

３５人
小学１～
３年生

児童スイミング

■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 ３月１５日�午前９時３０分～１１時（小
雨決行）

■場 受け付け場所�篠目公園
　コース�作野遊歩道ゾウコース約
３．９㎞（約１時間）
■内 作野遊歩道を歩きながら環境につい
て学ぶ、クイズ形式のウオークラリー
■対 市内在住の人
■持 水筒、筆記用具など
■申 当日午前９時～１０時に受け付け場所 
へ

■問 区画整理課（�〈７１〉２２４６）、当日の問
い合わせ（�０９０〈７６９０〉０２０１）

■場 ■問 総合福祉センター（�〈７７〉７８８８）
講座作品展　　　　　　　　　　　　
　総合福祉センターを利用する身体障
害者・高齢者の作品約２４０点を展示
■時 ３月１４日�・１５日�午前９時～午後
５時（１５日は午後３時まで）

■内 絵画、書道、手編み、生け花、ちぎ
り絵、山の幸染め、絵手紙

身体障害者作品展　　　　　　　　　
■時 ３月１４日�午後１時～５時、１５日�
午前９時～午後４時

■内 絵画、書、陶芸、手芸、工芸、写真、
俳句、短歌

作野ウオークラリー
歩いて学ぼう作野四季の道

▼
▼

■時 ４月３日�午前９時３０分～午後１時
■場 市保健センター
■内 親子で調理実習
■対 ３歳児健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
■申 ３月５日�～２７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

■場 ■問 市スポーツセンター（�〈７５〉３５４５）
■申 ①②③�３月５日�～開催日前日、
④⑤⑥�３月５日�～２９日�の午前
９時～午後８時（休館日を除く）に同
センターへ
①自宅でカンタン☆運動習慣♪　　　
■時 ４月１日�・８日�・１５日�・２２日
�午後３時～４時（全４回）

■対 １８歳以上の人（高齢者向け）
■定 １０人（先着順）
■￥ 施設利用料
②春のアクアビクス体験会　　　　　
■時 ４月１５日�・２２日�午後４時～５時
（全２回）
■対 １８歳以上の人（初心者向け）
■定 １５人（先着順）
■￥ 施設利用料
③楽しく歩こう水中ウオーキング体験会
■時 ４月１７日�・２４日�午後１時～２時
（全２回）
■対 １８歳以上の人（高齢者向け）
■定 １５人（先着順）
■￥ 施設利用料
④らくらく☆アクアビクスサークル　
■時 ４月２日�～６月１８日�の毎週�午
後１時～２時（全１２回）
■対 １８歳以上の女性
■定 １５人（先着順）
■￥ ５４００円
⑤楽しい♪水中運動サークル　　　　
■時 ４月７日�～６月３０日�の毎週�午
後３時～４時（５月５日�を除く。
全１２回）

■対 １８歳以上の人（高齢者向け）
■定 １５人（先着順）
■￥ ５４００円
⑥発散エアロ☆燃焼系♪　　　　　　
■時 ４月１５日�～７月１５日�の毎週�午
後１時３０分～２時３０分（４月２９日�、
５月６日�を除く。全１２回）

■対 １８歳以上の女性
■定 ２０人（先着順）
■￥ ４５００円

親子栄養スクール ▼

スポーツセンターの
催し・講座

▼
▼

■時 ３月１５日�午後３時
■内 エレクトーンの生演奏を交えた、春
の星団、星雲、星座の解説

■講 浅田 英  夫 氏（天文研究家）
ひで お

■定 １５０人（先着順）
■￥ ５０円（中学生以下無料）
■場 ■問 文化センター（�〈７６〉１５１５）

■内 ■時 こぐま座「私を中心に世界は回る
？こぐま座・北極星の話」�１日�・
８日�・１５日�午後１時３０分・３時
かに座「友達思いのかに座」�２２日�・
２９日�午後１時３０分・３時
■￥ ５０円（中学生以下無料）
■場 ■問 文化センター（�〈７６〉１５１５）

プラネタリウムスペシャル
春の星座と音楽の調べ

▼
▼

プラネタリウム
３月の生解説

▼
▼

総合福祉センターの作品展 ▼
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■時 ３月２８日�午前１０時～午後０時３０分
■場 秋葉公園
■内 木の特徴を学習しながら、好きな木に自分で
作った「名札」をつける
■対 小学生（１・２年生は保護者同伴）
■定 ２０人（定員を超えた場合は抽せん）
■他 おしるこの接待あり
■申 ３月５日�～１３日�午前８
時３０分～午後５時１５分（�
�を除く）に環境首都推進
課（�〈７１〉２２０６）へ エコネットあんエコネットあんじょうじょう
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■時 ４月８日�午前９時３０分～午後１時
■内 貧血予防や栄養バランスのとれた食事
■対 妊娠中（出生予定月６～１０月）の人
（家族の参加も可）
■定 ２４人（先着順）
■￥ ４００円
■場 ■申 ３月５日�～４月１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

■場 ■問 安祥公民館（�〈７７〉５０７０）
作品展示　　　　　　　　　　　　　
■時 ３月７日�・８日�午前９時～午後
５時（８日は午後４時まで）
■内 安祥公民館などで活動している陶芸
グループの作品展示
陶芸作品チャリティーバザー　　　　
■時 ３月８日�午前１０時
ねんどにさわってみよう　　　　　　
■時 ３月７日�・８日�午前１０時
　※材料がなくなり次第終了。

■時 ３月７日�午前１０時
■内 絵伝に描かれた場面を独特の節回し
で歌うように解説する絵解きを再現
■講 口演�林 麻  子 氏

あさ こ

　解説�林 雅  彦 氏（明治大学教授）
まさ ひこ

■場 ■問 歴史博物館（�〈７７〉６６５５）

マタニティクッキング ▼

市民陶芸まつり ▼

歴博講座「実演絵解き：善
光寺如来絵伝」

▼
▼

■場 ■問 同クラブハウス（�〈９２〉７１１２）
■他 別途入園料が必要。週末の体験は、
変更・中止になる場合があります。
押し花教室　　　　　　　　　　　　
■時 ３月７日�・８日�午前１０時
■定 各１００人（当日先着順）
■￥ ５００円
パン教室（デニッシュとさくらあんぱん）
■時 ３月７日�・８日�・１４日�・１５日
�午後１時・２時３０分（７日・１５日
は午後２時３０分のみ）
■定 各３６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

いちごジャム教室　　　　　　　　　
■時 ３月７日�・８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分から同ク
ラブハウスへ
いちご大福教室　　　　　　　　　　
■時 ３月７日�・１４日�・１５日�午前１１
時・午後１時・２時３０分
■定 各１５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
ハスの実おひな様作り　　　　　　　
■時 ３月１４日�午
後１時～３時
３０分
■定 ３０人（当日先
着順）
■￥ ３００円
■他 参加費用は市社会福祉協議会に寄付
トールペイント教室　　　　　　　　
■時 ３月１４日�・
１５日�午前１０
時
■定 各１００人（当日
先着順）
■￥ ６００円から
フォトスポット撮影ツアー　　　　　
■時 ３月２１日�午後１時３０分
■定 ２５人（当日先着順）
■￥ １３００円（写真現像代別途）
■申 当日午前９時３０分から同クラブハウ
スへ

デンパーククラブハウスの
教室・講座

▼
▼

（　）内は前月比�

〈平成21年２月１日現在〉�
　総人口�
　　男性�
　　女性�
　世帯数�

17万9439人（－21）�
9万1965人（－47）�
8万7474人（＋26）�
6万6613世帯（－23）�

火　　災�
救　　急�

（年間累計／前年対比）�

刑 法 犯�
交通事故�
負 傷 者�
死　　者�

271件（271件／＋71）�
554件（554件／－63）�
115人（115人／－31）�
1人（　1人／＋ 1）�

人口・世帯�

１月の火災・救急�

１月の犯罪・事故�

2件（うち建物　2件）�
620件（うち急病442件）�

■場 同クラブハウス
■申 ３月５日�午前９時３０分から電話で
同クラブハウス（�〈９２〉７１１２）へ
マイ写真集を作っちゃおう　　　　　
■時 ４月１日�・１５日�、５月１３日�・
２７日�、６月３日�・１７日�午後１
時３０分（全６回）
■定 ２０人（先着順）
■￥ ５０００円（写真集代１２８０円は別途）
■他 ６月末までのパスポート付き
春季やさしい写真講座（初心者向き）　
■時 ４月１１日�・２５日�、５月９日�・
２３日�、６月１３日�・２７日�午前１０
時（全６回）
■定 ２０人（先着順）
■￥ ６５００円（テキスト代を含む）
■他 ７月末までのパスポート付き

■場 ■問 デンパーク（�〈９２〉７１１１）
創作帯結び木村会展　　　　　　　　
■時 ３月１１日�～１６日�午前９時３０分～
午後５時
■内 さまざまな帯結びの作品を展示
きものショー　　　　　　　　　　　
■時 ３月１４日�・１５日�午後２時
安城サルビア会押し花展　　　　　　
■時 ３月１８日�～３０日�午前９時３０分～
午後５時（２４日�を除く）
■内 押し花作品約８０点の展示と体験教室
体験教室�３月２０日�～２２日�・２８
日�・２９日�午前１０時～午後３時３０
分

■時 ３月２９日�午前１１時～正午・午後３
時～４時
■内 黒野 宏  通 氏による

ひろ みち

オカリナの演奏
■￥ 入苑料１００円（中学
生以下無料）
■問 丈山苑（�〈９２〉
７７８０）

デンパーク入園パスポート付き
クラブハウスの写真講座

▼
▼

デンパークの催し ▼

丈山苑オカリナコンサート ▼
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善光寺伽藍善光寺伽藍

　業者が「市役所から依頼がありまし
た」と偽り、排水管の点検や清掃をし
て、金銭を要求するという事例が多発
しています。不審な訪問者や電話があ
ったときは、以下の①～③に注意しま
しょう。
①市が業者へ排水管の点検や清掃を依
頼することはありません

②排水が詰まるなどの不具合があった
ときは、安城市の排水設備工事指定
工事店へ相談してください

③その場で約束せず、会社名・氏名・
連絡先を確認し、市に問い合わせて
ください

■問 下水道管理課（�〈７１〉２２４７）

■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。

　児童虐待はなぜ起
こるのでしょうか。
子育てにはさまざま
な問題や悩みが伴い
ます。
　家族間のストレス、
住居や経済的な問題、
親子の社会からの孤
立など、さまざまなことが虐待の引き
金になることもあります。
　子育てで生ずる不安や寂しさといっ
た感情も決して特別なものではありま
せん。
　虐待をしている親も悩み、やめたい
と望んでいる場合も多くあります。
　虐待をする親と子どもには周囲のあ
たたかい支えと適切な支援が必要です。
こんなことを感じたら連絡を！　　　
�たたき出したらとまらない。どうし
ても子どもをかわいく思えない
�毎日しかられていて、子どもがビク
ビクしている
�誰とも付き合わない。あの親子なん
だか気になるけど、どうしたら救え
るかしら

■問 社会福祉課（�〈７１〉２２２４）、県刈谷児
童相談センター（�〈２２〉７１１１）

　わたしたちの生活の中には、火災の
原因となる要素がたくさんあります。
その要素を取り除いて火災が発生しな
い環境づくりが必要です。この機会に
火災予防に取り組みましょう。
　また、放火が多く発生しています。
家の周りを整理・整頓し、放火されに
くい環境づくりに努めましょう。
■内 期間中は、午後９時に３０秒間サイレ
ンが鳴ります

■問 衣浦東部広域連合消防局予防課（�
〈６３〉０１３６）

ご注意ください！
「点検商法」

▼
▼

子育てに悩んだとき、虐待
を発見したときは、連絡を！

▼
▼

◆１月臨時市議会◆�◆１月臨時市議会◆�◆１月臨時市議会◆�

　高齢者が住み慣れた環境で、尊厳を
保ち、暮らしていくためには、在宅で
の介護はとても大切です。しかし、介
護をする家族の負担は考える以上に大
変です。家族の責任感や介護疲れなど
から虐待にいたるケースが多く発生し
ています。また、虐待を受けている高
齢者の６割に、認知症の症状がありま
す。
虐待の発生要因として考えられるもの
�高齢者の性格、家族関係や人間関係
�介護負担
�経済的要因
高齢者虐待の種類　　　　　　　　　
�身体的虐待�たたく、殴る、つねる、
ける、やけどを負わせる
�ネグレクト�介護放棄など、劣悪な
住環境の中に放置されている
�心理的虐待�怒鳴る、ののしる、悪
口を言う、子ども扱いをする
�経済的虐待�本人の年金、預貯金な
どを本人の意思に反して使用する
�性的虐待�下半身を裸にして放置す
るなど
虐待の起こらない地域を築こう　　　
�あいさつ�日常生活での声かけが地
域から孤立を防ぎます
�声かけ�高齢者や介護をしている人
が、いつもより元気がない、うつむ
き加減で歩いていると思ったら、い
たわりの声かけをしましょう
�小さなサインを見逃さない�新聞が
毎日たまっている、雨戸やカーテン
が閉まったままなどのサインは外か
らも確認できます

「おかしいな」と思ったら通報を！　　
　高齢者虐待防止法では、虐待を受け
たと思われる高齢者を発見した場合、
速やかに通報することが義務付けられ
ています。通報者を特定する情報は秘
密を守りますので、下表の窓口に通報
してください。

■問 社会福祉課（�〈７１〉２２２３）

春季全国火災予防運動
３月１日�～７日�

▼
▼

高齢者の虐待を防ぎましょう ▼

電話窓口

〈７７〉２９４５地域包括支援センター
〈７１〉００７７中部地域包括支援センター
〈７７〉２９４５中央在宅介護支援センター
〈７７〉９９４８在宅介護支援センター更生
〈９７〉１８１８在宅介護支援センター八千代
〈７２〉５１１２在宅介護支援センター松井
〈７６〉６１３５在宅介護支援センター安寿の郷
〈７３〉３５３５在宅介護支援センター小川の里
〈９７〉８０６９在宅介護支援センター八千代住吉
〈７１〉３１７３在宅介護支援センターあんのん館
〈９２〉０１８９在宅介護支援センター南部
〈７１〉２２２３社会福祉課
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　１月３０日、平成２１年第１回
臨時会を開き、工事請負契約
の締結議案を原案どおり決定
しました。
■内 工事請負契約の締結�安城
保育園移転建設主体工事／
契約金額３億４８８１万円

■問 議事課（�〈７１〉２２５２）

安城保育園と安城保育園と（仮称）（仮称）市民交流センター市民交流センター
完成予想図完成予想図



市
役
所
代
表�

■問 市保健センター（�〈７６〉１１３３）
麻しん風しん予防接種　　　　　　　
■時 接種期限�３月３１日�
■場 市内医療機関
■対 幼稚園・保育園の年長児、中学１年
生、高校３年生
平成２１年度ポリオ予防接種予約を開始
■対 平成２０年４月以前に生まれ、７歳６
か月未満で２回の接種が済んでいな
い子
■場 市保健センター
■申 �～�午前８時３０分～午後５時１５分
（�を除く）に同センターへ

■時 ３月７日�・８日�・１４日�・１５日
�・２０日�～２２日�・２８日�・２９日
�

■場 堀内公園管理事務所
■内 遊具回数券を１０００円分購入した人へ
無料券２枚還元
■他 券売機での販売はありません。
■問 堀内公園（�〈９９〉５９４７）

　現在の高齢受給者証の有効期限は３
月３１日�です。４月以降の高齢受給者
証を３月下旬に送付します。４月以降
は新しい受給者証をお使いください。
■対 ７０～７４歳で国民健康保険に加入して
いる人
■問 国保年金課（�〈７１〉２２３０）

■申 ３月２日�～開催日前日午前９時～
午後５時（���を除く）に衣浦東部
保健所（�〈２１〉４７７８）へ
膠原（こうげん）系　　　　　　　　　
■時 ３月１９日�午後１時３０分～３時３０分
■場 知立市福祉の里八ッ田
■対 膠原系難病（全身性エリテマトーデ
ス、強皮症・皮膚筋炎・多発性筋炎、
混合性結合組織病など）の患者とそ
の家族
■内 演題 ▼膠原病の理解と日常生活の過
ごし方　講師 ▼ 吉田 俊 

しゅん

 治 氏（藤田保
じ

健衛生大学病院医師）
消化器系　　　　　　　　　　　　　
■時 ３月２３日�午後１時３０分～３時３０分
■場 衣浦東部保健所（刈谷市）
■対 消化器系難病（ 潰  瘍 性大腸炎、クロ

かい よう

ーン病）の患者とその家族
■内 演題 ▼消化器系難病の理解と食生活
について　講師 ▼ 安田 真  子 氏（八千

しん こ

代病院医師）、加藤るみ子氏（同病院
栄養士）

■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。

堀内公園
期間限定「回数券販売」

▼
▼

■時 収集開始�３月１８日�
■場 ピアゴ（旧ユーストア）東栄店の南側（東栄町横根畑７－３）
■他 現在のＪＡあいち中央新安城支店南は３月８日�まで利用できます。
■問 清掃事業所（�〈７６〉３０５３）

安城北部リサイクルステーションを移転します ▼

東栄公園�

北部公民館�北部公民館�

ピアゴ�

北分署�

東栄幼稚園�

新安城駅�
名鉄名古屋本線�

今本町北�

今本町1 新安城駅北�

東栄町� 石橋団地入口�

安城北部�
リサイクル�
ステーション�

国道�

1

火�

２月２８日�～３月８日�
子ども予防接種週間

▼
▼

　放置自転車の中で再利用可能なもの
を点検整備し、「安城市放置自転車リサ
イクル事業取扱店」で販売します。
■時 ３月２０日�から

※各店１・２台の販売です。
■問 維持管理課（�〈７１〉２２３７）

　４月１日�から、市営住宅の入居申
し込み可能な所得月額の上限を、下表
のとおり変更します。

※裁量階層世帯は、高齢者・障害者・
　小学校未就学児童のいる世帯など。
■問 建築課（�〈７１〉２２４０）

■内 発達障害者の就職機会の拡大と継続
的な就労のための職業訓練を実施
■場 ■問 県立岡崎高等技術専門校（岡崎市
／�０５６４〈５１〉０７７５）

所在地電話取り扱い店
別郷町〈７６〉８７０３山本自転車店

明治本町〈７６〉３３８７ソウリンサイクル商会

御幸本町〈７６〉２０２４サイクルショップ二藤

安城町〈７２〉１７７６サイクルアシストオオバ

高棚町〈９２〉０９３１神谷自転車モータース

古井町〈７５〉２３７５稲垣サイクル

和泉町〈９２〉００６６神本商会

和泉町〈９２〉０２７０兵藤モータース

発達障害者対象職業訓練生
を募集

▼
▼

国民健康保険高齢受給者証
を送付します

▼
▼

難病患者・家族教室・医療
相談

▼
▼

市営住宅入居申し込みの
収入基準を変更します

▼
▼

変更後変更前
１５万８０００円２０万円一般世帯

２１万４０００円２６万８０００円裁量階層
世　　帯
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放置自転車の再利用販売 ▼
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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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