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■時 ５月１７日�～７月１９日�の毎週�
（全１０回）
クラス１�午前９時～１０時２０分（ほ
とんど日本語が話せない人向け）　
クラス２�午前９時～１０時２０分（少
し日本語が話せる人向け）　
クラス３�午前１０時３０分～１１時５０分
（ある程度日本語の読み書きができ
る人向け）
■場 市民会館
■定 クラス１�３０人、クラス２・３�各
１５人（先着順）
■対 市内在住・在勤の１６歳以上の外国人
■￥ １０００円
■他 ５月１０日�にクラス分けのための簡
単な面接を行います。
■申 ４月６日�～５月７日�午前８時３０
分～午後５時１５分（����を除く）
に市民活動課（�〈７１〉２２１８）へ
※団体・代理による申し込みは不可。

■時 ４～１０月の第４�午前１０時～１１時３０分
■場 安祥閣
■内 琴曲「六段」の練習・合奏
■対 琴の経験が多少ある人
■定 １５人（先着順）
■￥ １回１０００円
■持 楽器（貸し出しあり：１回１０００円）
■他  椅  子 での演奏も可能。発表会あり

い す

■申 ４月１１日�午前９時から安祥閣（�
〈７４〉３３３３）へ

　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 ４月１８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 ４月５日�午前９時から同署救急係
　（�〈７５〉２４９４）へ
普通救命講習会Ⅰ　　　　　　　　　
■時 ■場 ４月２３日�午前９時～正午／刈谷
消防署（�〈２３〉１２９９）、４月２６日�午
前９時～正午／碧南消防署（�〈４１〉
２６２５）
■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 各２０人（先着順）
■申 ４月５日�午前９時から各署救急係へ
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日本語教室 ▼

■時 ５月１３日�午前９時３０分～午後１時
■場 市保健センター
■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７～１１月）の人
（家族の参加も可）
■定 ２４人（先着順）
■￥ ４００円
■申 ４月６日�～５月７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 マーメイドパレス（�〈９２〉７３５１）
マーメイドパレス利用料還元フェア　
■時 ４月１日�～３日�・７日�～１０日�
■内 くじ引きで、無料招待券をプレゼン
ト
■対 プール・トレーニングジム利用者
日本舞踊フィットネスＮＯＳＳ体験会
■時 ４月２４日�午前１０時３０分～１１時３０分
■対 １８歳以上の人
■￥ ５００円
■定 ２０人（先着順）
■他 託児あり（１０人まで／先着順）
■申 ４月７日�午前１０時からマーメイド
パレスへ

■場 ■問 市スポーツセンター（�〈７５〉３５４５）
■申 ４月７日�～開催日前日の午前９時
～午後８時（休館日を除く）に同セン
ターへ
めざせ！健康美☆教室♪　　　　　　
■時 ５月７日�・１４日�・２１日�・２８日
�午後１時３０分～２時３０分（全４回）

■内 女性のための筋力トレーニング
■対 １８歳以上の女性
■定 １０人（先着順）
■￥ 施設利用料
体力しらべ会　　　　　　　　　　　
■時 ５月１４日�午前１０時～正午
■内 体力年齢算出（高齢者向け６種目測定）
■対 ６５～７９歳
■定 ２０人（先着順）
マスターズ「大人水泳指導会」　　　　
■時 ５月１５日�・２２日�午後６時～７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
体力測定会　　　　　　　　　　　　
■時 ５月３０日�午前１０時～正午
■内 体力年齢算出（一般向け６種目測定）
■対 １８歳～６４歳
■定 ２０人（先着順）

マーメイドパレスの催し ▼

■申 ４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
■対 乳幼児とその保護者
■他 申し込みは１人１講習まで
親子遊び講習会　　　　　　　　　　
■時 ４月２０日�午前１０時～１１時３０分
■場 さくら保育園
■内 親子でキッドビクス
■講  元  田  久  美  子 氏（スタジオＤｏインス

もと だ く み こ

トラクター）
■定 ４０組（先着順）
子育てなんでも相談広場　　　　　　
■時 ５月１８日�午前１０時～１１時３０分
■場 錦保育園
■内 食育ってなあに？ー楽しく食べるー
■定 １５組（先着順）
親子遊び講習会　　　　　　　　　　
■時 ５月２０日�午前１０時～１１時３０分
■場 あけぼの保育園
■内 ベビーマッサージ
■定 ２０組（先着順）

■時 ４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）

■時 ５月７日�～７月２３日�の毎週�午
後２時～３時（全１２回）
■対 市内在住の６０歳以上の人
■定 １２人（受け付け時に定員を超えた場
合は抽せん）
■申 ４月１６日�午前９時に作野福祉セン
ターへ（電話申し込み不可）
■場 ■問 作野福祉センター（�〈７２〉７５７０）

■場 ■問 丈山苑（�〈９２〉７７８０）
スプリングコンサート　　　　　　　
■時 ４月１１日�午前
１１時～正午・午
後２時～３時
■内 スティールパン
の演奏
■講 伊沢 陽  一 氏

よう いち

■￥ 入苑料１００円（中学生以下無料）
竹の子掘り体験　　　　　　　　　　
■時 ４月１８日�・２５日�午後２時～３時
■対 小学生とその保護者
■定 各５組（先着順）
■￥ １組５００円と、入苑料１００円（中学生
以下無料）
■申 ４月７日�午前９時から電話で同苑へ

スポーツセンターの
催し・教室

▼
▼

丈山苑の催し ▼

今月の再生家具等入札販売 ▼

マタニティクッキング ▼

箏曲「六段を弾く会」 ▼

救命講習会 ▼

子育て支援センター講習会 ▼

６０歳からの健康体操 ▼

■時 ５月７日�・８日�・１２日�・１４日
�午前６時～７時３０分
■場 総合運動公園野球場
■対 市内の商店・企業・クラブ単位で編
成したチーム

■￥ 保険料１チーム１０００円
■申 ４月１７日�までの午前９時～午後５
時（�を除く）に、申込書と保険料を
持って市体育
館（�〈７５〉３５
３５）へ
※申込書は同
館で配布。

■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。
パン教室（さくらあんぱんとメロンパン）
■時 ４月１１日�・１２日�・１８日�・１９日
�・２５日�・２６日�・２９日�午後１
時・２時３０分（２９日は午後４時も開
催）
■定 各４８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

いちご大福教室　　　　　　　　　　
■時 ４月１１日�・１２日�・１８日�・１９日
�・２５日�・２６日�午前１１時・午後
１時・２時３０分（１１日・２５日は午後
のみ）、４月２９日�午前１１時・午後１
時・２時３０分・
４時
■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
白磁ペンダント教室　　　　　　　　
■時 ４月１８日�・１９日�午前１０時
■定 各１００人（当日先着順）
■￥ ６００円から
シルバーアクセサリー教室　　　　　
■時 ４月２５日�・２６
日�午前１０時

■定 各５０人（当日先
着順）
■￥ １５００円から
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■場 同クラブハウス
■他 ８月末までのパスポート付き
■申 ４月５日�午前９時３０分から電話で
同クラブハウス（�〈９２〉７１１２）へ
押し花講座　　　　　　　　　　　　
■時 ５月１４日�・２１日�、６月４日�・
１８日�、７月２日�・１６日�午前１０
時（全６回）

■内 押し花を使った額作りなど
■定 ３０人（先着順）
■￥ ５０００円（材料費〈新規は５０００円、継続
は実費〉別途必要）
フラワーアレンジメント講座　　　　
■時 ５月１４日�・２８日�、６月１１日�・
２５日�、７月９日�・２３日�午後１
時３０分（全６回）

■定 ３０人（先着順）
■￥ ５０００円（材料費１万２０００円別途必要）
■場 ■問 デンパーク（�〈９２〉７１１１）

チューリップ摘み取り体験　　　　　
■時 ４月１１日�・１２日
�午前１０時～午後
４時（雨天中止）

■定 各５００人（当日先着
順）

■￥ １００円／３本
砺波展　　　　　　　　　　　　　　
■時 ４月８日�～１３日�午前９時～午後
５時
パッチワークキルト展　　　　　　　
■時 ４月１５日�～２７日�午前９時～午後
５時（２１日�を除く）

デンパーク入園パスポート付き
クラブハウスの花の講座

▼
▼

デンパークの催し ▼

　１枚で市民２人まで入園できる
市民特別入園券を掲載します。期
限までに利用してください。
　デンパークでは、５月６日�ま
で春のイベント「フラワーフェス
ティバル」を開催中！４月２９日�
の「ワンワンとあそぼうショー」や
５月６日�の「ひろみちお兄さん
とあそぼう」
など、毎週末
にイベント満
開、笑顔いっ
ぱいのデンパ
ークです。

■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。

デンパーク市民特別入園券
を利用してください

デンパーククラブハウスの
教室・講座

▼
▼

早朝野球大会 ▼

〈キリトリセン〉

〈キリトリセン〉

〈キリトリセン〉

〈
キ
リ
ト
リ
セ
ン
〉

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９月３０日�
※休園日 ▼ 火曜日（５月５日�、８月１１日�、９
月２２日�を除く）、５月７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９月３０日�
※休園日 ▼ 火曜日（５月５日�、８月１１日�、９
月２２日�を除く）、５月７日�

市民特別入園券
＊＊安城産業文化公園デンパーク＊＊



市
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診療放射線技師　　　　　　　　　　
■内 勤務内容�胸部・胃部レントゲン撮
影　勤務日時��～�午前、１日４
時間程度　賃金�時給１６４０円、通勤
割増１日２００円　募集人数�若干名
採用日�採用決定次第
■対 昭和９年４月２日以降生まれで診療
放射線技師免許を持つ人
■申 ４月１５日�までの午前８時３０分～午
後５時１５分（��を除く）に履歴書と
資格証を持って市保健センター（�
〈７６〉１１３３）へ
赤ちゃん訪問員　　　　　　　　　　
■内 勤務内容�赤ちゃん訪問事業　勤務
日時��～�午前９時～午後５時　
賃金�時給１３００円（研修期間は８００
円）、通勤割増１日２００円　募集人数
�１名　採用日�５月１日�
■対 昭和３４年４月２日以降生まれ、看護
師 ･保健師 ･助産師のいずれかの資
格と普通自動車免許証を持っている人
■他 ５月に研修あり
■申 ４月６日�～１７日�午前８時３０分～
午後５時１５分（��を除く）に履歴書
と資格証を持って市保健センター
（�〈７６〉１１３３）へ

■内 クラス�小学３～６年生、中学１～
３年生　科目�国語・算数（小学生）、
英語・数学（中学生）
※随時、指導者を募集しています。
■申 ４月１５日�までの午前８時３０分～午
後５時１５分（��を除く）に安城市シ
ルバー人材センター（�〈７６〉１４１５）へ

市保健センター臨時職員 ▼

〈キリトリセン〉

■時 ５月１７日�午前９時３０分～午後４時
■場 刈谷市役所南庁舎集合
■内 境川流域で行っている洪水対策（総
合治水対策）を見学（昼食付き）　コ
ース ▼三ツ又排水機場�長田川遊水
地・浄化施設�デンパーク�境川浄
化センター�逢妻川�上倉調整池

■対 市内在住の小学４～６年生とその保
護者
■定 ４０組８０人（定員を超えた場合は抽せん）
■申 ４月１３日�（必着）までに、はがきに
「境川親子流域フォーラム参加希望」
と明記し、郵便番号・住所・電話番
号・保護者と子どもの氏名・性別・
学年を記入し、土木課（〒４４６－８５０１
住所不要）へ
■問 市土木課（�〈７１〉２２３８）、県河川課（�
０５２〈９５４〉６５５５）

■内 仕事内容�家事援助、庭木のせん定、
賞状書き、ふすま張り、大工仕事、
家具転倒防止器具取り付けなど
■対 ６０歳以上
■申 安城市シルバー人材センター（�〈７６〉
１４１５）へ

■申 ①は４月１３日�まで、②③は５月１２
日�までに自衛隊愛知地方協力本部
安城案内所（�〈７４〉６８９４）へ

①予備自衛官補　　　　　　　　　　
■時 試験�４月１８日�～２０日�のうち１日
■対 一般�１８～３３歳の人　技能�１８以上
で国家免許資格などを有する人
②自衛隊幹部候補生　　　　　　　　
■時 １次試験�５月１６日�・１７日�
２次試験�６月１６日�～１８日�
■対 ２２～２５歳の人
③一般曹候補生　　　　　　　　　　
■時 １次試験�５月２３日�
２次試験�６月２４日�～２９日�のう
ち１日
■対 １８～２６歳の人

自衛官 ▼

シルバー人材センター会員 ▼

境川親子流域フォーラム参加者 ▼

学習クラブ「はばたき」の生徒 ▼

■内 ■時 「ゴールデンウイークには星をみ
よう！流れ星も見られるかも☆」�
５日�・１２日�午後１時３０分・３時
「しし座の足もとを明るくてらす星
はだ～れ？」�１９日�午後１時３０分・
３時、２６日�午後１時３０分
「４月の安プラスペシャル」（全編４０
分）�２６日�午後３時
※４月４日�から毎週�午後１時３０
分・３時の投映でも生解説が始まり
ます。
■場 ■問 文化センター（�〈７６〉１５１５）

■時 ４月２９日�午後６時３０分
■場 文化センタープラネタリウム
■内 講師の星空解説の後、屋上で春の星
雲・星団などを観察
■定 １５０人（先着順）
■申 ４月１８日�午前９時から文化センタ
ー（�〈７６〉１５１５）で整理券を配布

プラネタリウム
４月の生解説

▼
▼

春の星空ウオッチング ▼
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〈キリトリセン〉

〈キリトリセン〉

〈
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利用上のご注意　２００９〈上半期〉
・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から印刷したものは利用不可
・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　２００９〈上半期〉
・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から印刷したものは利用不可
・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）

■持 ②③の場合�振替口座の口座番号が
わかるもの、通帳の届け出印、後期
高齢者医療被保険者証

■問 国保年金課（�〈７１〉２２３２）
①保険料仮徴収（年金天引き）の開始　
　年金天引きになる人へ通知書を４月
１日�付けで発送します。
②保険料の納付方法変更申請　　　　
　年金天引きから口座振替に納付方法
を変更する人は、同課へ
※変更時期は、申請から２～３か月後。
③口座振替の登録　　　　　　　　　
　今まで国民健康保険税を口座振替で
納付していても、後期高齢者医療保険
料は口座振替となりません。口座振替
を希望する場合、改めて手続きしてく
ださい。

■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。

　住宅や学校などの公共施設周辺では、
時間帯や風向きなどを考慮して、散布
範囲を控えて実施します。また、強風
など飛散のおそれがある場合は作業し
ません。
　なお、実施にあたっては、細心の注
意を払いますが、散布作業中は付近に
近寄らないようご注意ください。
■時 ４月中旬～５月中旬
■場 小麦を生産しているほ場（水田）
■内 乗用管理機・無人ヘリコプターによ
る病害防除（農薬散布）　使用薬剤 ▼

小麦赤かび病に対する殺菌剤（農水
省登録農薬）

■問 ＪＡあいち中央営農資材課（�〈７３〉
４４０２）、農務課（�〈７１〉２２３３）

　小・中学校の就学に必要な費用につ
いて、経済的な理由で困っている人に
対する援助があります。詳しくはお問
い合わせください。
■問 小・中学校、地区の民生委員、学校
教育課（�〈７１〉２２５４）

　課税明細書を４月１１日�付けで発送
します。
　なお、平成２１年度の固定資産税と都
市計画税の納税通知書は、５月１２日�
に発送する予定です。第１期の納期限
は６月１日�です。
■問 資産税課（�〈７１〉２２１５）

就学援助制度のご利用を ▼

■内 ２年分のあんくるバス無料乗車券と
住民基本台帳カード（写真付き身分
証明書）発行手数料を支援
■対 市内在住で、４月１日以降にすべて
の運転免許を自主返納した人
■他 警察署で免許返納し、市役所で住民
基本台帳カードの交付を受ける必要
があります。
　※警察署で返納手続きをすると免許
証は無効になります。手続きの際は、
絶対に車の運転をしないでください。
■問 市民安全課（�〈７１〉２２１９）

■対 愛知県信用保証協会を通じて下記の
信用保証付き融資制度を利用し、４
月１日�～来年３月３１日�に融資を
受けた中小企業者
�商工業振興資金
�愛知県経済環境適応資金
�原材料価格高騰対応等緊急保証制
　度
■問 商工課（�〈７１〉２２３５）

　いざと言うときに頼りになるのは、
同じ地域に住んでいる周囲の人です。
日ごろから顔の見える付き合いをしま
しょう。
■内 主な活動�自主防災活動、防犯・交
通安全活動、子供会、老人クラブ・
自主グループなどの活動支援、町内
一斉清掃・美化運動、ごみステーシ
ョンの管理、地域の福祉活動、住環
境の整備、会員相互の友好・親睦
■問 市民活動課（�〈７１〉２２１８）

運転免許を自主返納した人
を支援します

▼
▼

後期高齢者医療制度から ▼

安城市信用保証料補助制度
を拡充

▼
▼

小麦病害防除を実施します ▼

固定資産税・都市計画税
課税明細書を発送します

▼
▼

町内会に入りませんか ▼
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■春の交通安全市民運動
　４月６日�～１５日�
●重点項目
�子どもや高齢者の交通事故防止
�すべての座席でのシートベルトと
チャイルドシートの正しい着用の
徹底
�自転車の安全利用の促進
�飲酒運転の根絶
�人にも環境にも優しい「エコ・ド
ライブ」の推進
■問 市民安全課（�〈７１〉２２１９）

■春の安全なまちづくり市民運動　　
　４月１日�～１０日�
●重点項目
�子どもが被害者
となる事件・事
故の防止
�住宅を対象とし
た侵入盗の防止
�自転車盗・車上
ねらい盗の防止
�振り込め詐欺の被害防止
■問 市民安全課（�〈７１〉２２１９）

■交番を新設します
■時 ４月１日�から
■内 作野交番が新設�井杭山町、篠目
町、住吉町、二本木新町、美園町
の５町を管轄　
　大岡駐在所が大岡交番に�北山崎
町、西別所町、東別所町、大岡町、
高木町、別郷町、山崎町、昭和町、
明治本町、新明町、東新町、法連
町、浜富町、東明町、上条町の１５
町を管轄
■問 安城警察署（�〈７６〉０１１０）



市
役
所
代
表�

■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。
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■時 検診期間�５月～１０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 市内在住の４０歳以上で会社などで受
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 各病院１２５人
※定員を超えた場合は抽せん。（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）
■￥ 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 ４月９日�～１６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

　国民年金は２０歳から保険料の納付が
必要ですが、下記に該当する場合、申
請により卒業後に納付ができます。（毎
年度申請が必要です）
■対 学生で前年度所得が低い人
■申 年金手帳、学生証・在学証明書、印
鑑を持って国保年金課（�〈７１〉２２３１）
へ

　市県民税、固定資産税・都市計画税
を第１期の納期限までに、年額すべて
を納付した場合に交付する前納報奨金
が、平成２２年度から廃止になります。
※現在、全期前納による口座振替を利
用している人には、９月以降に振替
方法の確認の問い合わせをします。
■問 納税課（�〈７１〉２２１６）

■時 ５月１０日�午前８時１０分
■場 市保健センター
■対 安城市に住民票を有する２０歳以上で
今年度健康診査を受けていない人
■定 ２５人（先着順）
■￥ 加入の健康保険によって異なります。
■申 ４月６日�からの午前８時３０分～午
後５時１５分（����を除く）に市保
健センター（�〈７６〉１１３３）へ

■内 知立神社の祭
礼である「知
立まつり」は
江戸時代から
続き、一年お
きに 本 

ほん

 祭 
まつり

と 間 
あい

 祭 が行われます。間祭
まつり

となる今年は、５つの町から勇壮華
麗な５台の花車が繰り出され、知立
神社に奉納されます。
■時 ５月２日�・３日�
■場 知立神社（知立市西町神田）
■問 知立市観光協会（知立市役所経済課
内／�〈８３〉１１１１）
■他 交通 ▼名鉄知立駅下車徒歩１５分

日曜ドック開催 ▼

（　）内は前月比�

〈平成21年３月１日現在〉�
　総人口�
　　男性�
　　女性�
　世帯数�

17万9366人（－73）�
9万1893人（－72）�
8万7473人（－ 1）�

6万6569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�

287件（ 558件／＋151）�
546件（1100件／－147）�
125人（ 240人／－ 27）�
1人（　 2人／＋　1）�

人口・世帯�

２月の火災・救急�

２月の犯罪・事故�

5件（うち建物　3件）�
458件（うち急病305件）�

脳ドック（前期）受け付け ▼

市税の前納報奨金制度廃止 ▼

　今まで払い戻しの申請が必要であった妊婦健診１２回分が、受診票を医療機関に
提出することで、窓口負担がなくなります。受診票を希望する人は、申請してく
ださい。
■場 ■問 市保健センター（�〈７６〉１１３３）
■内 受診票による健診項目�下表参照

■対 妊婦健診受診証（ピンク色の用紙）を持っている人で、未使用回数のある人
■他 申請ができない場合や助産所・愛知県外の医療機関で受診した場合は、今まで
どおり払い戻し申請ができます。
■申 受診証（医療機関での証明があるもの）、領収書（写し）、申請書、印鑑（スタンプ
印不可）、母子健康手帳を持って、４月１日�～５月２９日�午前９時～午後４時
（����を除く）、４月４日�・５日�・１１日�・１２日�・１９日�・２６日�午
前９時～午後３時に市保健センターへ

国民年金保険料学生納付
特例申請受け付け

▼
▼

知立まつり 知
立

４月から妊婦健康診査の助成制度が変わります ▼

健診項目

一般診察、尿検査（ 蛋 白・糖）、血圧測定、血色素検査、
たん

ＨＢＳ抗原検査、梅毒血清反応検査
第１回

一般診察、尿検査（蛋白・糖）、血圧測定、血色素検査、
出産予定日に満３５歳以上の妊婦：超音波検査

第２回

一般診察、尿検査（蛋白・糖）、血圧測定、血色素検査
第３～１４回

※今回の変更点。

　※上記以外の検査項目は自己負担。
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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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