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■場 市スポーツセンター
■申 ９月８日昇～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（緯〈７５〉３５４５）へ
歩っと♪健康生活☆　　　　　　　　
■時 １０月７日昌・１４日昌・２１日昌・２８日
昌午後１時３０分～午後２時３０分（全
４回）

■内 転倒予防のウオーキングと自宅でで
きる簡単な筋力トレーニング

■対 １８歳以上（高齢者向け）
■定 １０人（先着順）
■￥ 施設利用料のみ
■持 運動に適した服装・室内シューズ・
タオル・飲み物

“笑顔”でお得♪ウオーキンぐぅ～　　
■時 １０月１０日松午前１０時～１１時
■内 ウオーキングの基本姿勢とお腹に効
く歩き方

■対 １８歳以上
■定 １０人（先着順）
■￥ 雨天の場合は施設使用料が必要
■持 運動に適した服装・タオル・飲み物・
室内シューズ（雨天の場合）
燃焼系錘ツイスト☆ウオーキンぐぅ～
■時 １０月１８日掌午前１０時～１１時
■内 ウオーキングの基本姿勢と歩きなが
らできる筋力トレーニング

■対 １８歳以上
■定 １０人（先着順）
■￥ 雨天の場合は施設使用料が必要
■持 運動に適した服装・タオル・飲み物・
室内シューズ（雨天の場合）
プールを楽しく水中運動体験会　　　
■時 １０月１８日掌・２５日掌午前１１時～正午
（全２回）

■対 １８歳以上
■定 １５人（先着順）
■￥ 施設使用料
■持 水着・水泳帽子

スポーツセンターの
教室・講座

■場 ■問 マーメイドパレス（緯〈９２〉７３５１）
脂肪燃焼プログラム「アクア３０」　　　
■時 ９月１９日松午後１時～１時３０分
■内 腰や膝に負担をかけずに水中運動と
筋コンディショニング

■対 １８歳以上の男性
■定 ２０人（先着順）
■￥ 施設使用料のみ
■申 開催日当日にマーメイドパレスへ
造波プールで「ジャンケン大会！」　　
■時 ９月２３日抄午前１１時・午後２時
■内 スタッフとジャンケンをして、勝っ
た人には景品をプレゼント

■対 当日プールを利用した人
日本舞踊フィットネス「ＮＯＳＳ」体験会
■時 ９月２５日晶午前１０時３０分～１１時３０分
■対 １８歳以上の人
■定 ２０人（先着順）
■￥ ５００円
■持 運動のできる服、タオル、靴下また
は足袋

■他 託児あり（生後６か月～未就学児、
先着１０人）

■申 ９月８日昇午前１０時からマーメイド
パレス（緯〈９２〉７３５１）へ

個別レッスン　　　　　　　　　　　
■時 毎週昌午後６時～６時４０分　休止日
獅９月２３日抄、１０月以降は未定

■内 水泳や水中歩行の個別レッスン
■￥ 施設使用料のみ
■他 予約制（１人１０分）
■申 随時マーメイドパレス（緯〈９２〉７３５１）
へ

ボディリセット　　　　　　　　　　
■時 毎週昌午後１時～１時３０分　休止日
獅９月２日昌・２３日抄、１０月以降は
未定

■内 骨盤調整をして、腰痛解消を目的と
したアクアダンス

■￥ 施設使用料のみ
■申 開催日当日にマーメイドパレスへ

マーメイドパレスの催し

■時 １０月１８日掌午前１０時～午後３時（雨
天の場合１０月２５日掌）

■場 安城公園西グラウンド
■内 ５０ｍ競争、車いす競争、さかなつり
競争、ミニボウリング、玉入れ、輪
投げなど

■対 身体・知的・精神に障害のある人
■他 １人２種目まで参加可
■申 申込書を記入し、直接・郵送で９月
９日昌までの午前８時３０分～午後３
時（掌捷を除く）に身体障害者福祉協
会事務局（緯〈７６〉７６２５）へ
　※申込書は同協会、障害福祉課で配布。

障害者福祉体育祭

■時 １０月１８日掌午前９時～午後４時
■場 窯垣の小径・洞本業窯・水野半次郎
宅資料館・瀬戸蔵ミュージアム（瀬
戸市）

■内 １０００年余りの歴史をもつ瀬戸焼ゆか
りの地「洞町」を訪ねます

■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）
■￥ １５８０円（昼食代を含む）
■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１４日捷まで（当日
消印有効）に歴史博物館「あおぞら歴
史教室」係（〒４４６－００２６安城町城堀
３０／（緯〈７７〉４４７７））へ

あおぞら歴史教室

■時 １０月１０日松～１２月１２日松の毎週松

（全１０回）　幼児編獅午後１時～２時
小学生編獅午後２時～３時

■場 市スポーツセンター
■内 親子で水なれからやさしく水泳指導
■対 幼児編獅４･５･６歳児とその保護者
　小学生編獅小学１・２年生とその
保護者

■定 各１５組３０人
■￥ 各６５００円
■持 水着・水泳帽
■申 ９月８日昇～２３日抄の午前９時～午
後８時（休館日を除く）に同センター
（緯〈７５〉３５４５）へ
※電話での申し込み不可。定員を超
えた場合は、９月２７日掌に同センタ
ーで公開抽せん。結果は全員に通知
します。

子ども水泳サークル

■内 ■時 「夜空の海・星…カシオペア座」獅
６日掌・１３日掌午後１時３０分・３時
「あわてんぼうのやぎ座」獅２０日掌・
２７日掌午後１時３０分・３時（２７日午
後３時のみ全編生解説）
　※毎週松午後１時３０分・３時からの
投映でも生解説あり。

■場 ■問 文化センター（緯〈７６〉１５１５）

プラネタリウム
９月の生解説

■￥ 施設使用料のみ
■他 託児あり（生後６か月～未就学児、
先着１０人）

■申 ９月８日昇午前１０時からマーメイド
パレス（緯〈９２〉７３５１）へ
初級水泳「クロールから始めましょう」
■時 ９月１６日昌午前１１時～正午
■対 １８歳以上の人
■定 ２０人（先着順）
アクアビクス　　　　　　　　　　　
■時 ９月３０日昌午前１１時～正午
■対 １８歳以上の人
■定 ４０人（先着順）

マーメイドパレスの講座
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■場 ■問 歴史博物館（緯〈７７〉６６５５）
歴博講座「安城の歴史を歩く⑥」　　　
■時 ９月１９日松午後２時
■内 安城城を歩く
大自然をめぐる映画　　　　　　　　
■時 ９月２７日掌午前１０時・午後２時
■内 南極物語（２００６年）　出演獅ポール・
ウオーカーほか
箱ずしをつくろう　　　　　　　　　

■時 １０月１０日松午前９時３０分
■講 後藤慶子氏
■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・代表者氏名・電話・
参加人数を記入し、９月１９日松まで
（必着）に同館(〒４４６－００２６安城町
城堀３０）へ

歴史博物館の催し

■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 ９月１３日掌午後１時３０分～３時３０分
■内 コミュニケーションとストレス
■講 清水きよみ氏（コミュニケーション
インストラクター）

■場 ■問 市保健センター（緯〈７６〉１１３３）

市民健康講座
■時 ９月２４日昭午後１時３０分～３時３０分
■場 衣浦東部保健所（刈谷市）
■対  脊  髄 小脳変性症および多系統萎縮症

せき ずい

患者とその家族
■内 病気の理解と療養の注意点
■講  冨  安 

とみ やす

 斉 氏（冨安医院医師）
ひとし

■申 ９月１８日晶までに衣浦東部保健所健
康支援課（緯〈２１〉４７７８）へ

神経系難病患者・家族教室

■時 １０月１４日昌午前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
防食について､講義と調理実習

■対 妊娠中の人（出産予定月１２月～来年
４月、家族の参加も可）

■定 ２４人（先着順）
■￥ ４００円
■申 ９月７日捷～１０月７日昌午前８時３０
分～午後５時１５分（松掌抄承を除く）
に市保健センター（緯〈７６〉１１３３）へ

マタニティクッキング

■時 １１月２１日松午後２時～３時３０分
■場 文化センター
■内 食卓からみた家族のふれあい
■講 永山 久  夫 氏（食文化史研究家・西武

ひさ お

文理大学客員教授）
■定 ５００人（先着順）
■他 手話通訳・要約筆記・託児スペース
あり

■申 応募用紙に必要事項（代表者の住所・
氏名・希望枚数・電話番号）を記入
し、９月１４日捷～３０日昌午前９時～
午後５時（松掌抄承を除く）に持参・
ファクスで農務課（胃〈７６〉１１１２）へ
　※１家族１通のみ（家族の人数分ま
で）。
　※応募用紙は同課、中央・各地区公
民館、ＪＡあいち中央安城地区各支
店、市公式ウェブサイトで配布。

■問 農務課（緯〈７１〉２２３３）

食育講演会

■時 ９月２６日松午前１０時
■場 榎前町宮下地内（えのき保育園と長
田川の間のひまわり畑）

■内 安城七夕親善大使とひまわり畑を写
す会・産直市・金魚すくい・不用品
バザーなど

■問 清掃事業所（緯〈７６〉３０５３）

せせらぎひまわりまつり

　５月に植えた苗が
見事なアートになり
ました。いよいよ収
穫時期です。
■時 １０月３日松午前９
時４５分

■場 和泉町七ツ田地内
田んぼ（デンパー
ク正面ゲートから
西へ約４００杓）

■内 手作業の稲刈り、はざかけなど
■定 ５００人（先着順）
■持 田んぼで作業のできる服装、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、９月２５日晶までに、郵送・ファクスでＪＡ
あいち中央農業振興部（〒４４６－００４６赤松町浄善５０／胃〈７３〉４４１５）、ＪＡあい
ち中央安城南支店（〒４４４－１２２１和泉町南家下６－１／胃〈９２〉３２４８）、市農務
課（〒４４６－８５０１住所記載不要／胃〈７６〉１１１２）のいずれかへ 
※申込用紙は、申込先窓口・市公式ウェブサイトなどで配布。

■問 農務課（緯〈７１〉２２３３）



マイ写真集を作っちゃおう！　　　
■時 １０月７日昌・２１日昌、１１月１１日昌・
２５日昌、１２月２日昌・１６日昌午後
１時３０分（全６回）

■定 ２０人（先着順）
■￥ ５０００円（期間中のデンパーク入園
パスポート付き、写真集代は別途）

■講 鶴田 郁  夫 氏
いく お

■申 ９月５日松午前９時３０分より同ク
ラブハウスへ
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アートフラワー講座「もみじ」　　　
■時 １０月７日昌・２１日昌午前１０時（全
２回）

■定 ２０人
■￥ ４０００円
■講 青木 元  子 氏

もと こ

■申 ９月５日松午前９時３０分より同ク
ラブハウスへ

■時 ■内 ９月２７日掌午後１時～４時３０分獅

芸能発表会　午後６時３０分～８時３０
分獅誰でも参加できるダンスパー
ティー

■場 ■問 中部公民館（緯〈７４〉８７５０）

芸能まつり

　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（緯

〈６３〉０１３５）
小児・乳児応急手当講習会　　　　　
■時 ９月１９日松午前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 ２０人（先着順）
■申 ９月５日松午前９時から同署救急係
　（緯〈７５〉２４９４）へ
普通救命講習会Ⅰ　　　　　　　　　
■時 ９月２０日掌午
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）、ＡＥ
Ｄの使用法、
止血法など

■定 ２０人（先着順）
■申 ９月５日松午前９時から同署救急係
（緯〈８１〉４１４４）へ
上級救命講習会　　　　　　　　　　
■時 ９月２６日松午前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日松午前９時から同署救急係
（緯〈４１〉２６２５）へ

救命講習会

■時 １０月３日松午後１時～４時
■場 文化センター
■内 「さんかく２１・安城」平成２０年度活動
ビデオの上映・活動報告、映画「明
日の記憶」（出演獅渡辺謙、樋口可南
子ほか）の上映
　※「さんかく２１・安城」とは、男女共
同参画社会を実現するための市民グ
ループのネットワークです。

■定 ５００人（定員を超えた場合は抽せん）
■他 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、申込者
の住所・氏名・電話番号・託児が必
要な場合はその人数、返信部表面に
申込者の郵便番号・住所・氏名を記
入し、９月１１日晶まで（当日消印有
効）に市民活動課（〒４４６－８５０１住所
記載不要／（緯〈７１〉２２１８））へ
　※はがき１枚につき２人まで入場可。

さんかく２１・安城フォーラム
「トーク＆シネマ」

お月見じゃがぽた餅教室　　　　　
■時 ９月１９日松～
２３日抄

■定 各６０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

　市内在住の山形晃氏による、デンパ
ークのさまざまな顔を切り取った写真
展です。
■時 ９月１６日昌～２８日捷

■場 ■問 デンパーク（緯〈９２〉７１１１）

写真展「フォーシーズン　
イン　デンパーク」

■場 ■問 同クラブハウス（緯〈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。

寄せ植え講座「秋の寄せ植え　カラ
ーリーフを使って」
■時 １０月９日晶午前１０時
■定 ２０人
■￥ ３５００円
■講 野正 美  保  子 氏

み ほ こ

■申 ９月５日松午前９時３０分より同ク
ラブハウスへ
秋季やさしい写真講座　　　　　　
■時 １０月９日晶・２３日晶、１１月６日晶・
２０日晶、１２月１１日晶・１８日晶午前
１０時（全６回）

■定 ２０人（先着順）
■￥ ６５００円（期間中のデンパーク入園
パスポート付き、テキスト代を含む）

■講 全日本写真連盟安城支部所属講師
■申 ９月５日松午前９時３０分より同ク
ラブハウスへ

シルバーアクセサリー教室　　　　
■時 ９月２３日抄午
前１０時から

■定 各５０人（先着
順）

■￥ １５００円から

押し花教室　　　　　　　　　　　
■時 ９月２２日承午前１０時から
■定 各１００人（先着順）
■￥ ５００円から

ジェルキャンドル作り教室　　　　
■時 ９月１９日松～２１日抄午前１０時から
■定 各１００人（先着順）
■￥ １２００円から
手作りパン教室　　　　　　　　　
■時 ９月１９日松～２３日抄

■定 各９６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

アロマセラピー講座「足のむくみを
とるクリームを作りましょう」
■時 １０月５日捷午後１時３０分
■定 ２０人
■￥ ２５００円
■講 内藤 満  里  子 氏

ま り こ

■申 ９月５日松午前９時３０分より同ク
ラブハウスへ

白磁のペンダント教室　　　　　　
■時 ９月２６日松・２７日掌午前１０時から
■定 各１００人（先着順）
■￥ ６００円から

いちじくマフィン教室　　　　　　
■時 ９月２６日松・
２７日掌

■定 各６０人（先着
順）

■￥ ６００円
■申 当日午前９時３０分から同クラブハ
ウスへ
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＊＊デンパーク＊＊ 
敬老無料入園券

有効期間 ▼平成２１年９月２日昌～３０日昌

（９月８日昇・１５日昇・２９日昇を除く）
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・除安城都市農業振興協会

　９月２１日抄は「敬老の日」です。この
日にあわせて、さまざまな敬老行事を
行います。
■問 社会福祉課（緯〈７１〉２２２３）
高齢者慰問　　　　　　　　　　　　
■時 ９月４日晶～１１日晶

■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

１００歳の肖像画展　　　　　　　　　
■時 ８月２８日晶～９月３日昭午前９時～
午後９時（３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１４点を展示し、本人に贈呈

おじいさん・おばあさんの似顔絵展　
■時 ９月１５日昇～２３日抄午前９時～午後
９時

■場 市内各福祉センター、農村センター、
安祥公民館

■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
敬老の日浴場開設　　　　　　　　　
■時 ９月２１日抄午前１０時～午後４時
■場 市内各福祉センター・農村センター
■対 ６０歳以上の人
敬老祝い品・敬老金の贈呈　　　　　
■内 満８０歳以上の高齢者に敬老祝品を、
満８５歳・９０歳・９５歳・９９歳以上の高齢
者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

敬老行事

■場 ■問 北部福祉センター（緯〈９７〉５０００）
■対 ６０歳以上の人・障害者
■申 ９月１７日昭午前９時から直接同セン
ターへ（午前９時の時点で定員を超
えた場合は抽せん）

フラダンス入門講座　　　　　　　　
■時 １０月８日昭・２２日昭、１１月１２日昭・
２６日昭、１２月１０日昭・２４日昭、来年
１月１４日昭・２８日昭、２月１１日抄・
２５日昭午後１時３０分～３時（全１０回）

■講 高井 桂  子 氏
けい こ

■定 ２５人
■￥ ３００円
若返りのやさしいヨガ講座　　　　　
■時 １０月９日晶・２３日晶、１１月１３日晶・
２７日晶、１２月１１日晶・２５日晶、来年
１月８日晶・２２日晶、２月１２日晶・
２６日晶午前１０時３０分～正午（全１０回）

■講 岩月 律  子 氏
のり こ

■定 ２０人

教養講座

■時 １０月２１日昌午前
１０時３０分～１１時
３０分

■内 ３世代交流　み
んなで遊ぼうわくわく体操～未就園
児親子と高齢者のふれあい交流～

■講 高橋 千  恵  子 氏（健康運動指導士）
ち え こ

■対 ■定 市内在住の６０歳以上の人獅２０人、
未就園児親子獅１５組

　※午前９時の時点で定員を超えた場
合は抽せん。

■申 ９月１０日昭午前９時から直接西部福
祉センターへ

■場 ■問 西部福祉センター（緯〈７２〉６６１６）

世代間交流講座

■時 ９月１９日松～２１日抄午前９時～午後
４時

■内 １９日諮午後１時３０分～４時獅福祉講
演会「エンディングノートの書き方」、
おじいさんおばあさんの似顔絵展示、
自主グループ作品展示　２０日諮カラ
オケ無料開放、懐かし映像上映会、
体チェック・健康相談、作品展示、
お風呂無料開放　２１日諮模擬店、お
茶席、芸能発表会、懐かし映像上映
会、作品展示、お風呂無料開放

■場 ■問 作野福祉センター（緯〈７２〉７５７０）

１０周年記念敬老事業

■時 １０月４日掌午前９時～午後４時
■場 市総合福祉センター、社会福祉会館
■内 体験・展示・バザー・フリーマーケ
ットなど

■他 会場へは、市役所西会館からシャト
ルバスをご利用ください。身体的に
バスに乗ることが困難な人への送迎
もあり（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（緯〈７７〉２９４１）

安城市福祉まつり
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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。
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有効期間獅平成２１年１０月３
日松～１１月１日掌の松掌

【安城市都市計画課緯〈７１〉２２４３】

有効期間獅平成２１年１０月３
日松～１１月１日掌の松掌

【安城市都市計画課緯〈７１〉２２４３】

有効期間獅平成２１年１０月３
日松～１１月１日掌の松掌

【安城市都市計画課緯〈７１〉２２４３】

有効期間獅平成２１年１０月３
日松～１１月１日掌の松掌

【安城市都市計画課緯〈７１〉２２４３】
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有効期間 ▼平成２１年９月２日昌～３０日昌

（９月８日昇・１５日昇・２９日昇を除く）
★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
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有効期間 ▼平成２１年９月２日昌～３０日昌

（９月８日昇・１５日昇・２９日昇を除く）
★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

　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１２０終
（受け取り数量たい肥施用対象面積に
応じて１世帯３００手以下）を限度に募集
します。
※応募者多数の場合は、選考し、決定。
■時 １０月１日昭～１０日松

■場 せん定枝リサイクルプラント
■内 受け取り決定獅通知をもって発表と
します。対象者には、支給決定通知
と受け取り票を送付します。選外者
には通知しません。
　受け取り方法獅たい肥を直接積み込
める４終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 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、９月１４日捷までに持参・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／胃

〈７７〉１３１８／ikiiki@city.anjo.aichi.j
　p）へ
　※申込書は同課で配布。必要事項が
すべて記載してあれば任意の紙でも
可。すべての項目が記載されていな
い場合は失格。

■問 清掃事業所（緯〈７６〉３０５３）

「安城いきいきたい肥」
受け取り希望者募集

■時 ９月２６日松午前９時から
■場 碧海信用金庫本店前（御幸本町)
■内 地元産野菜の販売・調理法のアドバ
イス

■問 農務課（緯〈７１〉２２３３）

今月のまちなか産直市

■時 ９月１３日掌午前
９時～正午

■場 リサイクルプラザ
■問 清掃事業所（緯

〈７６〉３０５３）、当日
の問い合わせ
（緯０９０〈９８９２〉
２９３３）

今月の再生家具等入札販売

■時 ９月１２日松・１３日掌午前１１時～午後
３時（雨天の場合２６日松・２７日掌）
　※景品が無くなり次第終了。
■内 スーパーボールすくい・ヨーヨー風
せん・千本引き

■￥ １回１００円
■場 ■問 堀内公園（緯〈９９〉５９４７）

秋の模擬店

　希望する人は、来
庁予定日をあらかじ
め連絡してください。
■時 抄を除く捷～晶午
後５時１５分～８時

■他 コンビニ対応のバ
ーコード入り納付
書は、納期限内であれば、夜間や休
日でもコンビニで納めることができ
ます。

■問 納税課（緯〈７１〉２２１７）

夜間納税相談

　ｅＬＴＡＸとは、地方税の申告・届
け出の手続きを、インターネットを利
用して行うシステムのことです。
■時 ９月１４日捷から
■内 利用可能な手続き諮個人市県民税獅

給与支払報告書（総括表・個人別明
細書）、給与所得者異動届出書、特別
徴収義務者の所在地・名称等変更届
出書、特別徴収への切替依頼書、退
職所得にかかる納入申告書、退職所
得者の特別徴収票　法人市民税獅申
告書（中間・予定・確定・修正申告
など）、法人の設立・異動等申告書　
固定資産税（償却資産）獅償却資産申
告書

■他 ｅＬＴＡＸを利用するには、パソコ
ンの準備や電子証明書の取得などの
手続きが必要です。詳しくは、ｅＬ
ＴＡＸウェブサイト（http://www.
　eltax.jp/）をご覧ください。
■問 市民税課（緯〈７１〉２２１４）、地方税電子
化協議会（緯〈０５７０〉０８１４５９）

ｅＬＴＡＸ（エルタックス）
での電子申告受け付け開始
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■内 サービス種類・整備か所数諮地域密
着型介護老人福祉施設獅１か所、認
知症対応型共同生活介護獅２か所、
小規模多機能型居宅介護獅６か所　
日常生活圏域諮サービス種類ごとに
異なります

■対 平成２３年度中に、サービス提供が開
始できる介護保険地域密着型サービ
スの事業者

■他 説明会を９月９日昌午後２時から市
役所大会議室で開催します。

■申 ９月１５日昇～１０月１５日昭（松掌抄承

を除く）に介護保険課へ
　※募集要項・応募申請書は同課・市
公式ウェブサイトで配布。

介護保険地域密着型サービ
ス事業者募集

　警察では、犯罪被害への不安・被害
の未然防止などの相談に応じています。
相談には親身になって対応し、一緒に
問題解決の糸口を探します。内容が警
察で解決できないものは、専門の相談
機関を案内します。
■内 警察相談専用電話諮プッシュ回線獅

＃９１１０、ダイヤル回線および一部の
ＩＰ電話獅緯０５２〈９５３〉９１１０

■時 捷～晶午前９時～午後５時（抄、年
末年始を除く）

■他 愛知県警ウェブサイト（http://
www.pref.aichi.jp/police/
soudan/）の「よくある警察相談Ｑ
＆Ａ」などもご利用ください。

■問 安城警察署（緯〈７６〉０１１０）

９月１１日は警察相談の日

　日本人の三大死因の一つ「脳卒中（脳
血管障害）」の予防には、脳の異常の早
期発見が必要です。この機会にぜひ脳
ドックをうけましょう。
　今年度前期の申し込み状況は、安城
更生病院４４０人（申し込み倍率３．５倍）、
八千代病院１８５人（申し込み倍率１．５倍）
でした。
■時 検診期間獅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 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、ペ
ースメーカー・人工内耳が入ってい
る人を除く。体内に金属器具・歯科
のインプラントなどが入っている人
は、検査を受けることができない場
合があります。事前に主治医に確認
してください。

■定 ２５０人
　※過去に８回以上申し込み、まだ当
選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 ９月８日昇～１５日昇午前８時３０分～
午後５時１５分（松掌を除く）に市保健
センター（緯〈７６〉１１３３）へ

　※定員を超えた場合は、１０月２日晶

に同センターで公開抽せん。結果を
１０月５日付けで郵送します。

脳ドック後期受け付け開始

　平成２０年の衣浦東部広域連合消防局
の救急出動は１万７８９４件、搬送人員は
１万７０４３人でした。これは、管内の２９
人に１人が利用したことになります。
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２２ページ参照。
■問 衣浦東部広域連合消防局消防課（緯

〈６３〉０１３５）

９月９日は救急の日、９月
６～１２日は救急医療週間

■内 総合労働相談コーナーでの情報提供・
相談、労働局長による助言・指導、
紛争調整委員会によるあっせん　相
談コーナー獅愛知労働局企画室総合
労働相談コーナー（緯０５２〈９７２〉０２６６）、
栄総合労働相談コーナー（緯０５２〈２６３〉
３８０１）、名駅総合労働相談コーナー
（緯０５２〈５６１〉５６０１）、刈谷総合労働相
談コーナー（緯〈２１〉４８８５）

■対 解雇・配置転換・賃下げ・いじめな
ど労使間のトラブルで悩んでいる人

■問 愛知労働局総務部企画室（緯０５２〈９７２〉
０２５２）

　「１に運動　２に食事　しっかり禁
煙　最後にクスリ　～良い生活習慣は、
気持ちがいい！～」を合言葉に、生活
習慣を振り返ってみましょう。市公式
ウェブサイトで健康情報を提供してい
ます。
■問 市保健センター（緯〈７６〉１１３３）

職場のトラブル解決サポート

９月は健康増進普及月間
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　■申 電話でデンパーク（緯〈９２〉７１１１）へ
時給対象勤務時間職種（内容）

７８０円
から

６４歳くらいまで
（普通運転免許のある
人、大型経験者歓迎）

午前９時～午後１時または午
後１時～５時の交代制勤務
（松掌抄も働ける人）

①メルヘン号の運
転手スタッフ

１８～４５歳くらい
（大学生歓迎、高校生
不可）

松掌抄の４時間程度②体験教室の補助
スタッフ

※通勤割増１日２００円。松掌抄の時給は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。

　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日昇～１１月３０日捷

■他 現在、建議（行政機関への要望書）を
作成しています

■問 農務課（緯〈７１〉２２３４）

農地パトロール



■時 ９月２６日松・２７日掌午前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・まちづくり・環境・観
光をテーマとした、豊田市の産業Ｐ
Ｒ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
側コモ・スクエアとスタジアムを結ぶ
無料シャトルバスをご利用ください。

■問 とよた産業フェスタ２００９実行委員会
事務局（豊田商工会議所内／緯０５６５
〈３２〉４５９６／ウェブサイト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。

　会場へ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
（緯〈５２〉１１１１）
おまんと　　　　　　　　　　　　　
■時 １０月３日松・４日掌午前８時～午後
５時

■場 春日神社、八   劔   社
はっ けん

■内  法  被 に 地  下 
はっ ぴ じ か

 足  袋 姿の若
た び

者が、円形
に組んだ馬
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１０日松施八幡社、１０月１１日掌

施神明社　※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

ほう のう

 儀 」として約３５０
ぎ

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 矢として

は ま

家に飾る風習があります。

とよた産業フェスタ２００９ 豊
田

高浜のまつり 高
浜

■時 １２月１２日松午後３時
■場 岡崎市シビックセンター
■内 出演獅アナスタシ
ア・チェボタリョ
ーワ（バイオリン）、
唐澤まゆ子（ソプ
ラノ）、三浦友理枝
（ピアノ）　曲目獅

アヴェ・マリア（Ｊ．
Ｓ．バッハ／グノー）、ノエル（聖夜）
（アダン）、ツィゴイネルワイゼンop．
２０（サラサーテ）、亡き王女のための
パヴァーヌ（ラヴェル）ほか

■￥ 単券２５００円、ペア券４０００円
■他 全席自由。就学前児童の入場はご遠
慮ください。公演内容・曲目など、
一部変更する場合があります。

■申 チケットを、１０月３日松からシビッ
クセンター（緯０５６４〈７２〉５１１１）、チケ
ットぴあ（緯０５７０〈０２〉９９９９）【Ｐコー
ド３３２－８０４】、富士プレイガイドクレ
オ店（緯０５６４〈２３〉３８３８）、ツルタ楽器
岡崎店（緯０５６４〈５３〉８９５０）で発売

■問 シビックセンター（緯０５６４〈７２〉５１１１）

アナスタシア＆唐澤まゆ子＆三
浦友理枝クリスマスコンサート

岡
崎

　保管期限が過ぎた
放置自転車の中から、
再利用できる自転車
を整備点検し、「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 ９月２０日掌から
　※各店１・２台の販売です。
■問 維持管理課（緯〈７１〉２２３７）

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

　ＤＶ（配偶者からの暴力）被害により
居住地に住民登録ができず、定額給付
金・子育て応援特別手当が支給されな
い人に、生活支援金を支給します。
■内 支給額獅定額給付金・子育て応援特
別手当に相当する額

■対 今年２月１日以前から市内に居住し、
ＤＶ被害を市などの公的機関に相談
した事実が確認でき、引き続き同じ
状態にある人とその同伴者

■申 ９月１日昇～１０月３０日晶（松掌抄承

を除く）に社会福祉課（緯〈７１〉２２２４）
へ

生活支援金を支給
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