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■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。
フォトスポット撮影ツアー「オレンジ
色の物語」
■時 １０月１７日松午後１時３０分から
■定 ２０人（当日先着順）
■￥ １３００円
ジェルキャンドル作り教室　　　　　
■時 １０月１７日松・１８日掌午前１０時から
■定 各１００人（当日先着順）
■￥ １２００円から
いちじくマフィン教室　　　　　　　
■時 １０月１７日松・１８日
掌・２４日松・２５日
掌

■定 各４５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
手作りパン教室　　　　　　　　　　
■時 １０月１７日松・２４日松・
２５日掌・３１日松、１１
月１日掌・３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
シルバーアクセサリー教室　　　　　
■時 １０月２４松・２５日掌午前１０時から
■定 各５０人（当日先着順）
■￥ １５００円から
押し花教室　　　　　　　　　　　　
■時 １０月３１日松、１１月１
日掌午前１０時から

■定 各１００人（当日先着順）
■￥ ５００円から
アートフラワー講座「シクラメン」　　
■時 １１月１１日昌・２５日昌午前１０時（全２
回）

■講 青木 元  子 氏
もと こ

■定 ２０人
■￥ ４４００円
■申 １０月５日捷午前９時３０分から同クラ
ブハウスへ
寄せ植え講座「春まで楽しめる花を使
ってハンギングバスケットを作ろう」
■時 １１月１３日晶午前１０時
■講 野正 美  保  子 氏

み ほ こ

■定 ２０人
■￥ ３５００円
■申 １０月５日捷午前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

■場 市スポーツセンター
■申 １０月７日昌～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
体力しらべ会　　　　　　　　　　　
■時 １１月５日昭午前１０時～正午
■内 ６種目の体力測定で体力年齢を算出
■対 ６５歳～７９歳で運動制限のない人
■定 ２０人程度（先着順）
■持 運動に適した服装・タオル・飲み物・
室内シューズ

動いて予防☆生活習慣病♪♪　　　　
■時 １１月５日昭・１２日昭・１９日昭・２６日
昭午後１時３０分～２時３０分（全４回）

■内 生活に取り入れやすい運動の紹介
■対 １８歳以上（中高年向け）
■定 １０人程度（先着順）
■持 運動に適した服装・タオル・飲み物・
室内シューズ

■￥ 施設使用料
体力測定会　　　　　　　　　　　　
■時 １１月１４日松午前１０時～正午
■内 ６種目の体力測定で体力年齢を算出
■対 １８歳～６４歳
■定 ２０人程度（先着順）
■持 運動に適した服装・タオル・飲み物・
室内シューズ

マスターズ「大人水泳指導会」　　　　
■時 １１月１８日昌・２５日昌午後６時～７時
（全２回）

■対 １８歳以上（初心者向け）
■定 １５人程度（先着順）
■持 水着・水泳帽子
■￥ 施設使用料

スポーツセンターの
催し・講座

■申 １０月７日昌午前９時から電話で市子
育て支援センター（緯〈７３〉６３３６）へ

■他 １人１講習まで
親子遊び講習会　　　　　　　　　　
■時 １１月５日昭午前１０時～１１時３０分
■場 中部公民館
■内 らくらく子育て親子でヨーガ
■対 乳幼児とその保護者
■定 ４０組（先着順）
子育て何でも相談広場　　　　　　　
■時 １１月１９日昭午前１０時～１１時３０分
■場 錦保育園
■内 絵本が結ぶ親と子のつながり
■対 乳幼児とその保護者
■定 １５組（先着順）
育児講習会　　　　　　　　　　　　
■時 １１月２８日松午前１０時～１１時３０分
■場 昭林公民館
■内 子どもを育てるとっておきのメッセ
ージ

■対 乳幼児とその保護者
■定 ４０組（先着順）
育児講習会　　　　　　　　　　　　
■時 １２月１０日昭午前１０時～１１時３０分
■場 桜井福祉センター
■内 ベビーサイン
■対 ６か月～１歳半の乳児とその保護者
■定 ２０組（先着順）

子育て支援センターの
催し・講座

　園内各所に、ハロウィンにちなみ、
コウモリやカボチャのオブジェが登場
します。
■時 １０月３日松～１１月３日抄午前９時３０
分～午後５時（１１月３日を除く毎週
昇休園。入園は午後４時３０分まで）

ハロウィンカーニバル　　　　　　　
　自由に仮装し、園内をパレードしま
す。毎年恒例の仮装コンテストも開催
します。
■時 １０月３１日松　コンテスト獅午前１１時
パレード獅午後１時３０分

２０万本のコスモス畑　　　　　　　　
　デンパーク正面ゲート向かい側の敷
地が２０万本のコスモス畑になります。
その他イベント　　　　　　　　　　
　タレントのトークショー、キャラク
ターショーなど

デンパーク秋穫祭

■時 １１月４日昌午前９時３０分～午後１時
■場 桜井福祉センター
■内 初心者の料理教室　献立獅深川丼
■対 市内在住の６０歳以上・障害者の男性
■定 １０人（先着順）
■￥ ３００円
■申 費用を持って１０月２１日昌午前９時か
ら桜井福祉センター（緯〈９９〉７３６５）へ
　※受け付け開始時に定員を超えた場
合は抽せん。

男の料理講座

■時 １１月４日昌午後１時３０分～３時１５分
■内 生き方と愛が伝わる　しつけ～自分
が気づけば何かが変わる～

■講 内田 玲  子 氏（家庭教育カウンセラー）
れい こ

■定 ２００人（事前申し込みが必要）
■場 ■申 教育センター（緯〈７５〉１０１０）

ふれあい講演会
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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。

■時 １０月２３日晶～１２月２５日晶の毎週晶午
前９時３０分～１１時３０分（全１０回）

■場 桜井福祉センター
■講 岩崎 栄 氏

さかえ

■対 市内在住の６０歳以上の人・障害者
■定 ２５人（先着順）
■持 毛筆（細筆）・文鎮・墨・硯・下敷き
■￥ １００円
■申 費用を持って１０月９日晶午前９時か
ら桜井福祉センター（緯〈９９〉７３６５）へ
※受け付け開始時に定員を超えた場
合は抽せん。

書道講座「年賀状づくり」

■時 １１月１５日掌午
前９時～午後
４時

■場 鳴海宿・有松
の町並み（名
古屋市緑区）、 両村駅家 

ふたむらのうまや

・ 二  村  山 ・阿
ふた むら やま

野一里塚（豊明市）、知立神社・東海
道松並木（知立市）

■内 東海道沿いの史跡・宿場跡・町並み
を訪ねます

■講 天野 暢  保 氏
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）
■￥ １６００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、１０月１４日昌まで（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

■場 ■問 歴史博物館（緯〈７７〉６６５５）
連続講座「南吉を語る①」　　　　　　
■時 １０月２４日松午後２時
■内 出生から文学に目覚めるまで－中学
生時代－

■講 小野 敬  子 氏
けい こ

映画会「戦国武将特集①」　　　　　　
■時 １０月２５日掌午前１０時・午後２時
■内 徳川家康　出演獅北大路欣也ほか
歴博講座　　　　　　　　　　　　　
■時 １０月３１日松午後２時
■内 西三河の中世城館を探る

歴史博物館の催し

■対 １８歳以上の人
■他 託児あり（各１０人／先着順）生後６か
月～未就学児

■申 １０月６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 １０月２１日昌午前１１時～正午
■定 ２０人（先着順）
■￥ 施設使用料
アクアビクス　　　　　　　　　　　
■時 １０月２８日昌午前１１時～正午
■定 ４０人（先着順）
■￥ 施設使用料
日本舞踊フィットネス「ＮＯＳＳ」体験会
■時 １０月３０日晶午前１０時３０分～１１時３０分
■定 ２０人（先着順）
■￥ ５００円
■持 運動のできる服装・タオル・靴下ま
たは足袋

マーメイドパレスの講座

■時 １１月１５日掌午前９時３０分
■場 デンパーク
■内 手作りパン教室・ソーセージバイキ
ング

■対 市内在住ひとり親家庭の子とその親
■定 ５０人（先着順）
■￥ １人８００円（入園料別、３歳以下は無
料）

■申 １０月１１日掌～２４日松に参加者氏名・
年齢・電話番号をファクスで母子福
祉会成島清美さん（緯・胃〈９９〉６５５４）へ
　※１１日午前８時～正午のみ電話可。
■問 社会福祉課（緯〈７２〉２２２４）

ひとり親家庭「おたのしみ会」
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市民特別入園券
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２２年３月３１日昌

※休園日獅火曜日（１１月３日、１２月１５日・２２日を
除く）、１１月４日昌、１２月２６日松～来年１月１日
抄・２０日昌・２１日昭

＊＊安城産業文化公園デンパーク＊＊

市民特別入園券
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２２年３月３１日昌

※休園日獅火曜日（１１月３日、１２月１５日・２２日を
除く）、１１月４日昌、１２月２６日松～来年１月１日
抄・２０日昌・２１日昭

＊＊安城産業文化公園デンパーク＊＊

　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
確認のうえ、期限までにご利用く
ださい。
　デンパークでは１０月３日松～１１
月３日抄に秋のイベント「秋穫祭」
を、１１月２１日松～１２月２５日晶に
「ロマンチッククリスマス」を開催。
１２月５日松～２５日晶はナイター営
業となります。イベント満開、楽
しさてんこ盛りのデンパーク。皆
さんのご来園をお待ちしています。

デンパーク市民特別入園券
をご利用ください
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膠原（こうげん）系難病患者・家族のつ
どい
■時 １０月１９日捷午後２時～３時１０分
■場 衣浦東部保健所（刈谷市）
■講 水谷 昭  衛 氏（藤田保健衛生大学医師）

あき えい

■定 ４０人（定員を超えた場合は抽せん）
■申 １０月１６日晶午後５時３０分までに衣浦
東部保健所健康支援課（緯〈２１〉４７７８）へ
膠原系難病患者・家族医療相談　　　
■時 １０月１９日捷午後３時２０分～５時
　※時間は１人２０分程度。
■場 衣浦東部保健所（刈谷市）
■講 水谷 昭  衛 氏（藤田保健衛生大学医師）

あき えい

■定 ４人（定員を超えた場合は抽せん）
■申 １０月１４日昌午後５時３０分までに衣浦
東部保健所健康支援課（緯〈２１〉４７７８）へ
神経系難病患者・家族のつどい　　　
■時 １０月２３日晶午後１時３０分～３時３０分
■場 知立市保健センター
■講 杉浦 真 氏（安城更生病院医師）

まこと

■定 ４０人（定員を超えた場合は抽せん）
■申 １０月２２日昭午後５時３０分までに衣浦
東部保健所健康支援課（緯〈２１〉４７７８）へ

衣浦東部保健所
１０月の難病教室・医療相談

■対 市内に事業所がある中小企業の事業
主・健康管理担当者

■申 １０月２６日捷までに電話で衣浦東部保
健所健康支援課（緯〈２１〉４７７８）へ

第１回　　　　　　　　　　　　　　
■時 １０月２７日昇午後２時～４時
■場 刈谷医師会館（刈谷市）
■内 演題獅働き盛りの自殺をめぐる諸問
題～勤労者のメンタルヘルスとその
対応～

■講 藤田 定 氏（刈谷豊田総合病院東分院
おさむ

顧問）
第２回　　　　　　　　　　　　　　
■時 １１月４日昌午後２時～４時
■場 衣浦東部保健所（刈谷市）
■内 演題獅企業におけるこころの健康管
理、休職者の円滑な職場復帰のために

■講 三宅 美  樹 氏（トヨタ車体健康推進セ
み き

ンター臨床心理士）、渡邊 典  子 氏（愛
のり こ

知県障害者職業センター主任障害者
職業カウンセラー）

働き盛りのメンタルヘルス

■時 １０月１２日抄午前
１０時３０分～正午

■定 ４０人程度（先着
順）

■場 ■問 安祥閣（緯〈７４〉
３３３３）

バルーンアート
＆マジックショー

　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 １０月１７日松午前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 ２０人（先着順）
■申 １０月５日捷午前９時から同署（緯〈４１〉
２６２５）へ
普通救命講習会Ⅰ　　　　　　　　　
■時 １０月１８日掌午前９時～正午
■場 刈谷消防署南分署
■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日捷午前９時から同署（緯〈２３〉
１２９９）へ

救命講習会

■時 １２月９日昌～１８日晶（松掌を除く、
全８回）

■場 安城市高齢者生きがいセンター
■内 管理員の基礎知識、関連法規など
■対 おおむね６０歳以上で働く意欲のある
愛知県在住の人

■定 ３０人（定員を超えた場合は抽せん）
■申 １１月９日捷までに愛知県シルバー人
材センター連合会（緯０５２〈９６１〉９５２１）へ
　※申し込み用紙は、安城市シルバー
人材センターで配布。

マンション管理員講習会

■場 ■問 堀内公園（緯〈９９〉５９４７）
じゃんけん大会　　　　　　　　　　
■時 １０月１０日松～１２日抄午前１１時・午後
１時

■内 １対１でじゃんけんし、勝った人に
景品を贈呈

■対 小学生以下
■定 各５０人（景品が無くなり次第終了）
文字さがしラリー　　　　　　　　　
■時 １０月１７日松・１８日掌・２４日松・２５日
掌午前１０時～午後４時（雨天中止）

　※景品交換は午後４時まで。
■内 ４つの遊具に乗って文字をさがし、
合言葉を完成させると景品を贈呈

■対 ３歳～小学生
　※未就学児は１８歳以上の保護者同伴。
■定 各１００人
■￥ 各遊具利用料

堀内公園の催し

■時 １０月２４日松午前１０時
■場 市民交流広場（御幸本町）
■内 地元産の農産物の販売など
■問 農務課（緯〈７１〉２２３３）

今月のまちなか産直市
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〈キリトリセン〉

〈
キ
リ
ト
リ
セ
ン
〉

利用上のご注意　２００９〈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 安城 会

問い合わせ

▲

デンパーク（緯〈９２〉７１１１）

利用上のご注意　２００９〈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 安城 会

問い合わせ

▲

デンパーク（緯〈９２〉７１１１）

■時 １０月１７日松午前１０時～午後４時・１８
日掌午前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（緯０５６１〈３６〉
２２６０）

三好矯正展

広報あんじょう　2009.10.1回

■時 １１月８日掌～２９日掌の毎週掌（全４
回）　国語・算数クラス獅午前９時
３０分～１０時３０分　宿題クラス獅午前
１０時４５分～１１時４５分

■場 市民会館
■対 市内小学校に通う３～６年生の外国
人児童

■定 各１５人（先着順）
■￥ １クラス２００円
■他 １０月２５日掌に内容説明と簡単な面接
をします
　※保護者同伴。
■申 １０月５日捷～２２日昭午前８時３０分～
午後５時１５分（松掌抄を除く）に市民
活動課（緯〈７１〉２２１８）へ

日本語教室

■内 ■時 「生命の源、水～みずがめ座・み
なみのうお座～」獅４日掌・１１日掌

午後１時３０分・３時　「ペガススに
のった少年」獅１８日掌午後１時３０分、
２５日掌午後１時３０分・３時　あんぷ
らスペシャル（全編生解説）獅１８日掌

午後３時
　※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
１０月の生解説

■時 １０月１１日掌午後６
時

■場 文化センター
■内 子どもから大人ま
で大人気の「ブラ
ック星博士」がま
た安城にやってく
る!!宇宙の時間を狂わそうとする博
士は、つまらない冗談やダジャレが
大好き。今年はどんなダジャレで攻
撃してくるのか?!

■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日掌午前９時から文化センタ
ー（緯〈７６〉１５１５）で整理券を配布

ブラック星博士東海征服計
画りべんじｉｎ安城

■時 １０月２５日掌午後６時３０分
■場 文化センター
■内 星空解説の後、屋上で秋の星たちを
観察（悪天候の場合は、星空解説と
天文クイズ）

■講 浅田 英  夫 氏（天文研究家）
ひで お

■定 １５０人（先着順）
■他 小学生以下は保護者同伴
■申 １０月１０日松午前９時から文化センタ
ー（緯〈７６〉１５１５）で整理券を配布

秋の星空ウオッチング

■時 １１月１４日松午前８時３０分～午後５時
■場 羽布ダム・香恋の里（豊田市）　集合
場所獅市役所西会館駐車場

■内 ダムの見学と手づくり体験
　※手づくり体験は、ウィンナーづく
り、季節の花リースづくりのいずれ
か。

■対 市内在住の小学生とその保護者
■定 ４０人（定員を超えた場合は抽せん）
■持 昼食、飲み物
■申 １０月２０日昇までに児童・保護者氏名
（ふりがな）、住所、生年月日、電話
番号、手づくり体験の希望コースを
電話・ファクス・Ｅメールで企画政
策課（緯〈７１〉２２０４／胃〈７６〉１１１２／ki
kaku@city.anjo.aichi.jp）へ

矢作川地域交流バスツアー

■時 １１月１１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　※家族の参加も可。

■定 ２４人（先着順）
■￥ ４００円
■申 １０月５日捷～１１月４日昌午前８時３０
分～午後５時１５分（松掌抄を除く）に
市保健センター（緯〈７６〉１１３３）へ

マタニティクッキング

■時 １０月１５日昭午後１時３０分～２時３０分
■内 演題獅知っておきたい腎臓病の知識
■講 玉井 宏  史 氏（安城更生病院医師）

ひろ ふみ

■場 ■問 市保健センター（緯〈７６〉１１３３）

市民健康講座

■時 １０月１１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

　「夢」をキ
ーワードに、
子どもたち
が安城や自
分の未来へ
の思いや考
えを深め合
い、授業で身につけた話す力と聞く力
を生かし、広く伝え合います。対話や
フリートーキングなど、さまざまなス
ピーチ形式で伝えます。
■時 １０月３１日松午後１時
■場 文化センター
■問 市教育研究会事務局（緯〈７５〉３５２５）

安城ふれあいスピーチ広場
■場 ■問 市体育館（緯〈７５〉３５３５）
Ｗリーグ　　　　　　　　　　　　　
■時 ■内 １０月３１日松午後２時獅アイシンＡ
Ｗウイングス対三菱電機コアラーズ
１１月１日掌午後３時獅三菱電機コア
ラーズ対アイシンＡＷウイングス

ＪＢＬ２　　　　　　　　　　　　　
■時 ■内 １１月１日掌午後０時５０分獅アイシ
ンＡＷアレイオンズ対ビッグブルー
東京

バスケットボール日本リー
グ安城大会

■時 １０月２４日松午前１０時３０分～正午
■￥ 入苑料１００円（中学生以下は無料）
■場 ■問 丈山苑（緯〈９２〉７７８０）

安城七夕親善大使写真撮影会

■時 １０月２０日昇午後１時～３時２０分
■場 文化センター
■内 消費生活に関するパネル展示と講演
会　演題獅食の楽しみはコミュニケ
ーションから

■講 高木 幹  夫 氏（ＪＡあぐりタウン「げん
みき お

きの郷」統括部長・ベジフルコミュ
ニティあいち代表）

■問 県民生活課（緯０５２〈９５４〉６１６６）、市商
工課（緯〈７１〉２２３５）

これからの暮らしを考える
みんなの集い



■時 １０月１５日昭～２９日昭午前８時３０分～
午後５時１５分（松掌を除く）

■内 まちづくり交付金事業を実施してい
る安城大東地区の事後評価原案

■場 都市計画課・市公式ウェブサイト
■問 都市計画課（緯〈７１〉２２４３）

■時 １０月９日晶～２３日晶午前８時３０分～
午後５時１５分（松掌抄を除く）

■内 衣浦東部都市計画生産緑地地区変更
■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 都市計画課（緯〈７１〉２２４３）

■時 １１月２２日掌午後１時
■場 岡崎市福祉会館
■内 （仮称）西三河都市計画区域の整備、
開発及び保全の方針・（仮称）西三河
都市計画区域区分

■他 公述申し立てがない場合、公聴会は
中止。会場の収容人員を超える場合
は、入場制限をすることがあります。

■申 公述希望の人は、公述申立書を閲覧
期間内（必着）に愛知県知事あてで県
都市計画課（〒４６０－８５０１住所記載不
要／緯０５２〈９５４〉６５１５）へ

素案の閲覧　　　　　　　　　　　　
■時 １０月９日晶～２３日晶午前８時３０分～
午後５時１５分（松掌抄を除く）

■場 市都市計画課・県都市計画課、県
ウェブサイト

■問 県都市計画課（緯０５２〈９５４〉６５１５）、市
都市計画課（緯〈７１〉２２４３）

まちづくり交付金事業
事後評価原案の公表

都市計画に関する公聴会

　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。乳幼児期か
らの本の「読み聞かせ」は、安らぎや喜
びを分かち合う大切な時間になります。
児童期は、学校や家庭で読書をできる
だけ毎日続けることで、喜びと読書習
慣が身に付きます。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。家庭や地域でも良
い本に出合える環境づくりに努めま
しょう。
■他 スローガン獅育てよう豊かな心読書
から

■問 青少年の家（緯〈７６〉３４３２）

青少年によい本をすすめる
県民運動１０月１日昭～３１日松

　年金・保険・税金・登記・環境衛生・
消費者保護・交通安全・道路・窓口サ
ービスなど、苦情や意見･要望があり
ましたら、お気軽にご相談ください。
行政相談委員が相談に応じ、相談の秘
密は守ります。
■時 １０月２０日昇午前９時～午後３時
■場 市役所相談室（北庁舎１階）
■他 行政相談委員（敬称略）黒柳 一  明 （小

かず あき

川町／緯〈９９〉１４８８）、大見 智  子 （新明
とも こ

町／緯〈７６〉３３２２）、 見 加  代  子 （今本
か よ こ

町／緯〈９８〉０８０１）、行政苦情１１０番（総
務省中部管区行政評価局首席行政相
談官室／緯０５２〈９６２〉１１００）、名古屋総
合行政相談所／緯０５２〈９６１〉４５２２）で
も相談に応じます

■問 市民課相談係（緯〈７１〉２２２２）

秋の行政相談週間
１０月２０日昇～２６日捷

　農地転用手続きには、転用する人や
目的にさまざまな制限があります。許
可を得ずに転用すると、農地などの権
利取得ができないだけでなく、農地法
の罰則が適用されます。
　なお、市街化区域内の農地を転用す
る場合や、田から畑への転換など農地
改良する場合は、農業委員会への届け
出が必要です。また、農用地区域内の
農地は、原則として農地転用ができま
せん。やむを得ず転用する場合は、農
用地利用計画の変更手続きが必要です。
農地転用などの計画が生じた場合には、
必ず事前に相談してください。
■問 農務課（緯〈７１〉２２３４）
巡回農地相談・新規就農相談　　　　
■時 １０月２３日晶午後１時３０分～４時３０分
■場 市役所第７会議室
農業者年金受給説明会・相談会　　　
■時 １０月２３日晶午後１時３０分～４時３０分
■場 市役所大会議室

大切な農地を守りましょう

　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
を得て各種申請書などの作成すること
は、行政書士法で禁止されています。
■問 県法務文書課（緯０５２〈９５４〉６０２３）、県
行政書士会（緯０５２〈９３１〉４０６８）
行政手続きに関する無料相談会　　　
■内 官公署に提出する許認可申請代理と
申請手続きなど

■時 １０月１４日昌午後１時～４時
■場 市役所西会館
■問 県行政書士会碧海支部安城地区（緯

〈７５〉１５５５）

■時 選考獅１０月２１日昌面接・口頭試問
■内 勤務内容獅介護保険の要介護認定の
ための訪問調査など　勤務日時獅捷

～晶の週２～５日。原則、午前９時
～午後５時の間で指定する時間帯　
賃金獅時給１３００円、通勤割増１日
２００円　募集人数獅３人程度　採用
予定獅１１月１日掌

■対 介護保険法に規定する介護支援専門
員または医療・看護・福祉などの国
家資格を持ち、３年以上の実務経験
のある人

■申 １０月１６日晶までに採用申込書、各資
格免許証の写し、実務研修受講試験
の合格を証明する書類の写し（介護
支援専門員のみ）を持って介護保険
課（緯〈７１〉２２５７）へ
　※募集要項、採用申込書は１０月１日
昭から同課、市公式ウェブサイトで
配布。

介護認定調査員臨時職員募集

■￥ 入校検定料獅４４００円　入校料獅５６５０
円　授業料獅年額６万円

■他 入校日獅来年４月７日昌

中卒コース　　　　　　　　　　　　
■時 筆記試験・面接獅来年１月２０日昌

■対 中学校卒業程度の学力を有する原則
３０歳以下の人（平成２２年３月卒業見
込みを含む）

■内 募集科獅木造建築科　訓練期間獅２年
■定 ２０人
■申 １１月１６日捷～来年１月８日晶に入校
願書を持って、東三河高等技術専門
校（豊川市／緯０５３３〈９３〉２０１８）、ハロ
ーワーク刈谷（刈谷市／緯〈２１〉５００１）へ
高卒コース　　　　　　　　　　　　
■時 筆記試験・面接獅①１１月６日晶、②
来年２月１９日晶

■対 高等学校卒業程度の学力を有する原
則３０歳以下の人（平成２２年３月卒業見
込みを含む）

■内 募集科諮名古屋獅システム設計科業
務ソフトウエアコース、同科組込み
ソフトウエアコース、建築デザイン
科　岡崎獅メカトロニクス科　訓練
期間獅２年

■定 ２０人（組込みソフトウエアコースは
１０人）

■申 ①１０月１日昭～２９日昭、②来年１月
５日昇～２月１２日晶に入校願書を持
って、名古屋高等技術専門校（名古
屋市／緯０５２〈９１７〉６７１１）、岡崎高等技
術専門校（岡崎市／緯０５６４〈５１〉０７７５）、
ハローワーク刈谷へ

平成２２年度県立高等技術専
門校普通課程訓練生募集
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知っていますか？行政書士制度

衣浦東部都市計画変更案の縦覧

■対 全額免除獅①身体障害者手帳、療育
手帳、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　②生活保護受給者　
　③社会福祉施設入所者
　半額免除獅世帯主が受信契約者で、
身体障害者手帳１・２級（視覚・聴
覚障害はすべての等級）、療育手帳Ａ
判定、精神障害者保健福祉手帳１級
のいずれかの手帳を持っている世帯

■申 印鑑と障害者手帳（所持者）を持って
障害者手帳所持者獅障害福祉課へ　
生活保護受給者獅社会福祉課へ

■問 障害福祉課（緯〈７１〉２２２５）、社会福祉
課（緯〈７１〉２２２３）、ＮＨＫ豊橋支局（緯

０５３２〈５５〉１１２３）

■内 簡易チューナー・室内アンテナの無
償給付、屋外アンテナの無償改修

■対 ＮＨＫと受診契約を結び、全額免除
の適用を受けた生活保護世帯、市町
村民税非課税の障害者世帯、社会福
祉施設入所者

■他 チューナーは現物給付。自身が購入
したチューナー・アンテナなどの費
用の精算はできません

■申 １０月１日昭～１２月２８日捷（当日消印
有効）に必要書類を総務省地デジチ
ューナー支援実施センターへ
　※必要書類は、障害福祉課・社会福
祉課で配布。

■問 総務省地デジチューナー支援実施セ
ンター（緯〈０５７０〉０３３８４０／緯０４４〈９６９〉
５４２５）、障害福祉課（緯〈７１〉２２２５）、社
会福祉課（緯〈７１〉２２２３）

ＮＨＫ放送受信料の免除

地上デジタル放送視聴支援

■時 １１月２９日掌午前８時３０分から
■場 市保健センター
■内 ■￥ 乳がん獅視触診・マンモグラフィ
／１０００円　骨粗しょう症獅超音波法
／５００円

■対 職域などで受診する機会のない４０歳
以上の女性

■定 ８０人（先着順）
■他 乳がん講座を午後１時３０分から開催
　※講座のみ予約不要。
■申 １０月５日捷から市保健センター（緯

〈７６〉１１３３）へ

乳がん・骨粗しょう症検診

　新型インフルエンザの予防接種では
ありません。
■時 接種期限獅１２月３１日昭

　※年末は休診になる医療機関が多い
ため、なるべく１２月中旬までに受診
してください。

■場 市内指定医療機関
■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（ＨＩＶ）による免疫の機能
の障害で、身体障害者手帳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（緯〈７６〉１１３３）

高齢者向け
インフルエンザ予防接種

■時 １１月８日掌午前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
今年度健康診査をしていない人

■定 ２２人（先着順）　
■￥ 加入の健康保険により異なります
■申 １０月５日捷からの午前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

■他 平日も人間ドックを開催しています

日曜ドック

　認定調査の仕組みは変更ありません。
■時 １０月１日昭以降の認定申請より
■問 介護保険課（緯〈７１〉２２５７）

要介護認定調査方法を変更

■内 ①夜間の利用時間は、片付けの時間
を含め午後９時まで　②中学校の使
用料は、納期までに必ず納める　
　③自動車は、決まった場所に駐車し、
車内に貴重品を置かない　④周辺住
民に迷惑をかけないよう、騒音など
を出さない

■問 市体育館（緯〈７５〉３５３５）

学校施設開放利用のルール
守ってください

　安城市と中部国際空港を結ぶ路線バスの一部の発着時刻が１０月１日昭より変更
になります。

南安城駅施中部国際空港
中部国際空港高棚三河安城駅前安城駅南安城駅
午前６時５０分午前６時０２分午前５時５０分午前５時４１分午前５時３８分
午前７時５０分午前６時４７分午前６時３５分午前６時２６分午前６時２３分
午前９時５５分午前９時０２分午前８時５０分－－
午前１１時２０分午前１０時３２分午前１０時２０分－－
午後１時２０分午後０時３２分午後０時２０分－－
午後４時２０分午後３時３２分午後３時２０分－－
午後５時３５分午後４時４２分午後４時３０分－－
午後７時３０分午後６時４２分午後６時３０分－－

中部国際空港施南安城駅
南安城駅安城駅三河安城駅前高棚中部国際空港
－－午前９時４９分午前９時３０分午前８時４５分
－－午前１１時５４分午前１１時４０分午前１０時５５分
－－午後２時４９分午後２時３５分午後１時５０分
－－午後４時０４分午後３時５０分午後３時０５分
－－午後５時５９分午後５時３０分午後４時４５分
－－午後８時０４分午後７時５０分午後７時０５分

午後９時４４分午後９時４１分午後９時３４分午後９時２０分午後８時３５分
午後１０時５４分午後１０時５１分午後１０時４４分午後１０時３０分午後９時４５分

■時 １０月３１日松午
前１１時

■定 ５０組（先着順）
■他 特別賞あり
■申 １０月５日捷から、参加者全員の
氏名・年齢・性別、代表者の住
所・電話番号を電話でデンパー
ク（緯〈９２〉７１１１）へ
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■問 知多乗合叙お客様センター（緯０５６９〈２１〉５２３４）、都市計画課（緯〈７１〉２２４３）

中部国際空港行きバスの時刻表が変更になります
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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。

■時 ■内 １０月２４日松午後３時獅トヨタ車体
対琉球コラソン　１１月２８日松午後２
時獅トヨタ車体対大崎電気

■場 知立市福祉体育館（知立市西町）
■￥ 大学生・一般 １５００円（前売り１３００
円）、中学生・高校生１０００円（前売り
８００円）、小学生以下無料（要整理券）
　※前売り券は同館で販売中。
■問 知立市福祉体育館（緯〈８２〉５１５１）

日本ハンドボールリーグ
知立大会

知
立

　一般公募によ
るコンテスト型
の音楽イベント。
ロック・ポップ
ス・弾き語りな
ど、さまざまなジャンルのアマチュア
バンドライブがあります。予選を通過
したバンドによる高いレベルの演奏を
ぜひお楽しみください。フィナーレに
はゲストによるライブもあります。
■時 １０月２４日松午前１１時
■場 刈谷ハイウェイオアシステント広場
特設ステージ（刈谷市東境町）

■問 刈谷市観光協会（緯〈２３〉４１００）

ＫＡＲＩＹＡ洲原音楽祭 刈
谷

　鬼あかりテーマは今年も「ハロウィ
ン」。鬼みちの沿道に並べられたたくさ
んの鬼あかりが皆さんをお迎えします。
■時 １０月１７日松午後１時～７時３０分
■場 高浜港駅～森前公園（かわら美術館）
■問 高浜市文化スポーツグループ（緯〈５２〉
１１１１）
たかはまの鬼瓦職人展　　　　　　　
■時 １１月２８日松・２９日掌

■場 刈谷ハイウェイオアシスセントラル
プラザ

■問 高浜市商工会（緯〈５３〉１８２７）

鬼みちまつり 高
浜

　議会では、広域連合議員辞職に伴い議長の選挙を行い、岡本
博和議員を選任しました。続いて、平成２０年度衣浦東部広域連
合一般会計歳入歳出決算、平成２１年度衣浦東部広域連合一般会
計補正予算（第１号）、消防ポンプ自動車や高規格救急自動車等
財産の取得および愛知県市町村職員退職手当組合を組織する地
方公共団体の数の減少および規約の変更の５議案を可決しました。
■平成２０年度衣浦東部広域連合一般会計歳入歳出決算を認定
　内容は下表のとおりです。（単位 :円）

＊＊＊＊＊衣浦東部広域連合議会から＊＊＊＊＊

■時 １０月２５日掌

■持 母子手帳
■他 平成１９年１１月生まれ以降の子は、来
年６月６日掌に実施

■場 ■問 市保健センター（緯〈７６〉１１３３）

２歳児の歯科健診・
フッ化物（フッ素）塗布

対象受付時間
平成１９年５・６月生まれ
の子

午前９時
～９時４５分

平成１９年７・８月生まれ
の子

午前９時４５分
～１０時３０分

平成１９年９・１０月生まれ
の子

午前１０時３０分
～１１時１５分

平成１８年１１月～平成１９年
４月生まれで今春のフッ
化物塗布が未実施の子

午前１１時１５分
～１１時３０分

歳　　出
執行率構成比支出済額予算現額科　目
８２．８％０．０％１，７９１，６２５２，１６３，０００議 会 費
９２．６％４．３％２０４，９６９，６６３２２１，２５８，０００総 務 費
９８．３％９５．３％４，５７６，８２７，９０８４，６５６，５４５，０００消 防 費
９７．５％０．４％１９，９４６，５４７２０，４５１，０００公 債 費
－－０２０，０００，０００予 備 費
９７．６％１００．０％４，８０３，５３５，７４３４，９２０，４１７，０００計

歳　　入
収入率構成比収入済額予算現額科　目
１００．０％９６．７％４，７５８，５８５，１５０４，７５８，５８５，０００分担金及び負担金
１００．８％０．２％１０，６６０，１７３１０，５６８，０００使用料及び手数料
９３．５％０．４％２１，３８５，０００２２，８６９，０００国 庫 支 出 金
１０，０００％０．０％１００，０００１，０００財 産 収 入
－－０１，０００寄 附 金

１００．０％２．１％１０４，０６２，８５０１０４，０６３，０００繰 越 金
１０９．５％０．５％２１，３９１，０６８１９，５３８，０００諸 収 入
１００．０％０．１％４，７９２，０００４，７９２，０００県 支 出 金
１００．０％１００．０％４，９２０，９７６，２４１４，９２０，４１７，０００計

■問 衣浦東部広域連合事務局総務課（緯〈６３〉０１３１）

　平成２１年第２回衣浦東部広域連合議会定例会を８月２５日に開催しました。

岡本議長
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