
■申 ４月７日昌午前９時から電話で市子
育て支援センター（錦保育園内／緯

〈７３〉６３３６）へ
■他 申し込みは１人１講習まで
親子遊び講習会①　　　　　　　　　
■時 ４月２０日昇午前１０時～１１時３０分
■場 桜井福祉センター
■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）
■対 乳幼児とその保護者
■定 ４０組（先着順）
子育てなんでも相談広場　　　　　　
■時 ５月１７日捷午前１０時～１１時３０分
■場 錦保育園
■内 食育ってなあに？～子どもの食事～
■対 乳幼児とその保護者
■定 １５組（先着順）
親子遊び講習会②　　　　　　　　　
■時 ５月１９日昌午前１０時～１１時３０分
■場 中部公民館
■内 親子ふれあいマッサージ
■対 乳幼児とその保護者
■定 ２０組（先着順）
親子遊び講習会③　　　　　　　　　
■時 ６月１０日昭午前１０時～１１時３０分
■場 中部公民館
■内 ベビーサイン
■講 稲吉 千  恵 氏

ち え

■対 ６か月～１歳６か月までの乳幼児と
その保護者
■定 ３０組（先着順）

子育て支援センター講習会

■他 ８月末までの入園パスポート付き。
都合により講座日を変更する場合が
あります。

■場 ■申 ４月５日捷午前９時３０分から電話
で同クラブハウス（緯〈９２〉７１１２）へ

押し花講座　　　　　　　　　　　　
■時 ５月１３日昭・２０日昭、６月３日昭・
１７日昭、７月１日昭・１５日昭午前１０
時（全６回）

■内 押し花の作り方、押し花を使った額
作りなど

■講 長谷川はる子氏
■定 ３０人（先着順）
■￥ 参加費６０００円、材料費（新規５０００円、
継続は実費）

フラワーアレンジメント講座　　　　
■時 ５月１３日昭・２７日昭、６月１０日昭・
２４日昭、７月８日昭・２２日昭午後１
時３０分（全６回）

■講 山口 秋  子 氏
あき こ

■定 ３０人（先着順）
■￥ 参加費６０００円、材料費１万２０００円

デンパーク入園パスポート
付き「花の講座」

■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。
手作りパン教室　　　　　　　　　　
■時 ４月１７日松・１８日掌・２４日松・２９日
抄午後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１７日松・１８日掌・２４日松・２５日
掌・２９日抄午前１１時、午後１時・２
時３０分（２９日は午後４時からも開催）

■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
ジェルキャンドル教室　　　　　　　
■時 ４月１７日松・１８日掌

午前１０時から
■定 各５０人（当日先着順）
■￥ １２００円から
押し花教室　　　　　　　　　　　　
■時 ４月２４日松・２５日掌

午前１０時から
■定 各５０人（当日先着順）
■￥ ５００円
寄せ植え講座「ハンギングバスケット
を作ろう」
■時 ５月７日晶午前１０時
■講 野正 美  保  子 氏

み ほ こ

■定 ２０名（先着順）
■￥ ３５００円
■申 ４月５日捷午前９時３０分から同クラ
ブハウスへ

アロマテラピー講座「花粉症におすす
めのオイルティー」
■時 ５月１０日捷午後１時３０分
■講 内藤 満  里  子 氏

ま り こ

■定 ２０人（先着順）
■￥ ２５００円
■申 ４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

■時 ４月７日昌～１９日捷（１３日昇を除く）
■内 美しく不思議
な骨格標本の
世界

■￥ 入園料
■場 ■問 デンパーク
（緯〈９２〉７１１１）

デンパーク「透明標本展」

■場 ■問 デンパーク（緯〈９２〉７１１１）
チューリップ摘み取り体験　　　　　
■時 ４月１０日松・
１１日掌午前１０
時～午後４時
（雨天中止）

■定 各５００人（当日
先着順）

■￥ ３本１００円
スイーツ＆ベーカリーフェア　　　　
■時 ４月１０日松・１１日掌

フラワーマーケット（春の花壇苗即売会）
■時 ４月１７日松・１８日掌午前９時３０分～
午後４時
カントリーフェスタ　　　　　　　　
■時 ４月１７日松・１８日掌

■内 ハンドメイド雑貨を中心に、おしゃ
れな雑貨店が大集合

デンパークの催し

■時 ５月１１日昇～１２月１４日昇の毎月第２・
４昇午後１時３０分～３時（全１５回）

■場 西部福祉センター
■内 ３Ｂ体操（用具を使った健康体操）
■講 坂場 三  枝  子 氏（日本３Ｂ体操協会）

み え こ

■対 市内在住の６０歳以上の人
■定 ３０人（受け付け開始時に定員を超え
た場合は抽せん）

■￥ ５００円程度
■申 ４月１３日昇午前９時から西部福祉セ
ンター（緯〈７２〉６６１６）へ　

高齢者講座
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■場 市スポーツセンター
■申 ４月６日昇～２４日松午前９時～午後
８時（捷を除く）に同センター（緯〈７５〉
３５４５）へ
　※定員を超えた場合は、４月２５日掌

に公開代理抽せん。
スポエクこども水泳スクール（幼児編）
■時 ５月１日松～７月１７日松の毎週松午
前１０時～１１時（５月８日松を除く、
全１１回）

■対 ４～６歳児とその保護者
■定 １５組３０人
■￥ ６５００円
■持 水着・水泳帽子
スポエクこども水泳スクール（学童編）
■時 ５月１日松～７月１７日松の毎週松午
前１１時～正午（５月８日松を除く、
全１１回）

■対 小学１・２年生とその保護者
■定 １５組３０人
■￥ ６５００円
■持 水着・水泳帽子

スポーツセンターの講座

■時 ４月１８日掌午後６時３０分
■場 文化センター
■内 星空解説と春の星雲・星団の観察
（悪天候の場合、星空解説と天文ク
イズ）

■講 天文同好会
■定 １５０人（先着順）
■他 小学生以下は保護者同伴
■申 ４月３日松午前９時から整理券を文
化センター（緯〈７６〉１５１５）で配布

■内 ■時 おとめ座の判決獅３日松・４日掌・
１０日松・１１日掌午後１時３０分・３時
おおぐまさん、春ですよ～獅１７日松・
１８日掌・２４日松午後１時３０分・３時、
２５日掌午後１時３０分　安プラスペ
シャル「地球の双子星～金星の謎（全
編生解説）」獅２５日掌午後３時

■他 ４月から松掌抄午前１０時３０分からの
投映がキッズ投映になります

■場 ■問 文化センター（緯〈７６〉１５１５）

春の星空ウオッチング

プラネタリウム
４月の生解説

広報あんじょう　2010.4.1会

■時 ４月２４日松午前９時（商品がなくな
り次第終了）
野菜産直市　　　　　　　　　　　　
■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）
魚産直市　　　　　　　　　　　　　
■場 クリエーションプラザ（御幸本町）
■内 一色漁港で水揚げされた新鮮な魚介
類や海産物の販売

■問 商工課（緯〈７１〉２２３５）、クリエーショ
ンプラザ（緯〈７２〉５００２）

今月のまちなか産直市

■場 市スポーツセンター
■￥ 施設利用料
■申 ４月６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

スポエク親子水泳教室（４～６歳児）　
■時 ５月１２日昌・１９日昌午後４時～５時
（全２回）
■対 開催日に４～６歳に該当する子ども
とその保護者

■定 １５組３０人（先着順）
■持 水着・水泳帽子
目指せシェイプアップ!!de夏ボディ♪ 
■時 ５月６日昭・１３日昭・２０日昭・２７日
昭午後１時３０分～２時３０分（全４回）

■内 簡単な筋トレや有酸素運動
■対 １８歳以上の女性
■定 １０人程度（先着順）
■持 運動に適した服装・タオル・室内シ
ューズ・飲み物
一般向け体力測定会　　　　　　　　
■時 ５月８日松午前１０時～正午
■内 体力年齢を算出（６種類の体力測定）
■対 １８～６４歳の人
■定 ２０人程度（先着順）
■持 運動に適した服装・タオル・室内シ
ューズ・飲み物
高齢者向け体力測定会　　　　　　　
■時 ５月１８日昇午前１０時～正午
■内 体力レベルを算出（６種類の体力測
定）

■対 ６５～７９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・室内シ
ューズ・飲み物

スポーツセンターの教室

■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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〈キリトリセン〉
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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９月３０日昭

※休園日 ▼ 火曜日（５月４日、８月１０日を除く）、
５月６日昭

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２２年９月３０日昭

※休園日 ▼ 火曜日（５月４日、８月１０日を除く）、
５月６日昭

市民特別入園券
＊＊安城産業文化公園デンパーク＊＊

デンパーク市民特別入園券
を利用してください

　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５日抄ま
で春のイベント「フラワーフェス
ティバル」を開催中！５月１日松

の「ワンワンとあそぼうショー」や
２日掌の「東京０３」お笑いライブ、
４日抄の「ひ
ろみちお兄さ
んとあそぼう」
など、イベン
ト満載でお待
ちしています。



■時 ４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

■場 ■問 歴史博物館（緯〈７７〉６６５５）
歴博講座　　　　　　　　　　　　　
■時 ４月１７日松午後２時
■内 三河における前期古墳の墳丘
映画会「懐かしの日活映画特集①」　　
■時 ４月２５日掌午前１０時、午後２時
■内 愛のお荷物　監督獅川島雄三　出演
獅山村聡ほか

歴史博物館の催し

■時 ■内 ５月２３日掌～７月２５日掌の毎週掌

（全１０回）　クラス１（ほとんど日本
語が話せない人向け）獅午前９時～
１０時２０分　クラス２（少し日本語が
話せる人向け）獅午前９時～１０時２０
分　クラス３（ある程度日本語の読
み書きができる人向け）獅午前１０時
３０分～１１時５０分

■場 市民会館講座室
■対 市内在住・在勤の１６歳以上の外国人
■定 クラス１獅３０人、クラス２・３獅各
１５人　※いずれも先着順。

■￥ 各１０００円
■他 ５月１６日掌にクラス分けのための簡
単な面接をします

■申 ４月５日捷～５月１３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
　※団体・代理による申し込みは不可。

日本語教室

■時 ５月１９日昌午前１０時～午後４時
■場 碧南市文化会館
■対 防災管理者に選任予定で、甲種防火
管理者の資格を持つ人

■定 ５０人（先着順）
■￥ ２０００円
■申 ４月１９日捷～２３日晶午前８時３０分～
午後５時に申込書を持って安城消防
署（緯〈７５〉２４５８）または衣浦東部広域
連合消防局予防課（緯〈６３〉０１３６）へ
　※申込書は安城消防署、衣浦東部広
域連合、同ウェブサイトで配布。申
し込み時に証明写真が必要。

防災管理新規講習

　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 ４月１７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 ４月５日捷午前９時から同署（緯〈７５〉
２４９４）へ
普通救命講習会Ⅰ　　　　　　　　　
■時 ４月１８日掌

午前９時～
正午

■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
法など

■定 ２０人（先着
順）

■申 ４月５日捷午前９時から同署（緯〈４１〉
２６２５）へ

救命講習会

■時 ５月１９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７～１１月）の人
　※家族の参加も可。
■定 ２４人（先着順）
■￥ ４００円
■申 ４月５日捷～５月１２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

■場 ■問 マーメイドパレス（緯〈９２〉７３５１）
マーメイドパレス利用料還元フェア　
■時 ４月６日昇～９日晶・１３日昇～１６日
晶

■内 くじ引きで、当たりが出たらマーメ
イドパレス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２３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 運動のできる服装・タオル・靴下ま
たは足袋

■他 託児あり（生後６か月～未就園児、
先着１０人）

■申 ４月６日昇午前１０時からマーメイド
パレスへ

マーメイドパレスの催し
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利用上のご注意　２０１０〈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

■問 

▲

デンパーク（緯〈９２〉７１１１）

利用上のご注意　２０１０〈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

■問 

▲

デンパーク（緯〈９２〉７１１１）

〈キリトリセン〉
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■時 ５月２３日掌午前９時３０分～午後５時
■場 初音川ビオトープ・逢妻女川・安永
川トンネル工事・こまどり公園雨水
調整池（豊田市）、潮見北公園調整池・
三好公園（みよし市）　集合場所獅豊
田市役所

■内 川の工事現場や雨水を一時的に貯め
る施設などの見学。昼食時にクイズ
大会もあり

■対 市内在住の小学４～６年生とその保
護者

■定 ２０組４０人（定員を超えた場合は抽せ
ん）

■申 ４月１３日昇（必着）までに、はがきに
「境川親子流域フォーラム参加希望」
と記入し、郵便番号、住所、電話番
号、児童・保護者の氏名・性別、児
童の学年を記入し、土木課（〒４４６－
８５０１住所記載不要）へ
　※抽せん結果は、４月３０日晶までに
連絡。

■問 市土木課（緯〈７１〉２２３８）、県河川課（緯

０５２〈９５４〉６５５５）

境川親子流域フォーラム

■場 ■問 堀内公園（緯〈９９〉５９４７）
サイクルモノレール無料開放　　　　
■時 ４月１０日松・１１日掌午前９時～午後
４時３０分

■対 ３～１２歳（小学６年生まで）の人
　※保育園・幼稚園児、身長１２０尺以
下の小学生は付き添いが必要。
こいのぼり展示　　　　　　　　　　

■時 ４月１８日掌～５月１６日掌

　※準備期間４月１２日捷～１７日松

■内 たくさんのこいのぼりが空を泳ぐ
こいのぼりの絵を描こう　　　　　　
■内 園内展示のこいのぼりの絵を描こう
参加者には景品をプレゼント
　※画用紙は同園事務所で配布。
■定 １００人（先着順）
■申 ４月１８日掌～５月１６日掌午前９時～
午後４時３０分（捷を除く）に絵を同園
事務所へ

こいのぼりの絵展示会　　　　　　　
■時 ５月１８日昇～３０日掌午前９時～午後
４時３０分（捷を除く）

■場 同園展示棟
作って遊ぼう　　　　　　　　　　　
■時 ４月２４日松・２５日掌午前１０時～午後
３時

■内 簡単な工作をします
■対 小学生以下
■定 各１００人（先着順）

堀内公園の催し

■場 ■問 丈山苑（緯〈９２〉７７８０）
さくらコンサート　　　　　　　　　

■時 ４月１０日松午後５時３０分～７時
■内 日本の唱歌メドレー　演奏・歌獅グ
ループ・ローズクオーツ岩月 茉  那 

ま な

（ヴァイオリン）・菊池 安  希  子 （ピア
あ き こ

ノ）・佐野 翔 
しょう

 子 （ソプラノ）・平田 杏  奈 
こ あん な

（ソプラノ）
■￥ 入苑料１００円（中学生以下は無料）
雅楽の夕べ　　　　　　　　　　　　

■時 ５月２９日松午後６時～７時３０分
■内 神社などで活躍中の 桐  竹  会 ・ 雅  声  社 

きり たけ かい が せい しゃ

のみなさんによる舞と響き
■定 １３０人（先着順）
■￥ 入苑料１０００円（中学生以下９００円、呈
茶料込み）

■申 ４月９日晶午前９時から電話で同苑
へ

丈山苑の催し
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有効期間獅平成２２年４月３日松～２５
日掌の松掌

【安城市都市計画課緯〈７１〉２２４３】

有効期間獅平成２２年４月３日松～２５
日掌の松掌

【安城市都市計画課緯〈７１〉２２４３】

有効期間獅平成２２年４月３日松～２５
日掌の松掌

【安城市都市計画課緯〈７１〉２２４３】

有効期間獅平成２２年４月３日松～２５
日掌の松掌

【安城市都市計画課緯〈７１〉２２４３】

　４月の松掌に
利用できるあん
くるバス無料乗
車券を掲載しま
す。切り取って、
バス降車時に運転手に渡すと、無料
で利用できます。
■あんくるバスロケーションシステ
ムを導入
　パソコンや携帯電話で、バスの現
在の運行状況（バス停通過情報）など
を確認できます。
　確認方法は本紙２４ページをご覧く
ださい。
■問 都市計画課（緯〈７１〉２２４３）

土日限定あんくるバスお試
し無料キャンペーン



■時 ４月１１日掌午前１０時～午後３時３０分
■場 市役所北庁舎１階
■他 体調がすぐれない、以前に特定の疾
患にかかったなどの人は、献血でき
ない場合があります。

■問 市保健センター（緯〈７６〉１１３３）
４００朱全血献血にご協力を　　　　  　
　詳細は、愛知県赤十字血液センター
（緯０５６１〈８４〉１１３１）に問い合わせてくだ
さい。
■対 １８～６９歳（６５歳以上は、６０～６４歳で
献血経験がある）で、体重５０手以上、
最高血圧９０勺Hg以上、血色素量
１２．５守／殊以上の人

４月の献血日程

■時 ６月２１日捷まで
■内 開・閉店時刻や駐車場を利用できる
時間帯など　店舗名称獅カーランド
バーデン安城店・ヤマダ電機テック
ランド安城店

■場 ■問 県商業流通課（緯０５２〈９５４〉６３３８）、
市商工課（緯〈７１〉２２３５）

　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
を廃止します。
■問 納税課（緯〈７１〉２２１６）

市税の前納報奨金制度
を廃止

大規模小売店舗立地法に係
る届出書の縦覧

■時 検診期間獅５～１０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・三河安
城クリニック

■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・
人工内耳などが入っている人を除く。
また、歯科インプラントが入ってい
る人も受診できない場合があります。

■定 安城更生病院・八千代病院獅各１２５
人　三河安城クリニック獅５０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８日昭～１５日昭午前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

脳ドック（前期）受け付け

■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日昭～来年３月３１日昭に融資を
受けた中小企業者
　暫商工業振興資金
　暫愛知県経済環境適応資金
　暫景気対応緊急保証制度
■問 商工課（緯〈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。

　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へ
の援助があります。詳しくはお問合せ
ください。
■問 各小・中学校、地区の民生委員、学
校教育課（緯〈７１〉２２５４）

町内会に入りませんか

安城市信用保証料補助制度

就学援助制度

■内 審査登録経費・コンサルティング経
費・内部監査員の養成に関する研修
の経費（コンサルティング経費を使
用しない場合に限る）の１／２以内（上
限額１００万円）

■対 ４月１日昭～来年３月３１日昭に、市
内事業所でＩＳＯ９００１、１４００１、
２２０００を認証取得する中小企業など

■申 ４月１日昭～６月３０日昌（松掌抄を
除く）に商工課（緯〈７１〉２２３５）へ

ＩＳＯ９００１・１４００１・２２０００
認証取得費用の一部を補助

パソコン獅http://ankuru.bus-lo
cation.com/bloc/PcMenu
携帯電話獅http://ankuru.bus-lo
cation.com/bloc/tmまたは下の
ＱＲコード

※パソコン・携帯電話からの通信料
がかかります。

■問 都市計画課（緯〈７１〉２２４３）

塊広報あんじょう　2010.4.1
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〈利用上の注意〉
・１枚につき１人１乗車無料
・路線乗り継ぎには２枚必要
・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

〈利用上の注意〉
・１枚につき１人１乗車無料
・路線乗り継ぎには２枚必要
・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

〈利用上の注意〉
・１枚につき１人１乗車無料
・路線乗り継ぎには２枚必要
・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

〈利用上の注意〉
・１枚につき１人１乗車無料
・路線乗り継ぎには２枚必要
・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

あんくるバスロケーション
システム確認方法

町町内会主催親子木工教町内会主催親子木工教室室

■内 町内会の主な活動獅自主防災活動、
防犯・交通安全活動、子ども会・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（緯〈７１〉２２１８）

広報あんじょう　2010.4.1壊

　４月１日昭から、対象検査項目が変
わります。
　３月２４日までに交付された妊婦健康
診査受診票は、４月１日以降使用でき
ませんので、交換手続きが必要です。
■他 助産所･県外医療機関での受診費用
は、払い戻しの手続きが必要です。

■申 妊婦健康診査受診票（未使用分）、妊
産婦・乳児健康診査受診票交付（再
交付）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
日昭・２日晶・４日掌～９日晶午前
９時～午後４時（４日は午前９時～
正午）に市保健センター（緯〈７６〉１１３３）
へ

　保険料仮徴収（年金天引き）を開始し
ます。対象者へ通知書を４月中旬に発
送します。年金天引きから口座振替に
納付方法を変更する人は申請が必要で
す。
■申 振替口座の通帳、通帳の届け出印、
保険証を持って国保年金課（緯〈７１〉
２２３２）へ
　※変更時期は申請から３～４か月後。
■他 平成２２年度後期高齢者医療保険料は
均等割額４万１８４４円（４万１７５円）、所
得割率７．８５％（７．４３％）となります。
保険料の軽減内容は変更ありません。
　※（　）は平成２１年度のもの。

■時 来年３月３１日昭宿泊分まで
■内 下表の保養所に宿泊の場合、１泊
１０００円（全保養所合わせて４泊まで）
を清算時に助成

　※は安城市市民保養事業対象施設。
■対 愛知県後期高齢者医療制度被保険者
■申 保養所へ直接、同医療制度被保険者
であることを伝え、宿泊の際に保養
所の窓口で保険証を提示
　※保険証の提示がない場合は不可。
■問 国保年金課（緯〈７１〉２２３２）

愛知県後期高齢者医療制度
協定保養所利用助成事業

後期高齢者医療制度
妊婦健康診査の助成制度を
変更

　５月末ごろに送付しますので、ぜひ
受診してください。
■対 ４月２０日昇時点での安城市民で、次
の生年月日の女性
　子宮頸がん検診獅平成元年４月２日
～平成２年４月１日生まれ、昭和５９
年４月２日～昭和６０年４月１日生ま
れ、昭和５４年４月２日～昭和５５年４
月１日生まれ、昭和４９年４月２日～
昭和５０年４月１日生まれ、昭和４４年
４月２日～昭和４５年４月１日生まれ
乳がん検診獅昭和４４年４月２日～昭
和４５年４月１日生まれ、昭和３９年４
月２日～昭和４０年４月１日生まれ、
昭和３４年４月２日～昭和３５年４月１
日生まれ、昭和２９年４月２日～昭和
３０年４月１日生まれ、昭和２４年４月
２日～昭和２５年４月１日生まれ

■時 来年３月３１日昭まで
■内 子宮頸がん検診獅問診・視診・細胞
診　乳がん検診獅問診・視触診・マ
ンモグラフィ

■問 市保健センター（緯〈７６〉１１３３）

子宮頸がん・乳がん検診
無料クーポン券を配布

　国民年金は２０歳から保険料の納付が
必要ですが、学生で本人の前年度所得
が低い場合は、申請により卒業後に納
付できます（毎年度申請が必要）。
■申 年金手帳、学生証または在学証明書、
印鑑を持って国保年金課（緯〈７１〉
２２３１）へ
　※日本年金機構から送られたはがき
で平成２２年度の申請をした人は、申
請の必要はありません。

国民年金保険料学生納付特
例申請受け付け

■内 図書館運営な
どに関する意
見を提案（会
議は平日の昼
間に年３回開
催）
　任期獅平成２４
年４月末まで　謝礼獅市で規定する
金額を支給

■対 平成４年４月１日以前生まれで、会
議に出席でき、図書館を利用してい
て、本市のほかの公募委員でない人

■定 ２人以内
■他 選考獅書類・面接
■申 ４月１日昭～１１日掌午前９時～午後
５時（捷を除く）に、所定の申込書と
８００字程度の小論文「わたしの理想と
する公共図書館。市の図書館はこう
なればもっと良くなる」を持参か郵
送、ファクス、Ｅメールで中央図書
館（〒４４６－００４３城南町２－１０－３／
胃〈７７〉６０６６／tosyo@city.anjo.ai

　chi.jp／緯〈７６〉６１１１）へ
　※応募用紙は同館、市公式ウェブサ
イトで配布。

図書館協議会委員

電話番号保養所名

０５６８〈６７〉３８１１レイクサイド入鹿（犬
山市）

０５９４〈４２〉３３３０名古屋市休養温泉ホ
ーム松ヶ島（桑名市）

０５６２〈８２〉０２３５あいち健康プラザ（東
浦町）

０５３１〈３５〉１１５１シーサイド伊良湖※
（田原市）

０５３３〈６８〉４６９６サンヒルズ三河湾※
（蒲郡市）

０５６５〈６２〉０１００百年草（豊田市）



■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。

■内 江戸時代から続く、知立神社の祭礼
「知立まつり」は、一年おきに 本 

ほん

 祭 と
まつり

 間 
あい

 祭 が行われます。本祭となる今年
まつり

は、５つの町から高さ７ｍ、重さ５
ｔの勇壮華麗な５台の山車が繰り出
され、知立神社に奉納されます。神
舞と呼ばれる囃子にあわせ、家々の
軒を圧するように順行するさまは壮
麗そのもの。また、山車の台上で奉
納上演される人形浄瑠璃芝居の「山
車文楽」と「からくり」は、ともに江
戸時代から伝承されている郷土芸能
です。

■時 ５月２日掌・３日抄

■場 知立神社（知立市西町神田）
■他 名鉄知立駅下車徒歩１０分
■問 知立市経済課（緯〈８３〉１１１１）

知立まつり 知
立

■内 勤務内容獅一般事務（調査票点検と
データ入力業務）　勤務時間獅捷～
晶午前９時～午後５時（抄を除く、
休憩１時間）　賃金獅時給８２０円、通
勤割増１日２００円　採用予定日獅５
月１日松

■対 パソコンでワード・エクセルの操作
ができ、企業の雇用調整などによる
解雇や継続雇用の中止により離職し
た人

■定 １人
■他 選考獅面接・口頭試問
■申 ４月９日晶午後５時までに履歴書と
ハローワークの紹介状を持って介護
保険課（緯〈７１〉２２５７）へ

　安城で３年ぶりの第九演奏会。初心
者も参加可能です。
■内 ■時 ■場 演奏会獅１２月５日掌午後３時／
市民会館　発会式獅５月１９日昌午後
７時～８時３０分／文化センター　練
習獅５月２６日昌からの毎週昌午後６
時５０分～８時５０分／文化センター

■講 竹本ひろみ氏（総合指導）ほか
■定 １８０人（１５歳以下は保護者同伴）
■￥ １万円（高校生以下は５０００円）
　※発会式に持参してください。
■申 ５月１２日昌（必着）までに、住所・氏
名・年齢・希望パートを郵送か電話
で安城第九をうたう会事務局鈴木好
江さん（〒４４６－００５４二本木町二本木
１１０－２２／緯０９０〈８５５０〉７４７２）へ

■問 市民会館（緯〈７５〉１１５１）

■内 勤務内容獅事務局業務、事業の企画
立案など　勤務時間獅昇～掌の週５
日、原則午前９時～午後５時（休憩
１時間）　勤務場所獅秋葉いこいの
広場（大山町）　賃金獅時給８４０円　
採用予定日獅５月１日松

■対 昭和４５年４月２日～平成３年４月１
日生まれの人で、環境政策に興味の
ある人

■定 １人
■他 選考獅面接、作文
■申 ４月２日晶～１４日昌（松掌を除く）に
写真付きの履歴書、作文（社会の環
境問題について、これまで取り組ん
できたこと・これから取り組みたい
ことを８００字程度で記述）を持って環
境首都推進課（緯〈７１〉２２０６）へ

エコネットあんじょう
臨時職員

介護保険課臨時職員

市民公募文化事業「第九」演
奏会合唱団員

　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１５０終
（受け取り数量は、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 ５月３日抄～１５日松（松掌抄も受け
取り可）

■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 ４月１５日昭までに申込書に必要事項
（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、持参か郵送、
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.
　jp）へ
※申込書は同所で配布。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。たい肥を使用する本人以
外の申し込みは不可。

■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
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Português

Englis
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。

※ Inscrições e informações somente 
em japonês

※ Applications and inquiries will be 
in Japanese. 


