
■申 ６月８日昇午前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 ６月２４日昭午前１０時～１１時３０分
■場 中部公民館
■内 ママと踊ろう！キッドビクス
■講 高橋 千  恵  子 氏（スタジオＤｏ代表）

ち え こ

■対 １歳６か月～３歳くらいの子とその
保護者

■定 ４０組（先着順）
パパとママの子育てホットタイム　　
■時 ６月２６日松午前１０時～１１時３０分
■場 市子育て支援センター（錦保育園）
■内 制作と親子遊び
■対 ７か月～１歳未満の子とその両親
■定 １０組（先着順）
子育て何でも相談広場　　　　　　　
■時 ７月５日捷午前１０時～１１時３０分
■場 市子育て支援センター（錦保育園）
■内 子どもの発達と子どもの事故～応急
処置～

■対 乳幼児とその保護者
■定 １５組（先着順）
■他 託児あり
育児講習会　　　　　　　　　　　　
■時 ７月１５日昭午前１０時～１１時３０分
■場 昭林公民館
■内 子育てはこころ育て
■講 林まゆみ氏（愛知教育大学非常勤講
師）

■対 乳幼児の保護者
■定 ３０人（先着順）
■他 託児あり
親子遊び講習会　　　　　　　　　　
■時 ７月２２日昭午前１０時～１１時３０分
■場 桜井福祉センター
■内 親子ふれあい遊び
■講 国松 貴  美  子 氏（ＮＰＯ法人アイディ

き み こ

アＣ体創協会）
■対 乳幼児とその保護者
■定 ４０組（先着順）

■時 ６月１３日掌午後１時３０分
■場 総合福祉センター
■内 情報交流会、紙バンドで小物を作ろう
■対 市内在住ひとり親家庭の親と子ども
■問 市母子福祉会成島清美さん（緯・胃

〈９９〉６５５４）、社会福祉課（緯〈７１〉２２２３）

ひとり親家庭「情報交流会」

子育て支援センターの
催し・講座

■時 ６月１６日昌～２８日捷（２２日昇を除く）
■内 ハイビスカス１００品種の展示とハワ
イアンハイビスカスの特別販売

■場 ■問 デンパーク（緯〈９２〉７１１１）
体験教室「ハイビスカスの挿木と接木」
■時 ６月２０日掌午前１０時３０分～正午、午
後２時～３時３０分（要予約）

■講 間宮 敏  昭 氏
とし あき

■定 各３０人
■￥ ５００円
コンサート　　　　　　　　　　　　
■内 ■時 三線獅６月２６日松午前１１時、午後
２時　ハワイアンミュージック獅６
月２７日掌午前１１時、午後２時

ハイビスカス展

■時 ６月１６日昌～２８日捷

（２２日昇を除く）
■内 家具・雑貨・小物な
どに絵を描き、装飾
を施した作品の展示

■場 ■問 デンパーク（緯〈９２〉７１１１）

■時 ６月２３日昌、７月２８日昌、８月２５日
昌、９月２２日昌、１０月２７日昌、１１月
２４日昌午前１０時～１１時３０分

■場 安祥閣
■対 箏の経験がある人
■定 １５人（先着順）
■￥ １回１０００円
■他 箏の貸し出しあり
（有料）

■申 ６月５日松午前９時から電話で安祥
閣（緯〈７４〉３３３３）へ

トールペイント展箏曲「六段」を弾く会
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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。詳細は問い合わせてく
ださい。
玉ねぎの収穫体験　　　　　　　　
■時 ６月５日松･６日掌午前１０時
■定 各５０人（先着順）
■￥ ２００円
■申 当日午前９時３０分から同クラブハ
ウスへ
　※電話申し込み不可。 

寄せ植え講座「多肉植物をタブロー
に植え込もう」
■時 ７月９日晶午前１０時
■講  野  正  美  保  子 氏

の まさ み ほ こ

■定 ２０人（先着順）
■￥ ３５００円
■申 ６月９日昌午前９時３０分から同ク
ラブハウスへ

手作りパン教室（動物あんパンとメ
ロンパン）
■時 ６月１９日松・２０日掌・２６日松・２７
日掌午後１時・２時３０分（２０日は
午後２時３０分のみ）

■定 １９日獅各１８人　その他の日獅各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

手作りアイスクリーム教室　　　　
■時 ６月１９日松・２０日掌・２６日松・２７
日掌午前１０時３０分・１１時３０分、午
後１時・２時・３時

■定 各１６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

かんたん七宝アクセサリー教室　　
■時 ６月１９日松・２０日掌午前１０時から
■講 鈴木 由  美  子 氏

ゆ み こ

■定 各５０人（当日先着順）
■￥ ８００円から

シルバーアクセサリー教室　　　　
■時 ６月２６日松・２７日掌午前１０時から
■講 近藤 祐  子 氏

ゆう こ

■定 各５０人（当日先着順）
■￥ １２００円から

フォトマスターＥＸ写真講座　　　
■時 ７月９日晶・２３日晶午前１０時（全
２回）

■講 鶴田郁夫氏
■定 ２０人（先着順）
■￥ ２４００円
■申 ６月９日昌午前９時３０分から同ク
ラブハウスへ

写真講座「マイ写真集をつくっちゃ
おう！」
■時 ７月７日昌・２１日昌、８月４日昌・
１８日昌、９月１日昌・１５日昌午後
１時３０分（全６回）

■講 鶴田 郁  夫 氏
いく お

■定 ２０人（先着順）
■他 ３か月分のデンパークパスポート
付き

■￥ ６０００円（別途写真集代が必要）
■申 ６月９日昌午前９時３０分から同ク
ラブハウスへ

リボン刺しゅう講座「バラのフレーム」
■時 ７月５日捷午前１０時
■講 中丸 奈  美 氏

な み

■定 １５人（先着順）
■￥ ２５００円
■申 ６月９日昌午前９時３０分から同ク
ラブハウスへ

■時 ６月１０日昭午後１時３０分～４時
■場 刈谷市産業振興センター
■対 来年３月中学・高校卒業予定者の採
用を予定している企業

■問 ハローワーク刈谷（緯〈２１〉５００３）、商
工課（緯〈７１〉２２３５）

■時 ６月１９日松午後２時～３時１０分
■内 出演獅大澤 龍  己 （クロマチックハー

たつ み

モニカ）、菅沼 直 （ピアノ伴奏）
なお

■￥ １００円（中学生以下は無料）
■場 ■問 丈山苑（緯〈９２〉７７８０）

クロマチックハーモニカの
調べ

新規学卒求人取扱説明会

■時 ６月１９日松午後６時３０分～８時
■場 昭林公民館
■内 箏「みだれ」（八橋検校作曲）・「ロンド
ンの夜の雨」（宮城道雄作曲）ほか、
ピアノ「バラード１番」（ショパン作
曲）ほか　出演獅川角 美  都  理 （箏）、磯

み ど り

貝 直  子 （ピアノ）
なお こ

■定 １５９人
■他 未就学児の入場はご遠慮ください
■申 ６月５日松午前９時から整理券を同
館（緯〈７７〉６６８８）で配布

昭林コンサート

■定 各４０人（定員を超えた場合は抽せん）
■他 参加記念品あり
■申 ６月７日捷～７月２日晶（当日消印
有効）に、往復はがきに住所・参加
者全員の氏名・年齢・電話番号・希
望コース・希望発着場所を記入し、
郵送で西三河県民事務所環境保全課
（〒４４４－８５５１岡崎市明大寺本町１－
４）へ

■問 県西三河県民事務所環境保全課（緯

０５６４〈２７〉２８７５）、清掃事業所（緯〈７６〉
３０５３）
Ａため池でザリガニ釣りコース　　　
■時 ７月３０日晶

■場 豊田市自然観察の森ほか
■対 小学３年生以上の子とその親
■他 発着場所獅名鉄西尾駅（午前８時３０
分発、午後４時４５分着）、西三河総合
庁舎（午前９時１５分発、午後３時４５
分着）

Ｂ見て、聞いて、触って里山発見コース
■時 ８月５日昭

■場 トヨタの森（豊田市）、くらがり渓谷
（岡崎市）
■対 小学５・６年生の子とその親
■他 発着場所獅西三河総合庁舎（午前９
時発、午後５時４０分着）、名鉄豊田市
駅（午前９時３０分発、午後５時着）
Ｃなにがいるかな？干潟探検コース　
■時 ８月１０日昇

■場 うさぎ島（幡豆町）
■対 小学生の子とその親
■他 発着場所獅名鉄豊田市駅（午前８時
１０分発、午後５時２０分着）、名鉄新安
城駅（午前９時発、午後４時４０分着）

　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 ６月１２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 ６月５日松午前９時から同署救急係
（緯〈４１〉２６２５）へ
普通救命講習会Ⅰ　　　　　　　　　
■時 ６月２７日掌午前９時～正午
■場 高浜消防署
■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 ６月５日松午前９時から同署救急係
　（緯〈５２〉１１９０）へ

救命講習会

生物多様性親子バスツアー

■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 ６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

■場 市スポーツセンター
■￥ 施設利用料
■申 ６月６日掌～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

スポエクおやこ水泳教室　　　　　　
■時 ７月７日昌・１４日昌午後４時～５時
（全２回）
■内 水慣れから始めて、楽しく水の中で
からだを動かす

■対 開催日に４～６歳に該当する子とそ
の保護者

■定 １５組３０人（先着順）
■持 水着・水泳帽子
高齢者のための筋力ＵＰ講座　　　　
■時 ７月８日昭・１５日昭・２２日昭・２９日
昭午後１時３０分～２時３０分（全４回）

■内 ウオーキングと簡単な筋トレ
■対 ６５歳以上の人
■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
スポエクタイム測定会　　　　　　　
■時 ７月１１日掌午後１時～３時
■内 ２５ｍ、５０ｍ、１００ｍ。泳ぎは自由、
最大２種目まで

■対 ２５ｍ以上泳げる人（小学３年生以下
は保護者の付き添いが必要、保護者
１人に２人まで）

■定 ５０人（先着順）
■持 水着・水泳帽子
　※保護者も必要。
スポエクキッズSwimming　　　　
■時 ７月１９日抄午前１０時～１１時
■内 水慣れからクロールまでの基本的な
水泳指導

■対 小学４～６年生
■定 １５人（先着順）
■持 水着・水泳帽子

スポーツセンターの
教室・講座
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　グリーンコンシューマーとは、買い
物の際、環境に配慮した商品などを選
び、地球環境を大切にする暮らしをし
ようとする人をいいます。
■時 ６月１２日松午後１時３０分
■場 市民会館
■対 市内在住・在勤・在学の１８歳以上の
人

■問 エコネットあんじょう事務局（緯〈７７〉
０７０１）、環境首都推進課（緯〈７１〉２２０６）

グリーンコンシューマー
講座



◆◆◆衣浦東部広域連合からのお知らせ◆◆◆

■時 ７月２３日晶午前９時３０分～午後１時
■場 市保健センター
■内 親子で調理実習　献立獅三色おにぎ
り、きのこのみそ汁、ほうれん草の
ごま和え、かつおの香味焼き

■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（０歳児を除く）
■持 エプロン・手ふきタオル・筆記用具・
子ども用の上履き

■申 ６月７日捷～７月１６日晶（松掌を除
く）午前８時３０分～午後５時１５分に
市保健センター（緯〈７６〉１１３３）へ

親子栄養スクール

■時 ７月２１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９月～来年１月）
の人
　※家族の参加も可。
■定 ２４人（先着順）
■￥ ４００円
■申 ６月７日捷～７月１４日昌（松掌を除
く）午前８時３０分～午後５時１５分に
市保健センター（緯〈７６〉１１３３）へ

マタニティクッキング

■場 ■問 歴史博物館（緯〈７７〉６６５５）
歴博講座　　　　　　　　　　　　　
■時 ６月１９日松午後２時
■内 安城北部の村絵図
県移動美術館ロビーコンサート　　　
■時 ６月２０日掌午後２時
■内 出演獅宮崎智永氏（テノール）
映画会「懐かしの日活映画特集③」　　
■時 ６月２７日掌午前１０時、午後２時
■内 狂った果実　監督獅中平康　出演獅

石原裕次郎ほか

歴史博物館の催し

■時 ６月２６日松午前９時（商品がなくな
り次第終了）
碧海信用金庫本店前会場（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）
クリエーションプラザ会場（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）
交流広場会場（御幸本町）　　　　　　
■内 地元産野菜や米粉パンなどの販売
■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

■内 ■時 四神青龍が夜空に舞う獅６日掌・
１３日掌午後１時３０分・３時　おおぐ
ま座のしっぽに輝く七つの星たち獅

２０日掌午後１時３０分・３時、２７日掌

午後１時３０分
※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
６月の生解説

■時 ６月２６日松午後１時３０分～４時
■場 市民交流センター（大東町）
■内 記念講演「暮らしの中に『男女共同参
画』を」

■講  中  島  美  幸 氏（愛知淑徳大学講師）
なか しま み ゆき

■他 託児あり（有料、要事前予約）
■問 市民活動課（緯〈７１〉２２１８）

男女共同参画週間フォーラ
ム「ひととひとをつないで」
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■位置情報通知システム
　携帯電話（第３世代機種）・ＩＰ電
話（０５０で始まるものを除く）からの
１１９番通報では、通報者の音声にあ
わせて、場所などの位置情報が自動
で特定され、迅速な出動につながり

■危険物安全週間６月６日掌～１２日
松「危険物　事故は瞬間　無事故は
習慣」
　油類の保管場所・貯蔵容器・取り
扱いを今一度確認してください。
ガソリンや軽油の危険性　　　　　
暫ガソリンは気化しやすく、小さな
火源でも爆発的に燃焼します

暫ガソリンの蒸気は空気より重く、
くぼみなどに溜まり、静電気など
によって引火する危険があります

暫軽油はいったん火災が発生すると、
大火災になる危険があります
ガソリンや軽油を入れる容器　　　
　容器は、材質に
より容量が制限さ
れています。灯油
用ポリ容器にガソ
リンを入れるのは非常に危険です。
■問 予防課（緯〈６３〉０１３７）

ます。
●注意事項　①１１９番通報では、これ
までどおり住所や目標物などを伝えて
ください　②１８４発信の場合は位置情

■財政状況の公表（５月公表分）
　３月３１日現在の平成２１年度予算執行状況をお知らせします。
■問 総務課（緯〈６３〉０１３１）

広域連合債の現在高（消防債）
単位：千円

構成比（％）現在高区分
１００．０１０４，４９３計

市
　
　
別

４２．４４４，３３１安城市分
２．８２，８７７碧南市分
３９．１４０，８６０刈谷市分
０．００知立市分
１５．７１６，４２５高浜市分
１００．０１０４，４９３計

借
入
先
別

７７．９８１，４３４
愛知県都
市職員共
済組合

０．７６８５
地方公務員
共済組合
連合会

２１．４２２，３７４信用金庫
など

所有財産

（土地）　  ２８５．９８㎡
（建物）２０，１４５．１１㎡

平成２１年度一般会計予算執行状況
単位：千円■歳入

収入率（％）構成比（％）収入済額予算現額科目

１００．０９６．７４，７４０，０５２４，７４０，０５２分担金及
び負担金

１１４．７０．２１０，２２２８，９１０使用料及
び手数料

１００．００．４２１，６０９２１，６０９国庫支出金
０．００．００１財産収入
０．００．００１寄附金
１００．０２．４１１７，４４１１１７，４４１繰越金
９４．１０．３１１，４７２１２，１９０諸収入
０．００．００１１，４１６県支出金
９９．８１００．０４，９００，７９６４，９１１，６２０計

単位：千円■歳出
執行率（％）構成比（％）支出済額予算現額科目
７２．７０．０１，５６３２，１５０議会費
８９．２４．７２０８，３１３２３３，６６４総務費
９１．５９４．９４，２４０，５０２４，６３５，６６７消防費
９７．５０．４１９，６３７２０，１３９公債費
０．００．００２０，０００予備費
９１．０１００．０４，４７０，０１５４，９１１，６２０計

報が通知されません
※緊急の場合、こちらから位置情報
を取得することがあります。

■問 通信指令課（緯〈６３〉０１３８）

■場 ■問 マーメイドパレス（緯〈９２〉７３５１）
平日限定「利用料還元フェア」　　　　
■時 ６月１日昇～４日晶・８日昇～１１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進呈

■対 プール、トレーニングルーム利用者
日本舞踊フィットネスＮＯＳＳ体験会
■時 ６月１８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 ６月５日松からマーメイドパレスへ
着衣水泳体験会「服着てドッボ～ン」　
■時 ６月２０日掌午後６時～７時３０分
■対 おむつの必要がない子とその保護者
■定 ３０組６０人（先着順）
■￥ 施設使用料
■持 濡れてもいい服（洗濯済みのもの）・
タオル

■他 水難事故に遭遇した場合の対処法・
心肺 蘇  生 法の指導会もあり

そ せい

■申 ６月５日松からマーメイドパレスへ
マーメイドパレスの臨時休館　　　　
■時 ６月２１日捷～２５日晶

マーメイドパレス夏の短期水泳教室　
■時 ６月３０日昌～７月２
日晶、７日昌～９日
晶 午 後４時 ～５時
（全６回）
■内 ■対 幼児スイミング獅４歳以上の幼児
児童スイミング獅小学１～３年生

■定 各３０人
　※定員を超えた場合は６月１５日昇に
公開代理抽せん。

■￥ ３２００円
■申 ６月８日昇～１３日掌午前１０時～午後
７時３０分に直接マーメイドパレスへ
　※電話申し込み不可。

マーメイドパレスの
教室・講座

■時 ７月～来年２月の捷～松１時間程度
（抄承・年末年始を除く）
■内 ①遊びで育つもの　②子どもの食育
③心を育てるほめ方、しかり方　
　④生活リズム
■講 市内公立保育園長・幼稚園長
■対 市内の会社・事業所・団体など
■申 希望日の１４日前までに電話で子ども
課（緯〈７１〉２２２８）へ

■内 ごみの適正処理や減量、資源循環な
どについての意見・提案（委員会は
年４回程度開催）　任期獅７月２３日
晶～平成２４年７月２２日掌

■対 市内在住の１８歳以上で、普段自らご
み出しをしている人

■定 ２人
■他 選考獅作文・面接
■申 ６月２２日昇までに、作文「わたしが
できるごみ減量」（８００字以内）と住所・
氏名・年齢・電話番号を記載したも
のを、持参か郵送、Ｅメールで清掃
事業所（〒４４４－１１５５堀内町西新田２
／kankyo-hozen@city.anjo.aichi

　.jp）へ

子育て出前講座希望団体

ごみ減量推進委員

■時 ６月１１日晶～２５日晶（松掌を除く）　
市役所獅午前８時３０分～午後５時１５
分　県庁獅午前８時４５分～午後５時
３０分

■場 県決定獅県都市計画課、市都市計画
課　市決定獅市都市計画課、公園緑
地課

■内 西三河都市計画区域（衣浦東部、岡
崎及び西尾幡豆都市計画区域）　県
決定獅都市計画区域の整備、開発及
び保全の方針、区域区分、用途地域、
都市計画道路　市決定獅都市計画道
路、都市計画公園、都市計画防火の
施設、安城北部地区工業団地地区計
画

■他 意見のある人は、６月２５日晶までに、
県決定については県へ、市決定につ
いては市へ意見書を提出できます

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

都市計画の変更（案）を縦覧
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　日本の文化を楽しみましょう。
■時 ６月１３日掌午後１時～４時
■場 市民交流センター（大東町）
■内 抹茶、習字、浴衣着付けなど、
日本文化の紹介と体験

■対 市内在住の外国人
■問 市民活動課（緯〈７１〉２２１８）

■時 指定日（捷～晶、７月１１日掌、９月
５日掌、１１月７日掌）の午前中

■場 市保健センター
■内 血液検査・心電図・腹部超音波など
■対 本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 各２２人（先着順）
■￥ ６０００円～２万５０００円
　※年齢や加入の健康保険によって異
なります。

■申 市保健センター（緯〈７６〉１１３３）

人間ドック



　パブロ・ピカソ、マックス・エルン
スト、アンディ・ウォーホル、アルベ
ルト・ジャコメッティ、奈良美智など
の作品を通して、人間とは何か、そこ
から何を見出せるかを問いかけます。
■時 ６月８日昇～７月１９日抄午前１０時～
午後６時（捷を除く。ただし、７月
１９日は開館）
　※入館は午後５時３０分まで。
■￥ 一般６００円、高校・大学生４００円、小・
中学生２００円（２０人以上の団体料金割
引あり）

■場 ■問 碧南市藤井達吉現代美術館（緯〈４８〉
６６０２）

■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。

徳島県立近代美術館所蔵名
品展「２０世紀の人間像」

碧
南

　５月２８日に対象者へ送付しましたの
で、子宮頸がん・乳がん検診をぜひ受
診してください。
■対 ４月２０日現在、安城市民の女性で、
次の生年月日の人
　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

■他 対象者でクーポン券の届いていない
人・転入者で未受診の人は、問い合
わせてください

■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

　電波を使うには免許が必要です。不
法電波は犯罪であり、現代生活に欠く
ことのできない無線局に、深刻な混信
や妨害を与えています。電波のルール
を守りましょう。
　不法無線局を開設、運用した場合は、
罰則が定められています。
煙不法無線局を開設すると１年以下の
懲役または１００万円以下の罰金

煙放送、電気通信、警察、消防救急な
どの重要な無線局に妨害を与えた場
合は、５年以下の懲役または２５０万
円以下の罰金

■問 東海総合通信局電波利用環境課（緯

０５２〈９７１〉９６１７）、市防災危機管理課
（緯〈７１〉２２２０）

６月１日～１０日は電波利用
環境保護周知啓発強化期間

　下水道普及促進員が、対象の家庭に
訪問します。ご協力をお願いします。
　なお、促進員は、名札を着用し身分
証明書を携帯しています。不審に感じ
た場合は、提示を求めてください。
■時 ６月上旬～１１月下旬
■内 早期接続のお願いと未接続理由など
のアンケート調査

■対 下水道使用可能区域で未接続の家庭
■問 下水道管理課（緯〈７１〉２２５８）

下水道の未接続調査

　６月１日現在の養育状況などを確認
するため、対象者に６月上旬に現況届
を郵送します。６月末までに提出して
ください。提出しないと、６月以降の
手当が受けられなくなります。
　なお、出生・転入などにより、６月
から子ども手当を新規に受ける人は、
提出の必要はありません。
■問 子ども課（緯〈７１〉２２２７）

子ども手当の現況届の
提出を
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家賃（月額）間取り建設年度部屋番号住宅名
２万５９００円～５万８００円３ＤＫ平成７年２０８ 吹  付 （上条町）

ふき つけ

２万２８００円～４万４７００円２ＤＫ平成１３年Ｃ－３０９ 池  浦 （池浦町）
いけ うら

２万９０００円～５万６９００円３ＤＫ平成１４年Ａ－１０３

 東 
ひがし

 大  道 （里町）
だい どう

２万９１００円～５万７２００円３ＤＫ平成１６年
Ｂ－１０２

Ｂ－２０４

２万１３００円～４万１８００円Ｓ２ＤＫ平成１８年２０３ 大 
だい

 東 （大東町）
とう

※池浦・大東は、単身での申し込みが可能です。

■申 ６月７日捷～１１日晶午前９時～午後５時に直接建築課（緯〈７１〉２２４０）へ
■他 抽せんで入居者を決定します。申込案内書は同課で配布。入居資格に該当
することを確認し、申し込みください。
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INFORMAÇÕES ÚTEIS
SEF INFORMATION

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. 


