
■場 ■問 堀内公園（緯〈９９〉５９４７）
電車を利用して公園で遊ぼう　　　　
■時 １２月の松掌抄午前９時～午後４時
■場 同園管理事務所
■内 名鉄電車の利用者（帰りの切符を持
参した人）に遊具無料券（当日券）を
２枚進呈

平日限定利用者還元抽せん会　　　　
■時 １２月７日昇～１０日晶・１４日昇～１７日
晶・２１日昇・２２日昌午前９時～午後
４時

■場 同園管理事務所
■内 有料遊具を有料利用券で２つ利用し
た人に抽せんで遊具無料券を１枚進
呈　※特別券などの利用を除く。

■￥ 各有料遊具使用料
回数券の販売　　　　　　　　　　　
■時 １２月７日昇～２６日掌午前９時～午後
４時（１３日捷・２０日捷・２４日晶を除
く）

■場 同園管理事務所
■内 回数券を購入した人に遊具無料券を
２枚進呈
作って遊ぼう「簡単に作れる飛ぶおも
ちゃを作ろう！」
■時 １２月１８日松・１９日掌午前１０時～午後
３時

■定 各１００人
ビンゴ　ＤＥ　ＧＥＴ！　　　　　　
■時 １２月２３日抄午後２時
　※カードは午後１時から配布、無く
なり次第終了。

■対 小学生以下
■定 １００人（先着順）
■他 カードは１人１枚で代行は禁止

■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
お正月飾り、冬の飾り作り教室　　　
■時 １２月１８日松・１９日掌午前１０時から
■定 各１００人（当日先着順）
■￥ ５００円から
手作りパン教室　　　　　　　　　　
■時 １２月１８日松・１９日掌・２３日抄～２６日
掌、時間は問い合わせてください

■定 各回１８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
クリスマスクッキー教室　　　　　　
■時 １２月１８日松～２６日掌、時間は問い合
わせてください

■定 各４５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
本格そばうち講座　　　　　　　　　
■時 １２月２０日捷午前１０時
■講 高松 信  子 氏

のぶ こ

（ 蕎  麦 処「高松」店主）
そ ば

■定 ２０人（先着順）
■￥ １８００円
■申 １２月６日捷午前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 １２月２３日抄午前１０時から
■定 ５０人（当日先着順）
■￥ １５００円から
ミニ門松教室　　　　　　　　　　　
■時 １２月２４日晶・２５日松午前１０時から
■定 各３０人（当日先着順）
■￥ ５００円から
大門松作り講座　　　　　　　　　　
■時 １２月２６日掌午後２時
■講 竹崎 孝  治 氏

こう じ

■定 １０人（先着順）
■￥ ５０００円
■申 １２月６日捷午前９時３０分から同クラ
ブハウスへ
パスポート付き写真講座「マイ写真集
を作っちゃおう！」
■時 来年１月５日昌・２６日昌、２月２日
昌・１６日昌、３月２日昌・１６日昌午
前１０時から（全６回）

■講 鶴田 郁  夫 氏
いく お

■定 ２０人（先着順）
■￥ ６０００円（写真集代別途）
■他 期間中の入園パスポート付き
■申 １２月１３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

■他 来年４月末までの入園パスポート付
き

■申 １２月１３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 来年１月６日昭・２７日昭、２月３日
昭・１７日昭、３月３日昭・１７日昭午
前１０時（全６回）

■内 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 来年１月１３日昭・２７日昭、２月１０日
昭・２４日昭、３月１０日昭・２４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」

堀内公園の催し
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■時 １２月２４日晶午後１時３０分～３時３０分
■場 作野福祉センター
■内 松や竹を使った新年用の寄せ植え作
り

■対 市内在住で６０歳以上の人
■定 ３０人（午前９時の時点で定員を超え
た場合は抽せん）

■￥ １５００円
■持 ビニール手袋
■申 １２月８日昌午前９時から、費用を持
って作野福祉センター（緯〈７２〉７５７０）
へ

お正月の寄せ植えづくり

■場 市スポーツセンター
■￥ 施設利用料
■申 １２月５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
スポエクタイム測定会　　　　　　　
■時 来年１月９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
■持 水着・水泳帽（保護者も必要）
水中アクアビクス体験会　　　　　　
■時 来年１月１２日昌・２６日昌午後４時～
５時（全２回）

■対 １８歳以上の人
■定 １５人程度（先着順）
■持 水着・水泳帽子
スポエク☆キッズSwimming　　　
■時 来年１月２３日掌午前１１時～正午
■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人程度（先着順）
■持 水着・水泳帽子

スポーツセンターの催し

■時 来年１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（出産予定月来年３～７月）の
人　※家族の参加も可。

■定 ２４人（先着順）
■￥ ４００円
■申 １２月６日捷～来年１月１２日昌午前８
時３０分～午後５時１５分（松掌抄、１２
月２９日昌～来年１月３日捷を除く）
に市保健センター（緯〈７６〉１１３３）へ

マタニティクッキング

■申 １２月７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
パパとママの子育てホットタイム　　
■時 １２月２５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）
親子遊び講習会　　　　　　　　　　
■時 来年１月７日晶午前１０時～１１時３０分
■場 桜井福祉センター
■内 親子で楽しむわらべ歌遊び
■講  楫  野  加  津  子 氏（日本コダーイ協会）

かじ の か づ こ

■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 来年１月１７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 歯・口の中の健康
■対 乳幼児とその保護者
■定 １５組（先着順）
■他 同室託児あり

子育て支援センターの
催し・講座

■時 １２月１３日捷午後１時～３時
■場 勤労福祉会館
■内 あなたを狙う悪質商法
■定 １００人（当日先着順）
■問 商工課（緯〈７１〉２２３５）

消費生活講座

■時 １２月１８日松午後６時３０分～８時
■場 昭林公民館
■内 曲目獅ムゼッタのワルツ（プッチー
ニ）、雪の降る町を（中田喜直）、小犬
のワルツ（ショパン）、英雄ポロネー
ズ（ショパン）ほか　出演獅津田 眞  壽 

しん じゅ

（ピアノ）、野村 初  江 （ソプラノ）、森藤
はつ え

さちよ（伴奏）
■定 １５９人
■他 未就学児の入場はご遠慮ください
■申 １２月４日松午前９時から整理券を昭
林公民館（緯〈７７〉６６８８）で配布

■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。

昭林コンサート

■時 １２月２５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、
長野県根羽村特産品販売

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

〈７１〉２２３３）

今月のまちなか産直市

■内 ■時 ■対 ■定 下表のとおり
　※定員を超えた場合は１２月１５日昌に
公開代理抽せん。定員に満たない場
合は追加募集あり。

■￥ 親子水泳獅５６００円　その他獅５３００円
■申 １２月８日昌～１４日昇午前１０時～午後
７時３０分（１３日捷を除く）に直接マー
メイドパレス（緯〈９２〉７３５１）へ
　※電話申し込み不可。

定員対象とき講座名

２０組幼児とその親
（２人１組）

来年１月９日掌～３月１３日掌の毎週掌
午後１時～１時５０分（全１０回）親子水泳

３０人幼児
（４歳以上）

来年１月１２日昌～３月１６日昌の毎週昌
午後４時～４時５０分（全１０回）幼児スイミング

各３５人小学
１～３年生

来年１月９日掌～３月１３日掌の毎週掌
午後２時～２時５０分（全１０回）掌

児童
スイミング 来年１月７日晶～３月１８日晶の毎週晶（２月

１１日を除く）午後４時～４時５０分（全１０回）晶

各３０人１８歳以上の
女性

来年１月１８日昇～３月２９日昇の毎週昇（３月
２２日を除く）午後１時～１時５０分（全１０回）昇

ゆったり
スイム 来年１月１３日昭～３月１７日昭の毎週昭

午後１時～１時５０分（全１０回）昭

来年１月１８日昇～３月２９日昇の毎週昇（３月
２２日を除く）午前１１時～１１時５０分（全１０回）アクアビクス

マーメイドパレスの水泳教室

■時 １２月１２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）
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今月の再生家具等入札販売

■場 ■問 マーメイドパレス（緯〈９２〉７３５１）
■対 １８歳以上の人
■￥ 施設使用料のみ
■他 託児あり（生後６か月～未就園児、
先着１０人）

■申 １２月７日昇午前１０時からマーメイド
パレスへ
初級水泳「クロールから始めましょう」
■時 １２月１５日昌午前１１時～正午
■定 ２０人（先着順）
アクアビクス　　　　　　　　　　　
■時 １２月１５日昌午前１１時～正午
■定 ４０人（先着順）

マーメイドパレス水中講座



■時 ■場 下表のとおり

■￥ ４７００円（愛知県証紙により納付）
■申 来年１月７日晶～１３日昭（必着）に所
定の封筒で郵送
　※受講申請書などは１２月１０日晶から
各消防署、県民生活プラザで配布。

■問 鋤愛知県危険物安全協会連合会（緯

０５２〈９６１〉６６２３）、衣浦東部広域連合消
防局予防課（緯〈６３〉０１３７）

講習種別
会場講習日

一般特定給油

午前午後

ウィル
あいち

来年
２月１日昇

午後午前　　２日昌

午後午前　　３日昭

午前午後　　４日晶

午前
午後　　８日昇

給油＝給油取扱所　特定＝特定事業所

危険物取扱者保安講習会

　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 １２月１８日松午前９時～１１時
■場 知立消防署
■対 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 １２月５日掌午前９時から同署（緯〈８１〉
４１４４）へ
普通救命講習会Ⅰ　　　　　　　　　
■時 １２月２６日掌午前９時～
正午

■場 安城消防署
■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 １２月５日掌午前９時から同署（緯〈７５〉
２４９４）へ

救命講習会

■場 ■問 マーメイドパレス（緯〈９２〉７３５１）
平日限定マーメイドパレス利用料還元
フェア
■時 １２月７日昇～１０日晶・１４日昇～１７日晶

■内 くじを引き、当たりが出た人にマー
メイドパレス無料券を進呈

■対 期間中のプール・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 １２月１７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 １２月７日昇午前１０時からマーメイド
パレスへ
託児あり！トレーニングジム講習会＆
利用
■時 １２月１７日晶午前１０時３０分～正午
■対 生後６か月～未就園児の子がいる人
■定 １０人（先着順）
■￥ 施設使用料のみ
■持 運動ができる服装、室内用の運動シ
ューズ、タオル、飲み物

■他 託児あり（生後６か月～未就園児、
先着１０人）

■申 １２月７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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■時 来年１月２５日昇、２月１日昇・８日
昇・２２日昇、３月１日昇・８日昇午
前１０時～正午（全６回）

■場 中部福祉センター
■対 市内在住の６０歳以上の人
■定 ２０人（午前９時の時点で定員を超え
た場合は抽せん）

■申 １２月１０日晶午前９時から中部福祉セ
ンター（緯〈７６〉００９０）へ
　※１０日は電話申し込み不可。

初心者のカラオケ講座

■時 １２月１８日松午後２時
■内 ジャグリング
■￥ 入苑料１００円（中学生以下は無料）
■場 ■問 丈山苑（緯〈９２〉７７８０）

丈山苑　大道芸鑑賞会

■場 ■問 歴史博物館（緯〈７７〉６６５５）
映画会「ヒッチコック監督特集③」　　
■時 １２月１９日掌午前１０時、午後２時
■内 白い恐怖
ミュージアム・コンサート　　　　　
■時 １２月２３日抄午後２時
■内 クリスマスは金管の調べとともに　
演奏獅ラウルス金管五重奏団

歴史博物館の催し

■時 来年１月１６日掌午後１時３０分～３時
■場 安城コロナワールド
■対 市内在住ひとり親家庭の子とその親
■定 ３０人（先着順）
■￥ １人１０００円（３歳以下は無料）
■申 １２月５日掌～１９日掌午前８時～午後
９時に、参加者の氏名・靴のサイズ・
住所・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）

なり しま きよ み

へ
　※５日午前８時～正午のみ電話申し
込み可。

■問 社会福祉課（緯〈７１〉２２２３）

ひとり親家庭
「ボウリング大会」

■時 ■内 ■講 下表のとおり

■場 教育センター
■対 市内在住・在学・在勤の人
■定 ３０人（定員を超えた場合は抽せん）
■申 １２月６日捷～１３日捷午前８時３０分～午後５時１５分に、住所・氏名・電話番
号を記入し、電話かファクス、Ｅメールで環境首都推進課（緯〈７１〉２２０６／
胃〈７６〉１１１２／kankyo@city.anjo.aichi.jp）へ

講師内容とき回

前田 成  子 氏（フライブルク市経
しげ こ

済観光メッセ公社）
フライブルク市の
環境政策について

１２月１７日晶

午後１時３０分～
４時

１

渡辺 芳  紀 氏（㈱デンソー）、北川
よし のり

 春  敏 氏（㈱デンソー安城製作所）
はる とし

㈱デンソーにおけ
る環境配慮への取
り組みについて

来年１月２６日昌

午後１時３０分～
４時

２

衣浦東部広域連合財政状況の公表（１１月公表分）

■内 勤務内容獅展覧会での受け付け・案
内　勤務日時獅来年２月４日晶～３
月２１日抄のうち、同館が指定する日
の午前９時～午後５時　賃金獅時給
８４０円

■対 松掌勤務ができる、５０歳くらいまで
の人

■定 ３人程度
■申 １２月１５日昌までの午前９時～午後５
時（休館日を除く）に、履歴書を持っ
て歴史博物館（緯〈７７〉６６５５）へ

■時 面接・筆記試験
獅来年２月１０日
昭

■内 募集科獅電気工
事科　入校日獅

来年４月７日昭　訓練期間獅１年
■対 来年３月中学校卒業見込みの人、概
ね３０歳未満の未就職者

■定 ２０人
■￥ 一部自己負担あり
■申 来年１月７日晶～２月４日晶（松掌

抄を除く）に、入校願書を持って高
浜高等技術専門校（高浜市／緯〈５３〉
００３１）かハローワーク刈谷（刈谷市／
緯〈２１〉５００１）へ

■内 選考獅作文・面接　任期獅１年　委
員会予定日獅来年１月２５日昇

■対 ２０歳以上の市民（学生を除く）
■定 ２人
■申 １２月１３日捷～２８日昇（松掌抄を除く）
に、所定の応募用紙と作文（志望の
動機８００字程度）を持って商工課（緯

〈７１〉２２３５）へ
　※応募用紙は商工課、市公式ウェブ
サイトで配布。

県立高浜高等技術専門校
訓練生

市民保養事業専門委員

歴史博物館臨時職員
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■他 メッセージは、成人式当日会場に掲
示

■申 １２月２６日掌までに、応募用紙に町名・
氏名（匿名可）・メッセージを記入し
て、持参か郵送、Ｅメールで青少年
の家（〒４４６－００６１新田町池田上１／
seishounen@city.anjo.aichi.jp
／緯〈７６〉３４３２）へ
　※応募用紙は、青少年の家、中央・
各地区公民館、市公式ウェブサイト
で配布。提出された用紙は返却しま
せん。

平成２３年新成人への
激励メッセージ

■時 面接試験獅

来年１月１２
日昌

■内 勤務日時獅

週２～５日
午後４時３０
分～９時３０
分（捷、抄の翌日を除く）　賃金獅時
給７８０円、通勤割増１日２００円

■対 昭和２４年４月２日～３１年４月１日生
まれで、パソコンの操作ができる人

■定 ２人程度
■申 １２月７日昇～１７日晶午前９時～午後
５時（１３日捷を除く）に、所定の受験
申込書を持って文化センター（緯〈７６〉
１５１５）へ
　※受験申込書は、同センターで配布。

（登録制）公民館などの
夜間管理臨時職員

■内 利用日獅平成２３年４月１日晶～９月
３０日晶

■他 多目的ホール（調理実習室・会議室
を含む）を利用して、１００人以上の講
演などをする団体利用の場合は、１
団体につき３日まで予約可。ただし、
上半期下半期合わせて３日までの予
約しかできません

■申 １２月７日昇～１９日掌午前８時３０分～
午後９時（１３日捷を除く）に、市民交
流センター（緯〈７１〉０６０１）へ

　※各団体の申請をセンターで調整し、
後日連絡。

市民交流センター多目的ホ
ールの利用予約を受け付け

■問 衣浦東部広域連合総務課（緯〈６３〉０１３１）

　９月３０日現在の平成２２年度予算執行状況をお知らせします。

広域連合所有財産

（土地）　  ２８５．９８釈

（建物）２０，１４５．１１釈

単位：千円■歳出
執行率（％）構成比（％）支出済額予算現額科目
３１．９０．０６８５２，１５０議会費
４０．０３．６７６，５３８１９１，１２１総務費
４３．４９５．９２，０１１，３０１４，６３７，８３９消防費
５０．７０．５９，４５７１８，６５８公債費
０．００．００２０，０００予備費
４３．１１００．０２，０９７，９８１４，８６９，７６８計

広域連合債の現在高（消防債）
単位：千円
構成比（％）現在高区分
４１．１３９，５６７安城市分市別
１．９１，８２８碧南市分
４０．８３９，２９０刈谷市分
０．００知立市分
１６．２１５，５６１高浜市分
１００．０９６，２４６計

８０．７７７，７０５県都市職員
共済組合

借入
先別

１９．３１８，５４１信用金庫
など

１００．０９６，２４６計

平成２２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

４６．３９４．０２，１７６，５７１４,７０１，３５８分担金及
び負担金

６２．９０．２５，４７８８，７０７使用料及
び手数料

０．００．００１９，８３２国庫支出金
０．００．００２県支出金
０．００．００１財産収入
０．００．００１寄附金
１００．０５．５１２８，１１２１２８，１１３繰越金
４９．６０．３５，８３１１１，７５４諸収入
４７．６１００．０２，３１５，９９２４，８６９，７６８計

　改修工事のため、１２月７日昇～２６日
掌は休館します。
■問 安祥閣（緯〈７４〉３３３３）

安祥閣の臨時休館



　安城北部土地区画整理事業の事業期
間の延伸、資金計画の変更などの事業
計画を変更しました。これにより、換
地処分（事業終了）に伴う住所変更・新
地番での登記・本清算は平成２４年度の
予定となります。
■問 区画整理課（緯〈７１〉２２４６）

　約１１５０年前の
お田植えの儀式
を今に伝える祭
りです。「テンテ
コ・テン」と打
ち鳴らす 小  締  太 

こ じめ だい

 鼓 の拍子に合わ
こ

せ、赤装束を身に着けた厄男たちが、
腰に付けた大根を奇妙に振り、練り歩
いて豊作を祈願します。
■時 来年１月３日捷午後１時～２時３０分
■場  熱  池 町八幡社（名鉄福地駅から徒歩

に いけ

約１５分）
■問 西尾市商工課（緯０５６３〈５６〉２１１１）

■時 １２月２４日晶午後１時３０分
■場 市役所第１０会議室
■他 投票日獅来年２月６日掌

■問 市選挙管理委員会（行政課、緯〈７１〉
２２０８）

■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。

天下の奇祭　てんてこ祭 西
尾

■内 障害福祉に関
するサービス
や助成制度な
どを紹介した
ガイドブック

■対 障害者手帳を
持っている人

■持 障害者手帳
■他 市役所へ来る
ことができない人は代理の人でも可。
なくなり次第終了

■問 障害福祉課（緯〈７１〉２２２５）

　建物の新築・増築・取り壊しをした
ときは、電話連絡をしてください。年
内に取り壊しをした場合は、翌年度の
固定資産税は課税されません。また、
新築・増築をした場合は、固定資産税
額の基となる評価額を決めるため、市
職員が家屋を調査します。
■問 資産税課（緯〈７１〉２２１５）

　学識経験者委員の定員に欠員が生じ
たため、新たに大屋 明  仁 氏（小川町）を

あき ひと

選任しました。任期は平成２７年１月２３
日晶までです。
■問 区画整理課（緯〈７１〉２２４６）

家屋を取り壊した場合は
連絡を

平成２２年度福祉ガイドブッ
クを配布しています

安城北部土地区画整理事業
の事業計画を変更

桜井駅周辺特定土地区画整
理審議会の委員を選任

安城市長選挙立候補予定者
説明会

　あんジョイプラン６（第６次高齢者
福祉計画・第５期介護保険事業計画）
の策定にあたり、高齢者などへ実態調
査（アンケート）を実施します。該当者
へ調査票を１２月上旬に送付しますので、
１２月１７日晶までに、同封の返信用封筒
で返送してください。
　調査票に記入された内容は、目的以
外には使用しません。
■問 介護保険課（緯〈７１〉２２２６）

高齢者などへの実態調査に
ご協力を
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　予防接種規則改正で、７歳６か月未
満に日本脳炎第１期（３回接種、任意
接種を含む）が完了していない人は、
９歳以上１３歳未満（１３歳の誕生日の
前々日まで）の間に公費で接種できる
ようになりました。
■内 接種回数獅不足の回数分（未接種分）
■他 任意接種分は公費対象になりません
■申 接種を希望する人は市保健センター
（緯〈７６〉１１３３）へ
　※予診票兼接種券を送付します。

日本脳炎１期予防接種

　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 １２月２０日捷から
　※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
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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. 


