
■時 ■内 ５月２０日掌～７月２２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）獅午前９時～１１時
クラス２（少し日本語が話せる人）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）
獅午前１０時３０分～１１時５０分

■場 市民会館
■対 市内在住・在勤の１６歳以上の外国人
で、日本語の会話が初心者の人

■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１３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日昭～５月１０日昭午前８時３０
分～午後５時１５分（松掌抄承を除く）
に市民協働課（緯〈７１〉２２１８）へ
　※団体・代理による申し込みは不可。

日本語教室

■他 小学３年生以下は保護者同伴。（保護
者１人につき２人まで）

■場 ■問 マーメイドパレス（緯〈９２〉７３５１）
造波プールで「ジャンケン大会」　　　
■時 ４月８日掌午後２時
■内 スタッフに勝つと施設利用券を進呈
■対 当日プールを利用している人
■￥ 施設使用料
ちびっこデー　　　　　　　　　　　
■時 ４月１４日松・１５日掌

■内 幼児プールにボールを開放し、未就
学児のプール利用料を無料にします

■対 オムツが外れた子～未就学児

マーメイドパレスの催し

■場 マーメイド
パレス

■申 ４月１０日昇

～１７日昇午
前１０時～午
後８時（１６日捷を除く）に、マーメイ
ドパレス（緯〈９２〉７３５１）へ

４月の水中講座　　　　　　　　　　
■時 ４月１８日昌午前１１時～正午
■内 ①初級水泳「クロールから始めま
しょう」　②体験アクアビクス

■対 いずれも１８歳以上の人
■定 ①施２０人、②施４０人（いずれも先着
順）

■￥ 施設使用料
■他 託児あり（６カ月～未就園児、先着
５人）

６０歳からはじめる「水中運動体験会」　
■時 ４月２５日昌、５月９日昌・２３日昌、
６月１３日昌午前１１時～正午（全４回）

■内 水の特性を生かした運動で、ひざ・
腰の痛み、肩こりを解消

■対 ６０歳前後の人
■定 ３０人（先着順）
■￥ 施設使用料
フットセラピー体験会　　　　　　　
■時 ４月２５日昌午前１０時３０分～１１時３０分
■内 短時間で体調の不快感を解消するフ
ットセラピーの体験

■対 １８歳以上の人
■定 １５人（先着順）
■￥ ５００円
■持 動きやすい服装、バスタオル・フェ
イスタオル各２枚
託児あり！トレーニングジム講習会＆
利用
■時 ４月２７日晶午前１０時３０分～正午
■対 ６カ月～未就園児とその保護者
■定 ５人（先着順）
■￥ 施設使用料
■持 運動ができる服装、室内シューズ

マーメイドパレスの講座 まずは基本から！ウオーキング教室　
■時 ５月１日昇・８日昇・１５日昇・２２日
昇午前１０時３０分～１１時３０分（全４回）

■内 高齢者向けの効果的なウオーキング
方法

■対 １８歳以上の人
■定 １０人（先着順）
■￥ 施設使用料（不要な回もあり）
■持 運動に適した服装、タオル、室内シ
ューズ、飲み物（ペットボトル）
楽ＲＡＫＵ♪シェイプエアロ　　　　
■時 ５月１０日昭～７月２６日昭の毎週昭午
後３時３０分～４時３０分（全１２回）

■内 エアロビクスダンス
■対 １８歳以上の女性
■定 ２０人程度（先着順）
■￥ ４５００円
■持 運動に適した服装、タオル、室内シ
ューズ、飲み物（ペットボトル）
体力しらべ会（高齢者向け）　　　　　
■時 ５月１７日昭午前１０時～正午
■内 ６種目を測定し、体力レベルを算出
■対 おおむね６５～７９歳で、運動制限のな
い人

■定 １５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（ペットボトル）
タイム測定会（プール）　　　　　　　
■時 ５月２０日掌午後１時～３時
■内 ２５ｍ・５０ｍ・１００ｍで２回測定
■対 ２５ｍ以上泳げる人（小学３年生以下
は保護者同伴、保護者１人につき２
人まで）

■定 ５０人（先着順）
■￥ 施設使用料
■持 水着、水泳帽子（保護者も必要）
体力測定会（一般向け）　　　　　　　
■時 ５月２６日松午前１０時～正午
■内 ６種類の体力測定で体力年齢を算出
■対 おおむね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（ペットボトル）

■場 市スポーツセンター
■申 ４月５日昭～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

■時 ５月１７日昭午後１
時～２時３０分

■場 安城商工会議所
■講 坂本 光  司 氏（法政

こう じ

大学大学院政策創
造研究科教授）

■定 １２０人（先着順）
■申 ４月５日昭午前９時から、電話また
はファクスで安城商工会議所（緯〈７６〉
５１７５／胃〈７６〉４３２２）へ

■問 市商工課（緯〈７１〉２２３５）

講演会「この会社はなぜ快
進撃が続くのか」
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■時 ５月２０日掌午前１０時～午後４時
■場 琵琶ヶ池、前後駅南調整池、勅使会
館、大脇排水機場（豊明市）、猿渡川
堤防工事（刈谷市）、石ヶ瀬川（東海豪
雨被災復旧箇所／大府市）　集合場
所獅豊明市役所

■内 洪水対策の施設をバスでまわり見学。
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選）
■申 ４月１８日昌（必着）までに、はがきに
「境川親子流域フォーラム参加希望」
と明記し、郵便番号、住所、電話番
号、保護者の氏名・性別・年齢、児
童の氏名・性別・学年を記入し、土
木課（〒４４６－８５０１住所記載不要）へ
　※参加可否を４月３０日承までに送付
します。

■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 スポーツセンターの教室・
講座
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■場 あんぱ～く
■申 ４月６日晶

午前９時か
ら、電話で
市子育て支
援センター
（掌を除く、緯〈７２〉２３１７）へ
■他 １人１講習まで
親子遊び講習会「リズム遊び」　　　　
■時 ４月２０日晶午前１０時～１１時３０分
■講 山田美沙子氏
■対 １歳６カ月～３歳未満の子とその保
護者

■定 ２５組（先着順）
子育て何でも相談広場　　　　　　　
■時 ５月８日昇午前１０時～１１時３０分
■内 親子で遊ぶ子育てのススメ！
■対 乳幼児とその保護者
■定 ２０組（先着順）
育児講習会「子どもの健康と背骨」　　
■時 ５月２５日晶午前１０時～１１時３０分
■講 太田ゆかり氏（カイロプラクター）
■対 乳幼児の保護者
■定 ３０人（先着順）
■他 別室託児あり

　心肺 蘇  生 法が新しくなりました。
そ せい

■問 衣浦東部広域連合消防局消防課（緯

〈６３〉０１３５）
普通救命講習会Ⅰ　　　　　　　　　
■時 ４月１５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 ４月５日昭午前９時から同署（緯〈５２〉
１１９０）へ
普通救命講習会Ⅲ　　　　　　　　　
■時 ４月２１日松午前９時～正午
■場 刈谷消防署
■内 小児・乳児・新生児の心肺蘇生法、
ひきつけ、のどに異物が詰まった時
の処置

■定 ２０人（先着順）
■申 ４月５日昭午前９時から同署（緯〈２３〉
１２９９）へ

子育て支援センター講習会

救命講習会

■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 ５月２６日松午前１０時～１１時３０分
■場 あんぱ～く
■講 高橋千恵子氏（スタジオＤｏ！）
■対 乳幼児とその父親
■定 ３０組（先着順）
■申 ４月１０日昇午前９時から、電話で市
子育て支援センター（掌を除く、緯

〈７２〉２３１７）へ

■時 ４月２２日掌午前９時（無くなり次第
終了）

■場 堀内公園
■内 配布する樹木獅ブルーベリー２００本、
ライラック・スモモ各１００本

■問 公園緑地課（緯〈７１〉２２４４）

緑化木を配布

■時 ４月８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）

今月の再生家具入札販売

■他 商品がなくなり次第終了。
　※魚介の販売は、クリエーションプ
ラザから交流広場に移動しました。
碧海信用金庫本店前会場（御幸本町）　
■時 ４月２８日松午前９時
■内 地元産野菜の販売・調理アドバイス
■問 農務課（緯〈７１〉２２３３）
交流広場会場（御幸本町）　　　　　　
■時 ４月２８日松午前９時～午後１時
■内 地元産野菜や特産物を使った商品の
販売、手作り市、一色漁港からの魚
介類を販売

■問 商工課（緯〈７１〉２２３５）

今月のまちなか産直市
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利用可能日獅平成２４年４月１日掌～
２２日掌の松掌

【安城市都市計画課緯〈７１〉２２４３】

利用可能日獅平成２４年４月１日掌～
２２日掌の松掌

【安城市都市計画課緯〈７１〉２２４３】

利用可能日獅平成２４年４月１日掌～
２２日掌の松掌

【安城市都市計画課緯〈７１〉２２４３】

利用可能日獅平成２４年４月１日掌～
２２日掌の松掌

【安城市都市計画課緯〈７１〉２２４３】

　平成２４年４月１日掌～２２日掌の松

掌に左の無料乗車券を利用できます。
バス降車時に運転手に渡すと無料で
乗車できます。

〈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
・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
・本券の転売は禁止します

■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

第１回パパ講座「パパと遊
ぼう！」
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■場 ■問 堀内公園（緯〈９９〉５９４７）
お得な回数券の販売　　　　　　　　
■時 ４月１日掌～５月６日掌午前９時～
午後４時３０分（休園日を除く）

■内 回数券１冊につき遊具無料券を２枚
進呈

■￥ １冊１０００円
入園・入学おめでとう抽選会　　　　
■時 ４月７日松・８日掌午前９時～午後
４時３０分（定員になり次第終了）

■内 当たりが出たら遊具無料券を進呈
■対 ４月に入園・入学をし、当日メルヘ
ン号を利用した人

■定 各１００人（先着順）
■￥ 遊具利用料
こいのぼりの展示　　　　　　　　　
■時 ４月１７日昇～５月１３日掌（４月１２日
昭～１６日捷に準備します）

こいのぼりの写生会　　　　　　　　
■時 ４月１７日昇～５月１３日掌

■定 ３００人（先着順）
　※用紙が無くなり次第終了。
■持 絵を描く道具
■他 画用紙は管理事務所で配布。また、
写生した絵は、５月１５日昇～３１日昭

（捷を除く）に管理棟へ展示します

堀内公園の催し

■場 ■問 歴史博物館（緯〈７７〉６６５５）
歴博講座　　　　　　　　　　　　　
■時 ４月１４日松午後２時
■内 安城が原の歴史
かしわもちをつくろう　　　　　　　
■時 ４月２１日松午前１０時～正午
■講 大久保 里  香 氏

さと か

■定 ２０組（先着順）
■￥ ８００円
■申 ４月３日昇～２０日晶午前９時～午後
５時（捷を除く）に、電話で歴史博物
館へ

連続講座「初めての人のための歌舞伎
入門①」
■時 ４月２１日松午後２時～３時３０分
■内 芸どころ名古屋と歌舞伎
■講 長谷川 栄 

よし

 胤 氏（名古屋邦楽協会会長）
つぐ

映画会「社会派映画シリーズ①」　　　
■時 ４月２２日掌午前１０時～１１時４０分
■内  楢  山  節  考 

なら やま ぶし こう

歴史博物館の催し

中部国際空港行きバスのの時刻表時刻表がが変更変更になりましたになりました中部国際空港行きバスの時刻表が変更になりました
■時 ４月１日掌から
■￥ 南安城駅・安城駅・三河安城駅施片道１４００円、高棚施片道１２００円

■問 知多乗合叙お客様センター（緯０５６９〈２１〉５２３４）、市都市計画課（緯〈７１〉２２４３）

安城市施中部国際空港
中部国際空港高棚三河安城駅安城駅南安城駅便
午前６時５０分午前６時２分午前５時５０分午前５時４１分午前５時３８分１
午前９時５５分午前９時２分午前８時５０分－－２
午後１時３０分午後０時４２分午後０時３０分－－３
午後４時３０分午後３時４２分午後３時３０分－－４

中部国際空港施安城市
南安城駅安城駅三河安城駅高棚中部国際空港便
－－午前１１時５９分午前１１時４５分午前１１時１
－－午後２時５９分午後２時４５分午後２時２
－－午後７時４分午後６時４５分午後６時３
午後１０時９分午後１０時４分午後９時５７分午後９時４５分午後９時４

■時 ４月２８日松・２９日抄

■内 開苑時間を午後７時まで延長（入苑
は午後６時３０分まで）

■￥ 入苑料１００円（中学生以下無料）、呈茶
料３００円

■場 ■問 丈山苑（緯〈９２〉７７８０）

春の宵開苑

■時 ４月２１日松午前１０時３０分～正午
■場 環境学習センター「エコきち」
■対 ４歳以上の人
■定 ２０人（定員を超えた場合は抽選）
■持 不要な紙・ノート（メモ帳として使
用できるもの）

■申 ４月７日松～１８日昌午前９時～午後
９時（捷を除く）に住所・氏名・電話
番号・参加人数を環境学習センター
「エコきち」（緯〈７６〉７１４８）へ

冷蔵庫にペタッ！お母さん
お助けメモづくり

■￥ 入園料
■場 ■問 デンパーク（緯〈９２〉７１１１）
スイーツ＆ベーカリーフェア　　　　
■時 ４月１４日松・１５日掌午前９時３０分～
午後４時３０分

■内 こだわりのスイーツとパンの店が集
合。スイーツデコ体験（有料）もあり
フラワーマーケット　　　　　　　　
■時 ４月１４日松・１５日掌午前９時３０分～
午後４時３０分

■内 市内生産者による春の花壇苗の販売
カントリーフェスタ　　　　　　　　
■時 ４月２１日松・２２日掌午前９時３０分～
午後４時３０分

■内 かわいい雑貨の店が集合

デンパークの催し

■￥ 入園料
■場 デンパーククラブハウス
■申 ４月５日昭午前９時３０分から同クラ
ブハウスへ
押し花講座　　　　　　　　　　　　
■時 ５月１０日昭・２４日昭、６月７日昭・
２１日昭、７月５日昭・１９日昭午前１０
時（全６回）

■講 長谷川はる子氏
■定 ３０人（先着順）
■￥ ６０００円（別途材料費。継続の人は材
料費のみ）
フラワーアレンジメント講座　　　　
■時 ５月１０日昭・２４日昭、６月７日昭・
２１日昭、７月５日昭・１９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）
■￥ ６０００円（別途材料費各２０００円）

デンパーク入園パスポート
付き「花の講座」
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 ＊　＊　＊　県の事務権限を市へ移譲　＊　＊　＊ ＊　＊　＊　県の事務権限を市へ移譲　＊　＊　＊

■￥ 入園料
■場 ■問 同クラブハウス（緯〈９２〉７１１２）
シルバーアクセサリー教室　　　　　
■時 ４月７日松・８日掌午前１０時から
■講 近藤 祐  子 氏（日本ジュウリーデザイ

ゆう こ

ナー協会正会員）
■定 各５０人（当日先着順）
■￥ １５００円から
手作りパン教室「デニッシュパンと動
物あんパン」
■時 ４月７日松・８日掌・１４日松・１５日
掌午後１時・２時３０分

■定 各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

いちご大福教室　　　　　　　　　　
■時 ４月７日松・１４日松午後１時・２時
３０分

■定 各１２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

木工ペイント教室　　　　　　　　　
■時 ４月１４日松・１５日掌午前１０時
■内 ネームプレート・スイングバードな
どを作成

■講 ギャラリーマイウッド
■定 各１００人（当日先着順）
■￥ ５００円から
寄せ植え講座「カラーリーフを考えな
がら寄せ植え」
■時 ５月１１日晶午前１０時
■講 野正 美  保  子 氏（ＲＨＳＪコンテナガ

み ほ こ

ーデニングマスター）
■定 ２０人（先着順）
■￥ ３５００円から
■申 ４月５日昭午前９時３０分から同クラ
ブハウスへ

　地域主権一括法の制定に伴い、これまで県が担ってきた下表の事務が、市
へ移譲されます。
■問 経営管理課（緯〈７１〉２２０５）

担当課移譲される事務
企画政策課
（緯〈７１〉２２０４）特定工場新設の届出受理・変更命令など

健康推進課
（緯〈７６〉１１３３）

墓地、納骨堂および火葬場の経営許可、立ち入り検査、使用禁止命令
など

商工課
（緯〈７１〉２２３５）

家庭用品の販売業者に対する表示などの指示、違反業者の公表、報告
徴収、立ち入り検査など
ガス用品・電気用品・液化石油ガス器具などの販売事業者からの報告
徴収、立ち入り検査、提出命令提出
特定製品の販売事業者などからの報告徴収、立ち入り検査、提出命令
商店街整備計画、店舗集団化計画、共同店舗等整備計画などの認定など

デンパーククラブハウスの
体験教室

■内 勤務内容獅月３回程度、介護サービ
ス提供の場を訪ね、利用者・家族の
相談を聞きます。また、月１回の相
談員会議に出席　賃金獅市規定の報
償費

■対 市内在住の４０歳以上で、普通自動車
運転免許を有し、介護相談員養成研
修（大阪または東京にて、３泊４日
および日帰り）を受講できる人
　※介護サービス事業所などを経営・
勤務している人を除く。

■定 １人
■他 選考獅面接
■申 ４月６日晶～１６日捷午前８時３０分～
午後５時１５分に、所定の応募用紙を
持参か郵送で介護保険課（〒４４６－
８５０１住所記載不要／緯〈７１〉２２２６）へ
　※応募用紙は同課で配布。

介護相談員

■内 募集する住宅獅下表のとおり
■申 ４月９日捷～１３日晶午前８時３０分～
午後５時１５分に、直接建築課（緯〈７１〉
２２４０）へ
　※入居資格がありますので、事前に
確認してください。

市営住宅（抽選型）入居者

入居時家賃
（月額）

建設
年度

部屋番号・
間取り住宅名

２万８１００～
５万５３００円

Ｈ１３

Ｃ－２０３
（３ＤＫ）池浦 

（池浦町） ２万２６００～
４万４４００円

Ｃ－２０７
（２ＤＫ）

２万５７００～
４万７９００円Ｈ６

２０４
（３ＤＫ）

前山
（堀内町）

２万５９００～
５万９００円Ｈ７

２０６
（３ＤＫ）

吹付
（上条町）

２万３１００～
４万５３００円Ｈ１４

Ａ－２０６
（２ＤＫ）

東大道
（里町）

２万１１００～
４万１５００円Ｈ１８

２０４
（Ｓ２ＤＫ）

大東
（大東町）

※池浦（Ｃ－２０７）、東大道、大東は単身
申し込みできます。また、大東のＳ
２ＤＫは、少し狭い部屋です。

■時 ５月２０日掌・
２７日掌、６月
３日掌・１０日
掌・１７日掌・
２４日掌午前１０
時～１１時３０分（全６回）

■場 市民会館
■内 学校や日常生活で必要な日本語の学
習

■対 市内の小学校に通う外国籍児童（外
国にルーツを持つ子を含む）

■定 １５人（定員を超えた場合は抽選）
■￥ ３００円
■他 会場への送迎はありません。また、
子どもに日本語を教えるボランティ
アも募集しています

■申 ４月５日昭～５月２日昌午前８時３０
分～午後５時１５分（松掌抄承を除く）
に、市民協働課（緯〈７１〉２２１８）へ

春期子ども日本語教室

■時 ■内 からすのお話し施１日掌・７日松・
８日掌・１４日松　夜空のこいのぼり
施１５日掌・２１日松・２２日掌・２８日松・
２９日抄・３０日承いずれも午後１時３０
分・３時（２２日は午後１時３０分のみ）

■場 ■問 文化センター（緯〈７６〉１５１５）

プラネタリウム
４月の生解説テーマ
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　国民年金は、２０歳から保険料の納付
が必要ですが、学生で本人の前年所得
が低い場合、申請により保険料を後払
いできる制度が受けられます。（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２４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
例申請を受け付け

　農作物を食べ荒らすドバト・ムクド
リ・カラスなどの駆除を市内全域で実
施します。安全のため、子どもたちを
近づけさせないよう、また、飼いバト
を放さないよう注意してください。
■時 ４月１５日掌、５月２０日掌午前７時～
正午（予備日４月２９日抄、５月２７日
掌）

■問 農務課（緯〈７１〉２２３３）

気をつけて！鉄砲でドバト
退治

　２月２９日までに市社会福祉協議会に
寄せられた義援金は９３７７万５４４１円です。
２月１６日～２９日受付分／敬称略　　　
北城屋百石店、北明治町内会連合会、
安城市赤十字奉仕団、杉浦製粉㈱社員
一同、匿名、募金箱への多数の寄付者

東日本大震災義援金
ありがとうございます

　障害者自立支援法に基づき、３年ご
とに策定するものです。障害福祉サー
ビスごとに必要な見込み量を算出し、
それを確保するための方策を定めてい
ます。
■内 策定理念施わかりあい　みとめあい
ささえあう～みんなしあわせ安城市
　基本方針施地域生活への移行の推進、
一般就労の促進、相談支援体制の充実

■他 詳細は市公式ウェブサイトをご覧く
ださい。音声対応もしています

■問 障害福祉課（緯〈７１〉２２５９）

第３期安城市障害福祉計画
（平成２４～２６年度）を策定

　住宅、公共施設、隣接作物などの周
辺は緩衝区を設け、十分に注意して散
布します。また、強風時は実施しませ
ん。散布作業中は危険ですので、近寄
らないようご協力をお願いします。
■時 ４月中旬～５月中旬
■場 市内小麦栽培ほ場（水田）
■内 散布方法獅乗用管理機および無人ヘ
リコプター　使用農薬獅小麦赤かび
病用殺菌剤（農水省登録農薬）

■問 あいち中央農協営農資材課（緯〈７３〉
４４０２）、同農畜産課（緯〈７３〉４４０６）、市
農務課（緯〈７１〉２２３３）

小麦病害防除を実施

　ヘルスメイトとは、食生活を通じた
健康づくりを広めるボランティアです。
■時 ５月７日捷・２１日捷、６月４日捷・
１８日捷、７月２日捷（全５回）

■場 市保健センター
■内 講義、調理実習、運動実習など
■対 市内在住で食生活に興味があり、全
ての回に出席可能で、受講後ヘルス
メイトとして活動できる人

■定 ２０人（先着順）
■￥ １６００円
■持 エプロン、三角巾、筆記用具など
■申 ４月５日昭～２３日捷午前８時３０分～
午後５時１５分（松掌を除く）に、電話
で市保健センター（緯〈７６〉１１３３）へ

エンパワーメント講座エンパワーメント講座エンパワーメント講座
聴いて、話して、参画しよう聴いて、話して、参画しよう

■時 ■内 ■講 表のとおり
■場 市民交流センター
■対 市内在住・在勤・在学の
おおむね２０歳以上で、全
ての回に参加できる人
（過去に受講した人は不
可）

■定 ２０人（先着順）
■￥ ５００円
■他 託児あり（有料、要予約）
■申 ４月５日昭～５月１日昇

午前８時３０分～午後５時
（松掌抄承を除く）に、市
民協働課（緯〈７１〉２２１８）へ

講　師内　容と　き回
山田綾氏（愛知教
育大学教授）

男女共同参
画５月１８日晶１

青木仁子氏（弁護
士）女性と法律５月３１日昭２

市職員市の施策・
市政、議会６月１２日昇３

平野昜子氏（三重
大学非常勤講師）

メディアリ
テラシー７月１０日昇４

松田照美氏（人材
育成コンサルタ
ント）

わかりやす
いまとめ方９月７日晶５

効果的な伝
え方９月２１日晶６

修了交流会９月２８日晶７
※午前９時３０分～正午（４回のみ午後１時３０分～４時）

　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」を総量２００
トン（たい肥施用対象面積に応じて１
世帯３００手以下）を限度に差し上げます。
※応募者多数の場合は、選考し決定。
■時 ４月２８日松～５月５日抄（松掌抄承

も受け取り可）
■場 せん定枝リサイクルプラント
■内 受け取り決定獅支給決定通知と受取
票の送付をもって発表とします。選
外者への通知はしません
　受け取り方法獅たい肥を積み込める
４トン以下のトラックまたは袋で受
け取ってください

■申 ４月１２日昭までに、申込書に住所・
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など
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
全て記載してあれば、任意の紙でも
可。全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

ヘルスメイト養成講座参加者
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　３月２１日より市役所西会館１階へ移
転しました。
■問 市民会館（緯〈７５〉１１５１）

安城文化協会の事務局移転

安城駅西駐車場の工事と利用制限

■時 来年３月３１日掌宿泊分まで
■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

※安城市市民保養事業対象施設。（犬山
市は１０月１日捷から。また、桑名市
は９月３０日掌まで）

■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
所の窓口で保険証と利用カード（初
回利用時に交付）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

■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あり。

■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選。（過去に
市の脳ドックを８回以上申し込んで、
当選していない人を優先）

■￥ １万円
■他 当選した人は、当選した年度を含め
た４年間、申し込み不可

■申 ４月５日昭～１１日昌午前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

　※４月２５日昌に同センターで公開抽
選。結果は４月２７日晶付けで郵送予
定。

脳ドック（前期）受け付け

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）

　町内会・学校・企業・街頭などで募
金活動を実施します。また、公共施設
に「緑の募金箱」を設置しますので、皆
さんの協力をお願いします。
　募金の一部は、地元に還元され各町
内会の緑化事業に活用されます。
■時 ４月１日掌～５月３１日昭

■問 公園緑地課（緯〈７１〉２２４４）

緑の募金にご協力ください

　駐車場西棟の耐震改修工事および東棟の外壁改修工事を実施するため、一
部利用制限をします。
■時 工事期間施８月～来年３
月

■内 期間中の対応諮西棟施８
月から利用できなくなり
ます　東棟施７月から時
間貸しを休止します（定
期貸し利用者は利用可）

■問 維持管理課（緯〈７１〉２２２３）、
安城駅西駐車場（緯〈７４〉
１５００）

東
棟

西
棟

保育園

銀行

駐輪場

安城駅東海道本線

至名古屋

至豊橋

安城駅西
駐車場

　震災や大規模な風水害が発生した時、
頼りになるのは地域の助け合いです。
町内会の一員として、いざという時に
近隣で助け合える関係を築いておくこ
とは非常に重要です。
　さらに、身近な情報・生活に欠かせ
ない情報を回覧板でお知らせしたり、
ごみステーションや防犯灯の管理、防
犯活動などをしています。
　町内会は、地域の皆さんが安全安心
で快適に暮らせる環境整備を、お互い
に協力しながら、できることをできる
範囲で参加・協力し、活動しています。
あなたも町内会に加入し、地域に根ざ
した快適なくらしをしましょう。
■問 市民協働課（緯〈７１〉２２１８）

町内会に入りましょう

　４月１日掌から次のとおり変更にな
りました。小児救急電話相談の詳細は、
本紙毎月１５日号の「健康ガイド」をご覧
ください。
■内 相談日施毎日午後７時～１１時　新番
号獅緯０５２〈９６２〉９９００

■他 ＃８０００は今までどおり使用できます
■問 市保健センター（緯〈７６〉１１３３）

小児救急電話相談の電話番
号を変更

■問 国保年金課（緯〈７１〉２２３２）
保険料仮徴収（年金天引き）を開始　　
　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へ
　※変更時期は申請から３～４カ月後。
今年度の保険料　　　　　　　　　　
　２年ごとに見直されます。平成２４・
２５年度の保険料は下表のとおり。

※保険料の軽減内容は変更ありません。

後期高齢者医療制度

２２・２３年度２４・２５年度

４万１８４４円４万３５１０円均 等 割 額

７．８５％８．５５％所 得 割 率

５０万円５５万円賦課限度額



■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。

　江戸時代から続く「知立まつり」。今
年は 本 

ほん

 祭 で、５町から高さ７メートル・
まつり

重さ５トンの山車が５台繰り出されま
す。また、山車の上で奉納上演される
人形浄瑠璃芝居「山車文楽」「からくり」
は、情趣豊かな郷土芸能の粋です
■時 ５月２日昌・３日抄

■場 知立神社（名鉄知立駅下車徒歩１０分）
■問 知立市観光協会（緯〈８３〉１１１１）

知立まつり 知
立
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■内 補助金額施下表のとおり

■対 次の対象地域で、専用住宅または居
宅部分の床面積が述べ床面積の２分
の１以上ある併用住宅に浄化槽を設
置する人
　対象地域施公共下水道認可区域（年
度内に認可が見込まれる区域を含む）
以外の地域。農業集落排水処理区域
以外の地域
　※市税を滞納している人は不可。
■定 予算の範囲内で先着順
■他 浄化槽を設置してから補助金を交付
することはできません。必ず工事前
に申請手続きをしてください

■申 ４月２日捷からの午前８時３０分～午
後５時１５分（松掌抄承を除く）に、清
掃事業所（緯〈７６〉３０５３）へ

高度処理型合併処理浄化槽
の設置を補助

補助金額
窒素燐（りん）除
去型浄化槽

窒素除去型
浄化槽人槽

５２万５０００円２５万５０００円５人槽
６９万円２８万５０００円６・７人槽
９６万円３４万５０００円８～１０人槽

１６６万５０００円６０万円１１人槽以上

■問 介護保険課（緯〈７１〉２２２６）
資格取得補助金　　　　　　　　　　
■内 補助額獅経費（研修受講料、実習費、
テキスト代）の２分の１（上限４万円）

■対 安城市に住民登録（外国人は外国人
登録証明書）があり、市税の滞納や
ほかの機関の補助がなく、次の①②
いずれかに該当する人
　①経済悪化の影響で離職した人、ま
たはその世帯員
　②世帯の総所得が著しく減少した世
帯員

■申 修了証明書の交付後１カ月以内に、
研修受講申請書の写し・経費の領収
書・研修開始日の分かる研修日程表・
研修終了証明書と、①は離職の分か
る書類、②は総所得の減少が分かる
書類と認印を持参し、介護保険課へ
就労支援補助金　　　　　　　　　　
■内 補助額獅資格取得補助金と同額
■対 安城市に住民票があり、資格取得補
助金の交付を受け、市内福祉・介護
事業所に１カ月以上就労し、次の①
～③いずれかに該当する人
　①資格取得後１年以内に新規雇用さ
れた
　②資格取得が条件で採用され、就労
後半年以内に資格取得講座の受講を
始め、資格を取得した
　③資格取得講座の受講中に就労した
■申 資格取得または事業所に就労した１
カ月後から２カ月以内に、就職年月
日と毎月の勤務日数が分かるもの
（勤務事業所が発行する就労証明書
など）と認め印を持って介護保険課
へ

ホームヘルパー２級資格取
得・就労支援補助金

　３５０本のしだ
れ桜など５００本
の桜が咲き誇り
ます。また、会
場では茶席、大
正琴、三河万歳などの披露や、子ども
ビンゴ大会、俳句コンクールなどを開
催します。
■時 ４月１日掌～１５日掌

■場 幸田文化広場（ＪＲ幸田駅下車徒歩
１０分）

■問 幸田町産業振興課（緯０５６４〈６２〉１１１１）

幸田しだれ桜まつり 幸
田

　本紙３月１日号で記載した閲覧開始
日の４月１６日捷を、６日晶に変更しま
す。また、固定資産に関する証明（課
税標準額・税額を含む）の発行開始日
も、４月１４日松を６日晶に変更します。
■問 資産税課（緯〈７１〉２２１５）

固定資産課税台帳の閲覧開
始日などを変更します

　４月から変更となります。現在支給
を受けている人へ、変更後の金額で表
示した新しい証書を送付します。
■内 全部支給（月額）獅４万１４３０円（変更
前４万１５５０円）、一部支給（月額）獅４
万１４２０円～９７８０円（変更前４万１５４０
円～９８１０円）

■問 子育て支援課（緯〈７１〉２２２９）

児童扶養手当の月額を変更
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