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木工ペイント教室　　　　　　　　　
■時 ６月９日松・１０日掌午前１０時から
■定 各５０人（当日先着順）
■￥ ５００円から
愛知県産米粉を使った「クッキーファ
クトリー」
■時 ６月９日松・１０日掌・１６日松・１７日
掌午前１０時～午後３時３０分

■￥ ７００円
手作りパン教室「デニッシュパンと動
物あんパン」
■時 ６月９日松・１０日掌・１６日松午後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

初夏のデンパークガイドツアー　　　
　あじさいなど季節の花を中心に、同
園の魅力をスタッフが紹介します。
■時 ６月１０日掌・１７日掌午後１時
■定 各１５人（当日先着順）
ジェルキャンドル教室　　　　　　　
■時 ６月１６日松・１７日掌午前１０時から
■定 各５０人（当日先着順）
■￥ １２００円から

■内 ■時 おとめ座愛情物語施２日松・３日
掌・９日松・１０日掌午後１時３０分・
３時　沈まぬ星座随北天を舞うドラ
ゴンものがたり施１６日松・１７日掌・
２３日松・２４日掌・３０日松午後１時３０
分・３時（２４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６月の生解
説

■場 ■問 同クラブハウス（緯〈９２〉７１１２）
■他 入園料別途。都合により変更の場合あり。詳細は問い合わせてください

デンパーククラブハウスの教室・講座

■時 ７月３０日捷午前１０時～午後３時
■場 県西三河総合庁舎（岡崎市）
■内 障害があると思われる子の就学相談
■対 小学校入学前の子の保護者
■申 ６月２２日晶までの午前８時３０分～午
後５時１５分（松掌を除く）に学校教育
課（緯〈７１〉２２５４）へ

早期教育相談

■時 ■内 ７月５日昭施実技指導　１２日昭施

入門講義　いずれも午前１０時３０分～
１１時

■場 中央図書館
■定 各３０人（先着順）
■申 ６月２１日昭から（捷を除く）の午前９
時～午後７時（松掌は午後５時まで）
に、電話で中央図書館（緯〈７６〉６１１１）
へ

学校読み聞かせボランティ
アのための絵本講座

■時 ６月２３日松午後１時３０分～４時
■場 市民交流センター
■内 テーマ施世界一幸せな国デンマーク
その秘密ってなんだろう？

■講 ベンツ・リンドブラッド氏（元デン
マーク大使館職員）、林 陽  子 氏（中部

よう こ

学院大学子ども学部学部長）
■他 託児の必要な人は、６月１５日晶まで
に市民協働課へ（有料）

■問 市民協働課（緯〈７１〉２２１８）

男女共同参画週間イベント
さんかく楽（がく）集会

■時 ７月２２日掌　受け付け施午前９時２０
分～９時３０分

■場 市保健センター
■内 もく浴体験と栄養・歯の話
■対 妊婦とその夫
■定 ５６人（先着順）
■持 筆記用具・母子健康手帳
■申 ６月２０日昌からの午前８時３０分～午
後５時１５分（松掌抄を除く）に電話ま
たはファクスで市保健センター（緯

〈７６〉１１３３／胃〈７７〉１１０３）へ

パパママ応援教室

　自転車購入費補助金交付申請に必要
な講習会です。補助金の詳細は本紙４
月１日号をご覧ください。
■時 ６月２３日松、７月２１日松午前１０時～
１１時３０分

■場 市民会館
■持 筆記用具（講習会直後に補助金申請
をする人は、必要書類・印鑑・通帳）

■申 各講習日の３日前までに都市計画課
（緯〈７１〉２２４３）へ

自転車安全利用講習会

■時 ６月１０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

　拠点施設と、皆さんで進めるまちづ
くりのあり方について各分野の識者が
幅広く意見を交わします。
■時 ６月１４日昭午後７時から
■場 市民会館
■内 拠点施設の概要説明、 常  世  田 

とこ よ だ

 良 氏
りょう

（立命館大学教授）の基調講演、同氏・
市長・三矢 勝  司 氏（前岡崎まち育て

かつ し

センターりた事務局長）・小島 祥 
しょう

 次 氏
じ

（まちづくり会社「安城スタイル」代
表取締役）によるパネルディスカッ
ション

■問 南明治整備課（緯〈７１〉２２４５）

中心市街地拠点施設フォー
ラム

癒しのアロマテラピー教室　　　　　
■時 ６月１７日掌午前１０時～午後３時
■内 ①ルームフレッシュナーづくり、②
肩こり解消クリームづくり

■講 内藤 満  里  子 氏（花遊舎）
ま り こ

■定 各２０人（当日先着順）
■￥ 各１２００円
テーブルフォトふわふわ写真講座　　
■時 ７月１１日昌・２５日昌午前１０時（全２
回）

■講 岡本 由  樹  子 氏
ゆ き こ

■定 １６人（先着順）
■￥ ２３００円
■申 ６月６日昌午前９時３０分から同クラ
ブハウスへ
寄せ植え講座「長く楽しめる観葉植物」
■時 ７月１３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
■申 ６月６日昌午前９時３０分から同クラ
ブハウスへ
フォトマスターＥＸによる写真講座
「植物たちの夏祭り」
■時 ７月１３日晶・２７日晶午前１０時（全２
回）

■講 鶴田 郁  夫 氏
いく お

■定 ２０人（先着順）
■￥ ２３００円
■申 ６月６日昌午前９時３０分から同クラ
ブハウスへ
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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 ７月４日昌～６日晶・１１日昌～１３日
晶午後４時～４時５０分（全６回）

■場 マーメイドパレス
■対 ①４歳～未就学児、②小学１～３年
生

■定 各２０人（定員を超えた場合は抽選）
■￥ ３２００円
■申 ６月５日昇～１０日掌午前１０時～午後
７時３０分に、直接マーメイドパレス
（緯〈９２〉７３５１）へ
　※電話予約不可。

夏の短期水泳教室

■場 ■問 マーメイドパレス（緯〈９２〉７３５１）
ちびっこデー　　　　　　　　　　　
■時 ６月９日松・１０日掌午前１０時
■内 未就学児のプール利用料が無料。ま
た、幼児プールにボールを浮かべます

■他 オムツの外れていない子は入場不可。
小学３年生以下は保護者同伴（保護
者１人につき、子ども２人まで）
父の日プレゼント　　　　　　　　　
■時 ６月１７日掌午前１０時から
■内 ■対 当日、プール・トレーニングルー
ムを利用した男性に記念品を進呈

■定 ５０人（先着順）

マーメイドパレスの催し

■時 ７月１２日昭・１３日晶午前９時４５分～
午後４時（全２回）

■場 刈谷市産業振興センター
■定 １３２人（先着順）
■￥ ３５００円
■申 ６月１８日捷～２２日晶午前８時３０分～
午後５時に、申込書と証明写真（縦
４尺×横３尺で３カ月以内に撮影）
を持って安城消防署（緯〈７５〉２４５８）へ
　※申込書は同署・衣浦東部広域連合
ウェブサイトで配布。

甲種防火管理新規講習

■場 ■問 市スポーツセンター（緯〈７５〉３５４５）
アクアビクス体験会　　　　　　　　
■時 ７月１２日昭・１９日昭午後４時～５時
（全２回）
■対 １８歳以上
■定 １５人（先着順）
■持 水着・水泳帽子
■申 ６月６日昌～７月１１日昌午前９時～
午後８時（捷を除く）に同センターへ

夏休み子ども水泳短期教室　　　　　
■時 ■対 ８月１日昌～３日晶・７日昇～９
日昭　４～６歳児施午前１０時～１１時
小学１～３年生施午前１１時～正午
（いずれも全６回）
■定 各２５人（定員を超えた場合は抽選）
■￥ 各６０００円（水泳帽子代含む）
■申 ６月６日昌～２２日晶午前９時～午後
８時（捷を除く）に、直接同センター
へ
　※電話予約不可。

スポーツセンターの講座

■場 ■問 マーメイドパレス（緯〈９２〉７３５１）
水中講座　　　　　　　　　　　　　
■時 ６月１３日昌午前１１時～正午
■内 ■定 初級水泳「クロールから始めま
しょう」施２０人　体験アクアビクス
施４０人（いずれも先着順）

■対 １８歳以上
■他 託児あり（生後６カ月～未就園児／
先着５人）

■申 ６月５日昇午前１０時からマーメイド
パレスへ
着衣水泳体験会　　　　　　　　　　
■時 ６月１７日掌午後６時～７時
■内 服を着たままプールへ入り、服の重
さを体験し、水難事故を防ぐ技術と
知識を学ぶ

■対 小・中学生とその保護者（各１人）
■定 ３０組（先着順）
■￥ 施設使用料
■持 濡れてもいい服・タオル（いずれも
洗濯済みのもの）

■申 ６月５日昇午前１０時からマーメイド
パレスへ
フットセラピー体験会　　　　　　　
■時 ６月２７日昌午
前１０時３０分～
１１時３０分

■対 １８歳以上
■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

■申 ６月５日昇午前１０時からマーメイド
パレスへ
アクアビクス　　　　　　　　　　　
■時 ７月３日昇～９月２５日昇の毎週昇午
後７時～７時５０分（７月１７日・８月
１４日・９月１８日を除く、全１０回）

■対 １８歳以上の女性
■定 ４０人（先着順）
■￥ ５３００円
■申 ６月６日昌から、費用を持ってマー
メイドパレスへ

マーメイドパレスの講座

■時 ６月１６日松午後６時３０分～８時
■内 月の光（ドビュッシー）、懐かしの昭
和歌謡ほか

　出演施畔  亜  矢  子 （ピアノ）、鈴木 俊 
あ や こ とし

 也 （テノール）、榊原 裕  美 （電子オルガ
や ゆ み

ン伴奏）
■定 １５９人（先着順）
■他 ６月５日昇午前９時から、整理券を
昭林公民館で配布。
※未就学児の入場はできません。
■場 ■問 昭林公民館（緯〈７７〉６６８８）

昭林コンサート

　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）
普通救命講習会Ⅲ　　　　　　　　　
■時 ６月１６日松午前９時～正午
■場 碧南消防署
■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 ６月５日昇午前９時から同署救急係
（緯〈４１〉２６２５）へ
普通救命講習Ⅰ　　　　　　　　　　
■時 ６月１７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使用法、止血法など

■定 ２０人（先着順）
■申 ６月５日昇午前９時から同署救急係
（緯〈７５〉２４９４）へ

救命講習会

■時 ■場 ６月１１日捷～７月５日昭　市教育
センター施午前９時～午後８時（松

掌を除く）　中央図書館施午前９時
～午後７時（捷・６月２２日晶を除く。
松掌は午後５時まで）

■問 市教育センター（緯〈７５〉１０１０）

教科書展示会
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■場 ■問 堀内公園（緯〈９９〉５９４７）
あじさいまつり　　　　　　　　　　
■時 ６月９日松午前１０時～午後３時（雨
天の場合は１０日掌に順延）

■内 輪投げなどの模擬店を開催（有料）
■他 景品が無くなり次第終了
父の日汽車無料開放　　　　　　　　
■時 ６月１６日松・１７日掌

■対 子どもと利用する、１８歳以上の男性
保護者

メッセージカード作り　　　　　　　
■時 ６月１６日松・１７日掌午前１０時～正午
■内 お父さんへメッセージカードを作り、
プレゼント

■対 小学生以下
■定 ５０人（当日先着順）
水の舞台で水遊び　　　　　　　　　
■時 ６月１６日松・１７日掌・２３日松・２４日
掌・３０日松、７月１日掌午前１０時～
午後４時

■内 水の舞台を水遊び場として開放
■対 小学生以下
■他 未就学児は、１８歳以上の保護者同伴。
紙オムツ着用は不可（水遊びパンツ
の上に水着着用で利用可）。

堀内公園の催し

◆◆◆衣浦東部広域連合からのお知らせ◆◆◆

■６月３日掌～９日松は危険物安全
週間「危険物　めざせ完封　ゼロ災
害」
　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）

所有財産

（土地）　  ２８５．９８㎡
（建物）２０，１８８．１１㎡

単位：千円■歳出
執行率（％）構成比（％）支出済額予算現額科目
７２．４０．０１，５４９２，１４０議会費
８６．１３．７１６３，０１３１８９，２９８総務費
８７．１９６．０４，１８９，５８１４，８０９，４０３消防費
９５．７０．３１１，２６６１１，７６７公債費
０．００．００１８，４１２予備費
８６．８１００．０４，３６５，４０９５，０３１，０２０計

■財政状況の公表（５月公表分）
　３月３１日現在の平成２３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
１００．０７９，４５３計

市
　
　
別

３９．３３１，２０２安城市分
０．９７３６碧南市分
４３．５３４，５８０刈谷市分
０．００知立市分
１６．３１２，９３５高浜市分
１００．０７９，４５３計

借
入
先
別

８３．７６６，５１８
愛知県都
市職員共
済組合

１６．３１２，９３５
愛知県
中央信用
組合

平成２３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

１００．０９７．２４，８８２，０７８４，８８２，０７７分担金及
び負担金

１７７．５０．３１４，９７４８，４３８使用料及
び手数料

０．００．００１６，６００国庫支出金
１００．００．１７，８５８７，８５８県支出金
２９８００．００．０２９８１財産収入
０．００．００１寄付金
１００．０２．１１０３，３１８１０３，３１９繰越金
１２２．１０．３１５，５４４１２，７２６諸収入
９９．９１００．０５，０２４，０７０５，０３１，０２０計

■時 ６月７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月の中学・高校卒業予定者を
採用予定の企業

■申 申込書をハローワーク刈谷へ
　※申込書は同所で配布。昨年までの
申込書は不可。

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

来年３月新規学卒求人取扱
説明会

■時 ■場 ７月２５日昌・２７
日晶、８月１日昌・
３日晶・８日昌・
１０日晶施二本木公
民館　７月２４日昇・２６日昭・３１日昇、
８月２日昭・７日昇・９日昭施昭林
公民館（いずれも全６回）

■内 夏休みの宿題などを使って、日常生
活などで必要な日本語を学習

■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 各１５人（先着順）
■￥ ３００円
■他 日本語を教えるボランティアも随時
募集しています

■申 ６月１４日昭～７月１２日昭午前８時３０
分～午後５時１５分（松掌を除く）に市
民協働課（緯〈７１〉２２１８）へ

夏休み子ども日本語教室

■時 ６月２５日捷午後１時３０分～３時３０分
■場 市役所西会館
■内 これからの日本語教室ボランティア
とは～ボランティアで教えるという
こと

■定 ２０人（先着順）
■申 ６月６日昌～２０日昌午前９時～午後
５時（松掌を除く）に直接か電話で市
国際交流協会（緯〈７１〉２２６０）へ

日本語教室ボランティア入
門講座

■時 ６月１６日松午後２時～３時３０分
■内 文吉流！歌舞伎の楽しみ方～歌舞伎
のはじまり～

■講 安田 文  吉 氏（南山大学教授）
ぶん きち

■場 ■問 歴史博物館（緯〈７７〉６６５５）

連続講座「初めての人のた
めの歌舞伎入門③」
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　認定手続きをすると、特別養護老人
ホームなどの介護保険施設へ入所、ま
たはショートステイを利用した際の食
費・居住費の負担額が軽減されます。
■対 世帯全員が市民税非課税の人
■他 現在の認定証の有効期限は６月３０日
松です。引き続き必要な人は５月に
発送した申請書を提出してください

■問 介護保険課（緯〈７１〉２２２６）

介護保険負担限度額の認定
申請を受け付け

　サイトには３６０を超える市民活動団
体が登録しており、活動紹介だけでな
く、イベントの参加申し込みもできま
す。また、登録団体は、活動を補助す
るボランティアの参加募集もできます。
■内 ＵＲＬ施http://www.genki３６５.com
　/anjo/
■問 市民交流センター（緯〈７１〉０６０１）、市
民協働課（緯〈７１〉２２１８）

あんじょう市民活動情報サ
イトを活用してください

　養育状況などの確認のため、６月上
旬に対象者へ現況届を発送しますので、
７月２日捷までに提出してください。
ただし、児童手当を６月から新規に受
ける人は提出不要です。
　なお、昨年９月分まで子ども手当て
を受けていた人で現況届が届かない人
は、至急子育て支援課まで連絡してく
ださい（転出・受給者変更など、本市
での受給資格が消滅した人を除く）。
新たに所得制限が適用されます　　　
　６月支給分から、所得が次の制限額
以上の人は、支給月額が中学校修了前
の児童１人につき一律５０００円になります。
■内 所得制限額施３８万円×扶養親族の数
＋６３０万円

■問 子育て支援課（緯〈７１〉２２２７）

児童手当現況届の提出を

■内 計画名施安城市中小企業振興基本条
例（案）　提出数施０件　対応施変更
はありません

■問 商工課（緯〈７１〉２２３５）

パブリックコメント制度の
結果

　東海農政局の職員が、皆さんのとこ
ろに出向いて出張講座をします。
■内 勉強会テーマ施①ＪＡＳ制度、②有
機栽培農産物、③加工食品の表示、
④お米の表示など

■問 東海農政局豊橋地域センター（緯０５
　３２〈３８〉９０３１）、市農務課（緯〈７１〉２２３３）

食品表示を勉強しませんか

　点検、換水清掃のため休館します。
■時 ６月１８日捷～２２日晶

■問 マーメイドパレス（緯〈９２〉７３５１）

マーメイドパレスの休館

　４月３０日までに市社会福祉協議会に
寄せられた義援金は９４８９万１６０９円です。
４月１６日～３０日受け付け分／敬称略　
山本たか子、カラオケ喫茶匠、三協商
事叙安城営業所従業員一同、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

　地域ぐるみで暴走族のいないまちづ
くりを推進し、青少年の健全育成に努
めましょう。
■時 強調月間施６月１日晶～３０日松

■内 スローガン施暴走を「しない」「させ
ない」「見に行かない」～暴走族なく
して住みよいまちづくり

■問 青少年の家（緯〈７６〉３４３２）

６月は暴走族追放強調月間

　今年度から医療費助成者減免と生活
保護受給者減免が追加になりました。
　なお、減免適用には申請が必要です。
■問 国保年金課（緯〈７１〉２２３０）
医療費助成者減免　　　　　　　　　
■内 所得割額の２０％を減免
■対 国保加入者が、心身障害者・母子家
庭等・精神障害者の医療費助成の受
給者、または受給資格を有している
が法令などによりほかの医療給付を
受けている世帯で、昨年度中の総所
得金額などの合計が世帯主と合わせ
て１５０万円以下の国保加入者

　※世帯内で国保加入者でない人のみ
医療費助成に該当する場合を除く。
生活保護受給者減免　　　　　　　　
■内 生活保護の受給開始日以降の納期限
に係る国保税額を減免

■対 生活保護の受給者になり、国保資格
を喪失する人

国民健康保険税の減免制度
の追加

　「新指定安城市指定文化財」の紹介、
「新美南吉の戯曲『ラムプの夜』をめぐ
って」「 高  力  家 について」「松平太郎左衛

こう りき け

門家と 上  条 
じょう じょう

 隼  人  佐  信  吉 」を収録。
はや との すけ のぶ よし

■￥ ８００円
■場 ■問 歴史博物館（緯〈７７〉６６５５）

安城歴史研究第３７号の販売

実施機関別の請求（申出）　単位：件

計個人情報開
示など請求

公文書任意
公開申出

公文書
開示請求実施機関名

４６１６０３０市長
７４０３教育委員会
５３２００３３計

不服申立て　単位：件

件数実施機関名

１市長
１計

　平成２３年度の実施状況は、次のとおりです。
　なお、表内「任意公開申出」とは、平成１２年４月１日以前に作成または取得
した条例対象外の公文書を、申し出により任意に公開することです。
■問 行政課（緯〈７１〉２２０９）

開示・非開示の決定　単位：件

非開示の
主な理由計個人情報開示

など請求
公文書

任意公開申出
公文書
開示請求決定内容

２７１１０１６全部開示
個人情報１９５０１４一部開示
不存在６３０３非開示

１１００その他
５３２００３３計



■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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　男女共同参画社会の実現に向けた取
り組み・課題について、多くの分野か
らアプローチしていく会議です。
■時 １０月２６日晶・２７日松

■対 市内に在住または在勤・在学の２０歳
以上で、全日程に参加できる人
　※過去に同会議に参加した人を除く。
■定 １人（書類選考にて決定）
■申 ６月１５日晶までの午前８時３０分～午
後５時１５分（松掌を除く）に応募用紙
を持って市民協働課（緯〈７１〉２２１８）へ
　※応募用紙・募集要領は、同課、市
民交流センター、市公式ウェブサイ
トで配布。

「日本女性会議２０１２仙台」の
参加者

■内 勤務内容施介護保険の要介護認定の
ための訪問調査など　勤務日時施捷

～松の週２～５日午前９時～午後５
時で指定する時間帯　賃金施時給
１４００円、通勤割増１日２００円　選考
施面接・口頭試問（６月２６日昇）　採
用施７月１日掌（予定）

■対 保健師・看護師・准看護師・歯科衛
生士・理学療法士・作業療法士・介
護福祉士・社会福祉士・言語聴覚士
のいずれかの国家資格があり、実務
経験が３年以上の人。または、介護
保険法に規定する介護支援専門員

■定 １人
■申 ６月１日晶～２１日昭午前８時３０分～
午後５時１５分（松掌を除く）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
　※要項・申込書は、６月１日から同
課、市公式ウェブサイトで配布。

介護認定調査員

　年４回程度の委員会に参加します。
■内 任期施任命日から２年間　選考施作
文・面接（日時は調整します）

■対 市内在住の１８歳以上で、自らごみ出
しをしている人

■定 ２人
■申 ６月２２日晶までの午前８時３０分～午
後５時１５分（松掌を除く）に、住所・
氏名・年齢・電話番号と作文「市民
目線でのごみ減量」（８００字以内）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／kan
　kyo-hozen@city.anjo.aichi.jp／
緯〈７６〉３０５３）へ

ごみ減量推進委員

■内 勤務日時施７月２日捷～９月２８日晶

午前８時３０分～午後５時（松掌を除
く）のうち２０日以上（抄勤務あり）　
勤務内容施ごみ収集車で、空き缶、
空きびん、粗大ごみなどを回収　賃
金施時給１２４０円、通勤割増１日２００
円　選考日施６月２０日昌（面接）

■対 健康で体力に自信のある人
■定 ５人程度
■他 面接日に写真付きの履歴書を持参し
てください

■申 ６月１日晶～１５日晶午前８時３０分～
午後５時１５分（松掌を除く）に、電話
で清掃事業所（緯〈７６〉３０５３）へ

ごみ収集などのアルバイト

■内 勤務場所施市内保育園　採用日施随
時

■問 子ども課（緯〈７１〉２２２８）
延長パート保育士　　　　　　　　　
■内 勤務日時施捷～晶午前７時３０分～８
時３０分、午後４時～６時または７時、
松正午～午後６時または午後１時～
７時　賃金施時給１１５０円、通勤割増
１日２００円

■申 捷～晶午前８時３０分～午後５時（抄

を除く）に、写真付きの履歴書と保
育士証を持って子ども課へ
臨時看護師　　　　　　　　　　　　
■内 勤務日時施捷～晶午前８時３０分～午
後５時（行事により松もあり）　賃金
施時給１３６０円、通勤割増１日２００円

■申 捷～晶午前８時３０分～午後５時（抄

を除く）に、写真付きの履歴書と看
護師免許証を持って子ども課へ

延長パート保育士・臨時看
護師

■対 来年度新入学児童・生徒で、障害があると思われる子どもとその保護者
■時 １２月末まで
■対 ■場 難聴と思われる子ども施錦町小学校（緯〈７５〉２７２５）、
肢体不自由と思われる子ども施三河安城小学校（緯〈７１〉３２５０）、
知的・情緒障害があると思われる子ども施下表のうち居住する学区の小・中学校

■申 電話で直接、各学校へ

電　話中学校名電　話小学校名電　話小学校名電　話小学校名
〈７５〉３５３１安 城 南〈９９〉３７７７桜 林〈９７〉８２０２志 貴〈７５〉２７２１安城中部
〈７５〉３５２５安 城 北〈７６〉１４８８新 田〈９９〉２２０１桜 井〈７６〉２３３２安城南部
〈９２〉００１９明 祥〈９８〉３０３３今 池〈７６〉６０５６作 野〈７６〉２３０３安城西部
〈７６〉２３２０安 城 西〈７１〉３２５０三河安城〈７６〉８７７３祥 南〈７６〉２３３４安城東部
〈９９〉００２８桜 井〈７１〉３３４５梨 の 里〈９２〉００２４丈 山〈９８〉０８２５安城北部
〈９８〉１５３１東 山〈７６〉４４４９二 本 木〈７５〉２７２５錦 町
〈７６〉７８１１安 祥〈９８〉５９００里 町〈９２〉０５９３高 棚
〈７６〉１７７７篠 目〈７５〉３００３桜 町〈４１〉１２４４明 和

特別支援学級の見学希望者
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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. 


