
■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
３Ｄ立体カードクラフト教室　　　　
■時 ６月２３日松・
２４日掌午前１０
時から

■講 吉田 譲 氏（デ
ゆずる

コグラフ工房）
■定 各５０人（当日先着順）
■￥ ４００円から
愛知県産米粉をつかったクッキーファ
クトリー
■時 ６月２３日松・２４
日掌・３０日松、
７月１日掌午前
１０時～午後３時
３０分

■￥ ７００円
■申 時間内に同クラブハウスへ
手作りパン教室　　　　　　　　　　
■時 ６月２３日松・２４日掌・３０日松、７月
１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
ロザフィ教室　　　　　　　　　　　
■時 ６月３０日松、７月
１日掌午前１０時か
ら

■内 紙でできたバラの
アクセサリー・小物づくり

■講 Goldmarry中根氏（日本ロザフィ協
会認定講師）

■定 各５０人（当日先着順）
■￥ ７００円から
男の料理教室「香辛料からつくる夏野
菜のカレー」
■時 ７月６日晶午前１０時から
■定 ２０人（先着順）
■￥ １２００円
■申 ６月２０日昌午前９時３０分より同クラ
ブハウスへ

デンパーククラブハウスの
教室

■さいとうよしみ氏「花のき村と盗
人たち」絵本原画展
■時 ７月１日掌～３１日昇（休館日を除く）

■手作りかみしばい教室
■時 ７月２４日昇～２６日昭午前１０時～正
午（全３回）

■対 小学生以下で３回とも出席できる子
　※未就学児は保護者同伴。
■定 ２０人（先着順）
■申 ６月２６日昇午前９時から直接同館へ

■製本教室
■時 ７月２９日掌、８月５日掌・１９日掌・
２６日掌午前１０時～１１時３０分

■内 絵本の製本の仕方
■定 各２０人（先着順）
■￥ ２００円（キット利用の製本代）
■申 ６月２６日昇午前９時から電話で同
館へ

２日捷・９日捷・１７日昇・２３日捷・
２７日晶・３０日捷

催し・教室

中央図書館（緯〈７６〉６１１１）

７月の休館日

おはなし会
７月３日昇・
１０日昇

午前１０時３０分

えほんとわらべうたの
会（０～２歳）

７月５日昭

午前１０時３０分
おはなしゆりかご
（０～２歳）

７月６日晶

午前１０時３０分
おはなしポッケ
（０～２歳）

７月７日松

午後３時
おはなしレストラン
（小学生以上）

７月１１日昌

午前１０時３０分
おはなしたまてばこ
（１～５歳）

７月１４日松

午後２時
おはなしどんどん
（幼児～小学校低学年）

７月１５日掌

午後２時
かみしばいの会
（幼児～小学校低学年）

７月１８日昌

午前１０時３０分
おはなしまあだ
（１～５歳）

７月１９日昭

午前１０時３０分
いないいないばあ
（１～５歳）

７月２８日松

午前１１時
大人のための絵本朗読
会（一般）

７月３１日昇

午前１０時３０分
絵本好き集まれ！おす
すめ絵本紹介
※対象年齢は、目安です。

図書館へ行こう
Let's go to library!

中央図書館の携帯電話用
ウェブサイトへ葛葛
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■時 ６月２７日昌～７月２日
捷

■内 旅先で出会った草花の
細密画約３０点を展示

■￥ 入園料
■場 ■問 デンパーク（緯〈９２〉
７１１１）

ボタニカルアート展～旅先
で出会った花々達２～

■場 ■問 堀内公園（緯〈９９〉５９４７）
エコ箸作り体験会　　　　　　　　　
■時 ６月２３日松・２４日掌午前１０時～午後
３時

■内 間伐材を削ったマイ箸作り
■定 各５０人
■￥ １００円
ウオーキング講座（初心者向け）　　　
■時 ６月２８日昭午前１０時３０分～１１時３０分
　※雨天の場合はストレッチ講座。
■講  梛  野  久  美  子 氏（実践運動指導士）

なぎ の く み こ

■対 １８歳以上の人
■定 １５人（先着順）
■持 タオル・水分補給できる物・運動靴・
動きやすい服装

■申 ６月２０日昌～２７日昌午前９時～午後
４時３０分（２５日捷を除く）に同園へ

デコクレイアート～粘土で作る小物作
り編～
■時 ６月２９日晶午前１０時～正午
■内 デコクレイ粘土の小物作り
■講  飯  田  恵  美 氏（デコクレイアカデミー

いい だ めぐ み

講師）
■対 １８歳以上の人
■定 １０人（先着順）
■￥ ５００円
■申 ６月２０日昌～２８日昭午前９時～午後
４時３０分（２５日捷を除く）に同園へ

回数券の販売　　　　　　　　　　　
■時 ７月１日掌～３１日昇午前９時～午後
４時３０分（休園日を除く）

■内 １０００円分の回数券を購入すると遊具
券を２枚進呈　販売場所獅同園管理
事務所

堀内公園の催し

■対 ■時 ■場 乳幼児 ▼３日昇・２４日昇獅南部
公民館、５日昭・１９日昭獅安祥公民
館、１１日昌・１８日昌獅東部公民館、
１３日晶・２０日晶獅高棚町公民館いず
れも午前１０時～１１時

■問 子育て支援センター（緯〈７２〉２３１７）

７月の移動児童館

■￥ 施設使用料
■場 ■問 マーメイドパレス（緯〈９２〉７３５１）
屋外流水プール開放　　　　　　　　
■時 ６月２３日松～９月１７日抄午前１０時～
午後６時（７月２１日松～８月３１日晶

以外は、松掌抄のみ開放）
■他 悪天候などで利用できない場合あり
うなぎのつかみ取り大会　　　　　　

■時 ６月２４日掌午前１１時
■対 小学生以下
■定 ３０人（先着順）
　※当日午前１０時３０分から、屋外プー
ルサイドで整理券を配布。

■他 うなぎは当施設では調理しません
託児あり！トレーニングジム利用会　
■時 ６月２９日晶午前１０時３０分～正午
■対 生後６カ月～未就園児とその親
■定 ５人（先着順）
■持 運動ができる服・室内シューズ
■申 ６月２６日昇午前１０時からマーメイド
パレスへ

■時 ３日昇～６日晶・１０日昇～１４日松・
１６日抄・１８日昌～２０日晶・２４日昇～
２７日晶・３１日昇いずれも午後１時～
４時（受け付けは午後２時まで）

■場 ■問 埋蔵文化財センター（緯〈７７〉４４９０）

■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。

■問 下水道管理課（緯〈７１〉２２４７）
矢作川浄化センター（西尾市港町）　　
■時 ８月６日捷午後１時３０分～３時３０分
■対 小学５・６年生とその保護者
■定 ２０組（先着順）
■申 ７月１０日昇～８月３日晶午前９時～
午後５時（松掌抄を除く）に同センタ
ー（緯０５６３〈５９〉０７１１）へ
境川浄化センター（刈谷市衣崎町）　　
■時 ８月２１日昇・２２日昌午後１時３０分～
３時３０分

■対 小・中学生とその保護者
■定 各２０組（先着順）
■他 参加者に記念品あり
■申 ７月２３日捷～８月２０日捷午前９時～
午後５時（松掌を除く）に同センター
（緯〈２５〉１２９５）へ

■時 ６月２７日昌午前１０時
■場 衣浦港中央東ふ頭２・３号岸壁とそ
の周辺海域（碧南市玉津浦町）

■内 海上で発生した災害を想定した、消
防車・船舶・ヘリコプターの訓練

■問 衣浦東部広域連合消防局消防課（緯

〈６３〉０１１９）

夏休み親子下水道教室

マーメイドパレスの催し

７月の土器づくり教室

衣浦港消防防災訓練

■場 ■問 歴史博物館（緯〈７７〉６６５５）
入門講座「安城の歴史」③　　　　　　
■時 ６月２３日松午後２時～３時３０分
■内 中世と近世の狭間
歴博小劇場「継承～日本伝統芸能の心
～」
■時 ６月２４日掌午後２時～３時３０分
■内  地  歌 箏曲　演奏獅富田 清  邦 氏

じ うた せい ほう

映画会「社会派映画シリーズ③」　　　
■時 ６月２４日掌午前１０時～１１時５０分
■内 精霊流し（２００３年作品）　出演獅内田
朝陽、高島礼子ほか

歴史博物館の催し
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時給定員対象勤務時間職種（内容）

７８０円
から

①２人
②１人

１８～６０歳くらいまで
（高校生不可）

①午前８時～正午、②
午後１時～５時（いずれ
も松掌抄勤務あり）

植栽スタッフ（植
物管理など）

各１人１８～４５歳くらいまで
（高校生不可）

松掌抄午前９時～午後
５時のうち指定時間

ゲートスタッフ
（入退場管理など）
売店スタッフ（販
売員）
※通勤割増１日２００円。松掌抄の時給は１００円増。休日は要相談。
※面接時に写真付きの履歴書を持参してください。

■申 電話でデンパーク（緯〈９２〉７１１１）へ

■時 ７月５日昭午後２時～４時
■場 衣浦東部保健所（刈谷市）
■内 うつ病の理解と家族の心がまえ
■講 藤田 和  幸 氏（矢作川病院院長）

かず ゆき

■対 うつ病患者の家族
■定 ３０人（先着順）
■申 ６月２０日昌から衣浦東部保健所健康
支援課（緯〈２１〉４７７８）へ

うつ病家族教室

　修了者は、訪問介護員２級の資格を
取得できます。
■時 ８月６日捷～１１月９日晶のうち２３日
間

■場 市民会館
■対 県内在住の５５歳以上で、働く意欲が
あり、公共職業安定所に求職登録し
ている人

■定 ３０人（定員を超えた場合は抽選）
■申 ６月２５日捷～７月１３日晶午前９時～
午後４時（松掌を除く）に、県シルバ
ー人材センター連合会（緯０５２〈９６１〉
９５２１）へ

■問 同連合会、市シルバー人材センター
（緯〈７６〉１４１５）

介護２級課程講習会



■内 サイズ・画材獅自由　テーマ獅盆踊
り・夏祭りに関するもの

■対 中学生以下
■他 入賞者には記念品、応募者全員に参
加賞を贈呈します。入賞者の作品は、
８月２５日松・２６日掌開催の市民盆踊
りの集いＰＲポスターに使用します

■申 ７月６日晶まで（捷を除く）に作品を
持って青少年の家（緯〈７６〉３４３２）へ

市民盆踊りの集いポスター

昨
年
の
ポ
ス
タ
ー

　テレビなどの放送で授業を受ける通
信制の大学です。
■内 募集学生諮教養学部獅科目履修生
（６カ月在学）、選科履修生（１年間在
学）、全科履修生（４年以上在学）　大
学院獅修士科目生（６カ月在学）、修
士選科生（１年間在学）　出願期間獅

６月１５日晶～８月３１日晶

■問 放送大学愛知学習センター（緯０５２
〈８３１〉１７７１）、市文化センター（緯〈７６〉
１５１５）

放送大学１０月入学生

■時 ７月２９日掌午前９時３０分～正午
■場 市民交流センター
■対 小学生以上の子とその父親または祖
父

■定 ８組（定員を超えた場合は抽選）
　※１組３人まで。
■￥ 一人２００円
■持 エプロン・三角巾・ふきん・筆記用
具・子ども用上履き

■申 ７月２日捷～１３日晶午前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

　正しいラジオ体操を覚えて、健康な
体づくりに役立てましょう。
■時 ７月７日松午前９時３０分～午後３時
３０分

■場 市体育館
■講 丸山 洋  生 氏（県ラジオ体操連盟理事

ひろ お

長）
■対 市内在住・在勤・在学の人
■持 体育館シューズ・運動のできる服装・
タオル・筆記用具・飲み物・昼食

■他 ８月１６日昭午前６時３０分から、ＮＨ
Ｋラジオ体操放送が市陸上競技場で
実施されます

■申 ６月３０日松午後５時までに、申込書
を持参か郵送、ファクス、Ｅメール
で市体育館（〒４４６－００６１新田町新定
山４１－８／胃〈７７〉９２９３／my-sport

　s-anjo@city.anjo.lg.jp／緯〈７５〉３５
　３５）へ

ラジオ体操指導者講習会

　身近に住んでい
る、障害のある人
や高齢者などの災
害時における対応
方法を、出張して
講座します。
■内 障害のある人や高齢者の災害時での
避難誘導や車いすの使い方、障害別
の支援体験など　講座時間獅６０～９０
分程度

■講 安城市ボランティア連絡協議会
■対 町内会、自主防災会、福祉委員会、
学校、企業などの市内団体

■他 参加者へ災害時要援護者サポートブ
ックを配布

■申 昇～松の午前９時～午後５時に市社
会福祉協議会（緯〈７７〉２９４１）へ

■問 障害福祉課（緯〈７１〉２２５９）

災害時要援護者サポートブ
ック出前講座

■時 ８月５日掌午前９時１０分～午後３時
■場 市スポーツセンター
■内 種目獅下表のとおり

■対 市内在住、在勤、在学のアマチュア
競技者（小学５年生以上）

■￥ １００円（市内小・中学校在学者は無料）
■他 公共交通機関か乗り合わせでお越し
ください

■申 ６月２６日昇～７月１３日晶午前９時～
午後５時（捷を除く）に申込書を市体
育協会（市体育館内／（緯〈７５〉５１８２）
へ
　※申込書は、市体育館・市体育協会・
同協会ウェブサイト・市スポーツセ
ンター・マーメイドパレスで配布。

女　子男　子部

５０ｍ自・平・背
５年

小学生 ６年
２００ｍリレー５・６年
１００ｍ自・平・背
４００ｍリレー中学生

５０ｍバタ１００ｍバタ
１００ｍ自・平・背

・バタ
４００ｍリレー

１６歳以上
（高校生・
大学生含む）

５０ｍ自・平・背
２００ｍリレー

２０歳以上
（大学生含む）

５０ｍ自・平・背３０歳以上

５０ｍ自・平
４０歳以上
５０歳以上

２５ｍ自・平６０歳以上

安城選手権大会夏季水泳競
技会

パパと作ろう！「お弁当」

■時 ６月２３日松午前９時から（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）
交流広場会場（御幸本町）　　　　　　
■内 地元産野菜・特産物のグルメ品販売、
手作り市、一色漁港で水揚げされた
新鮮な魚介類などの販売

■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
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■問 衣浦東部保健所（緯〈２１〉４７７８）
こころの健康相談　　　　　　　　　
■内 ■時 精神保健福祉相談員・保健師によ
る相談獅松掌抄を除く毎日午前９時
～正午、午後１時～４時３０分　精神
科医師による相談（予約制）獅７月１０
日昇午後１時３０分～３時３０分

■場 衣浦東部保健所安城保健分室
エイズ検査・肝炎検査　　　　　　　
■時 毎週昇午前９時～１１時（第１・３昇

は、エイズ検査のみ午後６時～７時
もあり）

■場 衣浦東部保健所（刈谷市）

衣浦東部保健所の相談・検
査

■時 ７月２日捷・３日昇・５日昭・９日
捷午前６時～７時３０分

■場 市総合運動公園野球場
■対 市内の商店、企業、クラブ単位で編
成された軟式野球チーム

■￥ １チーム１０００円
■申 参加メンバーの名簿と参加費を持っ
て、６月２３日松午後７時に市体育館
で開催する監督会議および組み合わ
せ抽選会に出席してください

■問 市体育館（緯〈７５〉３５３５）

早朝野球大会参加チーム

　希望する団体などへ出向き、子育て
についての講座をします。
■時 ７月～来年２月のうち１回１時間程
度（掌抄、１２月２９日～来年１月３日
を除く）

■内 講話「子どもの食事」「心を育てるほ
め方・叱り方」「生活リズム」「遊びを
通して育つもの」
　※手遊びや手作りおもちゃの紹介も
あります。

■対 ５人以上が参加できる市内の会社・
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

子育て出前講座

■内 勤務日獅７月２１日松～８月３１日晶の
うち週３～５日程度　賃金獅時給
１０００円（保育士・教員の有資格者は
１１００円）、通勤割増１日２００円

■申 ６月１８日捷～２５日捷（２３日松・２４日
掌を除く）に、申込書または市販の
履歴書と保育士・教員資格の証明書
（ある人のみ）を持ってあんぱ～くへ
　※申込書は、あんぱ～く、市公式
ウェブサイトで配布。

■問 子育て支援課（緯〈７２〉２３１９）
児童クラブ　　　　　　　　　　　　
■内 勤務時間獅午前８時～午後７時で時
間内交代勤務　勤務場所獅市内各児
童クラブ

■対 １８歳以上で、児童の生活指導や一緒
に遊びができる人

■定 ３０人
児童センター　　　　　　　　　　　
■内 勤務時間獅午前９時～午後５時　勤
務場所獅中部児童センター

■対 保育士・教員資格のある人
■定 ２人程度
支援センター　　　　　　　　　　　
■内 勤務時間獅午前９時～午後３時３０分
勤務場所獅あんぱ～く

■対 保育士・教員資格のある人
■定 ２人程度

児童厚生員夏期アルバイト

■申 社会福祉課（緯〈７１〉２２２３）、障害福祉
課（緯〈７１〉２２２５）
住宅用火災警報器の設置　　　　　　
■内 火災発生時の事故防
止を目的に、寝室、
台所、階段（２階以
上に寝室がある場合）
に火災警報器（３個
以内）を無料で取り付け

■対 ①６５歳以上のひとり暮らし高齢者
（認定者）　②身体障害者手帳１級、
２級または療育手帳Ａ判定の交付を
受けている人（同居者に手帳の交付
を受けていない１８歳以上６５歳未満の
人がいる世帯を除く）
家具転倒防止器具の設置　　　　　　
■内 地震発生時、家具転倒での事故防止
を目的に、寝室、居間、台所などの
家具に転倒防止器具を無料で取り付
け（取り付け器具は自己負担）

■対 ①６５歳以上のひとり暮らし高齢者
（認定者）　②６５歳以上の人のみの世
帯に属する人　③身体障害者手帳、
療育手帳または精神障害者保健福祉
手帳の交付を受けている人（同居者
に手帳の交付を受けていない１８歳以
上６５歳未満の人がいる世帯を除く）

住宅用火災警報器・家具転
倒防止器具の取り付け
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■時 ７月２１日松午後１時３０分～３時、９月１５
日松午後３時１５分～４時１５分（全２回）

■場 リサイクルプラザ
■内 スターターキットを使って、生ごみを堆
肥化します

■講 安城市消費生活学校
■対 市内在住の１８歳以上の人
■定 １５人程度（先着順）
■￥ ７００円
■申 ６月２２日晶午前９時から（松掌抄を除く）
清掃事業所（緯〈７６〉３０５３）へ



■内 あんくるバス
無料乗車券
（運転免許返
納日から２年
間有効）の進
呈と、住民基本台帳カード（写真付
身分証明書）の無料交付

■対 市内在住で、有効期限内の全ての運
転免許を返納する人

■申 安城警察署で運転免許を返納した後、
市民安全課へ
　※警察署の受付時間は、午前９時～
１１時、午後１時～３時。
　※運転免許返納後は運転できません。
■問 市民安全課（緯〈７１〉２２１９）

運転免許の自主返納を支援

　安城市役所西会館で地域職業相談室
を設け、職業相談・紹介をしています
ので、ぜひ利用してください。
※障害者、外国籍の人はハローワーク
刈谷を利用してください。

■時 捷～晶午前９時～午後５時（抄を除
く）

■問 刈谷公共職業安定所（緯〈２１〉７７５１）、
商工課（緯〈７１〉２２３５）

ハローワーク刈谷からのお
知らせ

　犯罪や非行の防止と、罪を犯した人
たちの更生への理解を深め、みんなで
犯罪や非行のない社会をめざしましょ
う。
■問 社会福祉課（緯〈７１〉２２２３）
街頭啓発活動　　　　　　　　　　　
■時 ７月１日掌午前８時３０分～午後６時
■場 市内各スーパー、駅など
表彰式・講演会　　　　　　　　　　
■時 ８月１日昌午後１時～３時
■場 市教育センター
■内 小・中学生対象の運動啓発標語・作
文優秀作品の表彰、講演「更生保護
は『子どもとの絆』を大切に」

■講 小野 碩  鳳 氏（緑区生涯創年・生涯現
せき ほう

役推進室主宰）

社会を明るくする運動

　６月５日付けで送付しました。ぜひ
受診してください。
■対 ４月２０日現在安城市民である次の生
年月日の人
　子宮頸がん検診（女性）獅平成３年４
月２日～平成４年４月１日生まれ、
昭和６１年４月２日～昭和６２年４月１
日生まれ、昭和５６年４月２日～昭和
５７年４月１日生まれ、昭和５１年４月
２日～昭和５２年４月１日生まれ、昭
和４６年４月２日～昭和４７年４月１日
生まれ
　乳がん検診（女性）、大腸がん検診獅

昭和４６年４月２日～昭和４７年４月１
日生まれ、昭和４１年４月２日～昭和
４２年４月１日生まれ、昭和３６年４月
２日～昭和３７年４月１日生まれ、昭
和３１年４月２日～昭和３２年４月１日
生まれ、昭和２６年４月２日～昭和２７
年４月１日生まれ

■時 来年３月３１日まで
■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、大腸がん検診獅便潜
血検査（２日採便法）

■問 市保健センター（緯〈７６〉１１３３）

子宮頸がん・乳がん・大腸
がん検診無料券を送付

　姉妹都市の米国ハンチントンビーチ市と豪州ホブソンズベイ市派遣学生・引率
教諭が決まりました。いずれも、ホームステイをして各種交流行事に参加。異文
化を体験し、友好を深めます。
　派遣する学生・引率教諭は次の皆さん。〈敬称略〉
ハンチントンビーチ市（派遣期間６月２７日昌～７月１１日昌）獅写真前列左から、 大 

おお

 参  浩  志 
み ひろ し

（錦町小教諭）、長瀬 春  菜 （篠目中３年）、宮部 有  葉 （東山中３年）、岡田 裕  華 （安
はる な あり は ゆう か

城西中３年）、山内 美  穂 （安城北中３年）
み ほ

ホブソンズベイ市（派遣期間６月２６日昇～７月１０日昇）獅写真後列左から、鈴木 優 
ゆう

 介 
すけ

（安城北中教諭）、 是  枝  日  奈  子 （安祥中３年）、鶴田
これ えだ ひ な こ

 泉 
いずみ

（桜井中３年）、深津 彩  友 （明祥
さ ゆ

中３年）、横田 葵 （安城南中３年）
あおい

■問 市国際交流協会（市民協働課内／緯〈７１〉２２６０）

　西棟の耐震改修に伴い、東棟の時間
貸しを７月から休止します。定期貸し
は引き続き利用できます。
■問 維持管理課（緯〈７１〉２２３７）、安城駅西
駐車場（緯〈７４〉１５００）

安城駅西駐車場東棟の利用
を制限

姉妹都市への交換学生決定

■時 ７月１日掌・２４日昇・２７日晶午前１１
時～正午

■場 刈谷市総合文化センター
■内 自衛隊の紹介、自衛官採用制度につ
いて

■問 自衛隊愛知地方協力本部安城地域事
務所（緯〈７４〉６８９４）、行政課（緯〈７１〉２２
　０８）

自衛隊安城地域事務所制度
説明会■時 １０月２８日掌

■申 ７月２日捷～３１日昇に郵送で県社会
福祉協議会へ
　※願書は、６月２５日捷～７月３１日昇

に市介護保険課・市社会福祉協議会・
県高齢福祉課・西三河福祉相談セン
ター・西三河県民生活プラザ・県社
会福祉協議会で配布。

■問 県社会福祉協議会（緯０５２〈２１８〉５０２５）、
市介護保険課（緯〈７１〉２２２６）

県介護支援専門員実務研修
受講試験
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　下水道接続促進員が、早期接続のお
願いとアンケートを実施します。促進
員は名札を着用し、身分証明書を携帯
していますので、不審に思う場合は提
示を求めてください。
■時 ６月中旬～９月下旬
■対 下水道使用可能区域で未接続の家庭
など

■問 下水道管理課（緯〈７１〉２２５８）

　家屋（住宅、店舗、車庫など）を新築・
増築すると、固定資産税がかかります。
評価額を決めるため、職員が家屋の内
と外を調査しますので、立ち会いにご
協力をお願いします。
　家屋を取り壊した人は連絡をしてく
ださい。固定資産税が減額になる場合
があります。
■問 資産税課（緯〈７１〉２２１５）

　５月１５日までに市社会福祉協議会に
寄せられた義援金は９４９０万１１８７円にな
りました。引き続きご支援をお願いし
ます。
■問 市社会福祉協議会総務課（緯〈７７〉
２９４１）

　いじめ・虐待
など、子どもの
人権に関わる悩
みごと、心配ご
となどの相談に
応じます。相談
内容の秘密は固
く守られます。
■時 ６月２５日捷～２９日晶午前８時３０分～
午後７時、６月３０日松・７月１日掌

午前１０時～午後５時
■内 子どもの人権１１０番相談専用電話（緯

０１２０〈００７〉１１０）
■問 名古屋法務局人権擁護部（緯０５２〈９５２〉
８１１１）、市民課（緯〈７１〉２２２１）

「子どもの人権１１０番」強化
週間

下水道の接続促進活動

家屋調査にご協力ください

東日本大震災義援金
ありがとうございます

　７月１日掌から、改正育児・介護休
業法が全面施行され、従業員数が１００
人以下の事業所でも次の制度の導入が
義務となります。就業規則などへの規
定整備をしてください。
■内 義務となる制度獅短時間勤務制度、
所定外労働の制限、介護休暇

■問 愛知労働局雇用均等室（緯０５２〈２１９〉
５５０９）、商工課（緯〈７１〉２２３５）

改正育児・介護休業法が全
面施行

４月分／受け付け順／敬称略
市社会福祉協議会　善意銀行　　　　
稲垣達也、ほほえみダンス、㈱大紀ア
ルミニウム工業所、中部福祉センター
利用者、杉山洋一、東端の老人、ふれ
あいダンス、碧海信用金庫事務センタ
ー、野村君江、桜井公民館利用者、愛
知経済連西三河地域担当部、安城市赤
十字奉仕団、作野トータル、さわやか
ダンス、大山町内会、碧海信用金庫、
匿名
市役所関係　　　　　　　　　　　　
匿名

福祉への善意・寄付
ありがとうございます

■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。

質問：市税を滞納するとどうなるのですか。

答え：市税を滞納してしまうと、本来の税額に加え、延滞金も納めなけれ
ばならなくなります。督促状の発送や、訪
問・文書などで納税の催告をしても納付が
ない場合は、やむを得ずその人の財産（給
与、預金、不動産など）を差し押さえます。
さらに、不動産などは、公売して滞納市税
に充てることになります。
　市税を滞納した結果、大きな不利益を被
ることになりますが、市としても、滞納整
理のために税金を使うことになってしまい
ます。納税者の皆さんには、納期限内の納
付をお願いします。
■問 納税課（緯〈７１〉２２１７）

　１２月に東端町でオープン予定の特別
養護老人ホームひがしばたの入所受け
付けを開始します。
■定 １００人
■他 詳細は、同所ウェブサイト（「特養ひ
がしばた」で検索）をご覧ください

■申 ６月２０日昌から、申込書に必要事項
を記入し、持参か郵送で社会福祉法
人 紘  寿 福祉会特別養護老人ホームひ

こう じゅ

がしばた開設準備室（介護老人保健
施設さとまち内／緯〈９６〉３５１１）へ

　※申込書は、介護老人保健施設さと
まち、市介護保険課、地域包括支援
センター、各地域の在宅介護支援セ
ンターで配布。

■問 介護保険課（緯〈７１〉２２２６）

特別養護老人ホームの入所
受け付け

■時 ６月１５日晶～２９日晶午前８時３０分～
午後５時１５分（松掌を除く）

■内 農地の「貸し手」と「借り手」の賃貸借
の申し出をとりまとめたもの　利用
権設定面積獅８９ヘクタール

■場 ■問 農務課（緯〈７１〉２２３４）

農用地利用集積計画の縦覧
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車車を差し押さえると、タイ車を差し押さえると、タイヤヤ
ロックして動かせなくしまロックして動かせなくしますす


