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　花壇・施設見学などを通じて、ガー
デニングの基礎知識を学びましょう。
■時 ９月２５日昇午前８時３０分～午後４時
３０分

■場 県立農業大学校（岡崎市）、鞍ケ池公
園、西山公園（豊田市）　集合場所施

市役所西会館
■対 市内在住の人
■定 ２５人（定員を超えた場合は抽選）
■持 昼食・お茶・筆記用具
■申 ９月１３日昭までの午前１０時～午後４
時（掌捷を除く）に、住所・氏名・電
話番号を電話かファクス、Ｅメール
でエコネットあんじょう（緯・胃〈５５〉
１３１５／info@econetanjo.org）へ

ガーデニング研修会

■時 ９月９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

■場 ■問 堀内公園（緯〈９９〉５９４７）
堀内公園「秋まつり」　　　　　　　　
■時 ９月１５日松・１６日掌午前１０時～午後
３時
■内 スーパーボールすくい、輪投げ
■対 小学生以下
■￥ １回１００円
敬老の日「オリジナル絵手紙作り」　　
　絵手紙を書いて、おじいさんやおば
あさんにプレゼントしよう。
■時 ９月１７日抄午前９時から
■定 ５０人（当日先着順）
敬老の日記念「高齢者無料開放」　　　
■時 ９月１７日抄午前９時～午後４時３０分
■内 サイクルモノレール、メルヘン号
（汽車）、メリーゴーランド、観覧車
を無料で利用できます

■対 ６０歳以上の人
利用料還元くじ引き　　　　　　　　
■時 ９月２２日抄・２３日掌午前９時から
■内 指定遊具の利用者を対象に抽選をし、
当たりが出たら有料遊具利用券を進
呈　指定遊具諮２２日施メルヘン号
（汽車）、２３日施メリーゴーランド

■対 ４歳以上の人（未就学児は１８歳以上
の保護者同伴）

■定 各１００人（先着順）
■￥ 有料遊具利用料
大人向け講座「花の小物作り」　　　　
■時 ９月２８日晶午前１０時～正午
■内 デコクレイ粘土による小物作り
■講 飯田 恵  美 氏（デコクレイアカデミー

え み

講師）
■対 １８歳以上の人
■定 １０人（先着順）
■￥ ５００円
■申 ９月１１日昇～２７日昭午前９時～午後
４時３０分（１８日昇・２４日捷を除く）に、
堀内公園へ

堀内公園の催し

　食生活を通じた健康づくりを広める
「ヘルスメイト」になりませんか。
■時 １０月９日昇・２３日昇、１１月６日昇・
２０日昇、１２月１１日昇（全５回）

■場 市保健センター
■講 管理栄養士、保健師など
■対 市内在住で、全日程に出席でき、修
了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・予定表
■申 ９月５日昌～２８日晶午前８時３０分～
午後５時１５分（松掌抄を除く）に、電
話で市保健センター（緯〈７６〉１１３３）へ

ヘルスメイト養成講座

■時 １０月１３日松午前９時～午後０時３０分
■場 市民交流センター、イチジク畑（高
棚町）

■講 農村生活アドバイザー
■対 市内在住の小学生とその保護者（３
歳以上の子の同伴可）

■定 ８組（先着順）
■￥ １組５００円
■持 作業ができる服装・靴、軍手、タオ
ル、水筒

■申 ９月５日昌～１４日晶午前８時３０分～
午後５時１５分（８日松・９日掌を除
く）に電話で農務課（緯〈７１〉２２３３）へ

イチジク収穫とジャムづく
り親子体験会

トールペイント教室　　　　　　　
■時 ９月８日松・９日掌午前１０時から
■講 安永 愛  子 氏

あい こ

■定 各５０人（当日先着順）
■￥ ７００円から
愛知県産米粉を使った「クッキー
ファクトリー」
■時 ９月８日松・９日掌・１５日松～１７
日抄午前１０時～午後３時３０分

■￥ ７００円から
手作りパン教室「秋限定、クロワッ
サン（三日月）とうさぎ型あんパン」
■時 ９月９日掌、１５日松～１７日抄午後
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

ジェルキャンドル教室　　　　　　
　ハロウィンキャンドルを作ります。
■時 ９月１５日松～１７日抄午前１０時から
■定 各５０人（当日先着順）
■￥ １２００円から
男の料理教室「かんたん手作り弁当」
■時 １０月５日晶午前１０時
■定 １５人（先着順）
■￥ １２００円
■申 ９月５日昌午前９時３０分から同ク
ラブハウスへ

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

写真講座「マイ写真集を作っちゃおう」
■時 １０月３日昌・１７日昌・１１月７日昌・
２１日昌、１２月５日昌・１２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）
■￥ ６０００円（期間中の入園パスポート
付き、別途写真集代）

■申 ９月５日昌午前９時３０分から同ク
ラブハウスへ
秋季やさしい写真講座　　　　　　
■時 １０月５日晶・１９日晶、１１月２日晶・
１６日晶、１２月７日晶・１４日晶午前
１０時（全６回）

■講 榊原 勇  治 氏
ゆう じ

■定 ２０人（先着順）
■￥ ６０００円（期間中の入園パスポート
付き）

■申 ９月５日昌午前９時３０分から同ク
ラブハウスへ
寄せ植え講座「秋の寄せ植え」　　　
　秋の花で、ワビ・サビを表現。
■時 １０月１２日晶午前１０時
■講  野  正  美  保  子 氏（ＲＨＳＪコンテナガ

の まさ み ほ こ

ーデニング・マスター）
■定 ２０人（先着順）
■￥ ３５００円
■申 ９月５日昌午前９時３０分から同ク
ラブハウスへ

　県内の古墳資料が一堂に会します。
■時 ９月１日松～１０月７日掌午前９時～
午後５時

■場 市民ギャラリー
■問 文化財課（緯〈７７〉４４７７）

知りたい！姫小川古墳
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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 １１月１０日松午後６時～７時３０分
■場 丈山苑
■内 出演施二代目桂 南  天 

なん てん

　※呈茶あり。
■定 １００人（先着順）
■￥ １０００円（中学生以下
は９００円）

■申 ９月５日昌からの午
前９時～午後５時（捷を除く）に丈山
苑（緯〈９２〉７７８０）へ

丈山苑「秋の落語会」

■時 ９月１６日掌午前９時３０分
■場 榎前町宮下地内のひまわり畑（えの
き保育園と長田川の間）

■内 安城七夕親善大使撮影会、産直市、
金魚すくい、不要品バザーなど

■問 清掃事業所（緯〈７６〉３０５３）

市制６０周年記念「榎前町せ
せらぎひまわりまつり」

　地元落語家の楽しい話で、お腹の底
から笑ってみませんか。
■時 ９月１５日松午前１０時～正午
■内 出演施お 好  味  家  喜  楽 氏

この み や き らく

■定 ３０人（当日先着順）
■場 ■問 中部公民館（緯〈７４〉８５７０）

気分はとってもジャパネス
ク錘落語入門公開講座

■場 ■問 歴史博物館（緯〈７７〉６６５５）
初めての人のための歌舞伎入門⑥　　
■時 ９月１５日松午後２時～３時３０分
■内  文  吉 流！歌舞伎の楽しみ方～荒事と

ぶん きち

和事～
■講 安田文吉氏（南山大学教授）
安城の歴史⑥「戦時下の安城」　　　　
■時 ９月２２日抄午後２時～３時３０分

歴史博物館の催し

■場 市スポーツセンター
■申 ９月５日昌～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
タイム測定会　　　　　　　　　　　
■時 １０月１４日掌午後１時～３時
■内 ２５杓、５０杓、１００杓を２種目まで
■対 ２５杓泳ぐことができる人（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）
■￥ 施設利用料
■持 水着・水泳帽子（保護者も必要）
身体がラクに動ける！筋力アップ教室
■時 １０月４日昭・１１日昭・１８日昭・２５日
昭午後１時３０分～２時３０分（全４回）

■内 高齢者向けの、筋力向上を図る運動
■対 １８歳以上の人
■定 １０人程度（先着順）
■￥ 施設利用料
■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 １０月３０日昇午前１０時～正午
■対 おおむね６５～７９歳で運動制限のない
人

■定 １５人（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）

スポーツセンターの講座

■場 ■問 マーメイドパレス（緯〈９２〉７３５１）
９月の水中講座　　　　　　　　　　
■時 ９月１９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 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）

■申 ９月５日昌午前１０時から、マーメイ
ドパレスへ

フットセラピー体験会　　　　　　　
■時 ９月２６日昌午前１０時３０分～１１時３０分
■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

■申 ９月５日昌午前１０時からマーメイド
パレスへ

高齢者無料開放　　　　　　　　　　
　プールまたはトレーニングルーム利
用料を無料にします（トレーニングル
ームは講習修了証が必要）。
■時 ９月１５日松～１７日抄

■対 ６５歳以上の人

マーメイドパレスの催し

桂桂南桂南天天

■場 あんぱ～く
■申 ９月１０日捷午前９時から、電話で市
子育て支援センター（あんぱ～く内
／緯〈７２〉２３１７）へ
　※１人１講習まで。
子育て何でも相談広場「食事と生活リ
ズム」
■時 １０月３日昌午前１０時～１１時３０分
■対 乳幼児とその保護者
■定 ２０組（先着順）
育児講習会「産後のお母さんについて」
■時 １０月１９日晶午前１０時～１１時３０分
■講 鈴木 久  美  子 氏（みく助産院院長）

く み こ

■対 １歳未満の子の保護者
■定 ３０人（先着順）
■他 同室託児あり
子育て何でも相談広場「乳幼児の事故
予防」
■時 １１月９日晶午前１０時～１１時３０分
■対 乳幼児とその保護者
■定 ２０組（先着順）
親子遊び講習会「ベビーサイン」　　　
■時 １１月３０日晶午前１０時～１１時３０分
■講 稲吉 千  恵 氏（ＮＰＯ法人日本ベビーサ

ち え

イン協会認定講師）
■対 ６カ月～１歳６カ月の子とその保護者
■定 ３５組（先着順）

子育て講座

■時 １０月１６日昇午後２時～３時３０分
■場 安城商工会議所
■内 地域経済の活性化が、日本の元気を
取り戻す鍵

■講 伊藤 聡  子 氏（フリーキャスター、事
さと こ

業創造大学院大学客員教授）
■定 １２０人（先着順）
■申 ９月１４日晶からの午前８時３０分～午
後５時３０分（松掌抄を除く）に、氏名・
電話番号を電話かファクスで安城商
工会議所（緯〈７６〉５１７５／胃〈７６〉４３２２）へ

■問 市商工課（緯〈７１〉２２３５）

文化講演会

　職場での悩みごと・困りごとを相談
してください。秘密は厳守します。
■時 毎月第２昭午後１時～４時
■場 市役所相談室
■問 県西三河県民事務所産業労働課（緯

０５６４〈２７〉２７８２）、市商工課（緯〈７１〉２２３５）

労働相談をご利用ください
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　市施設の指定管理者（下表）に対する平成２３年度評価を、いずれも「適正」と
しました。詳しくは経営管理
課、市政情報コーナー、市公
式ウェブサイトで閲覧できます。
※評価は、「特に優れている」
「適正」「努力が必要」「指定
取り消しの検討が必要」の
４段階。

■問 経営管理課（緯〈７１〉２２０５）

指定管理者施設名
特定非営利活動法人ＮＰ
Ｏ愛知ネット市民交流センター

昭和建物管理叙三河本社勤労福祉会館
コニックス叙秋葉いこいの広場
叙日本メカトロニクス有料駐車場・駐輪場
叙愛知スイミング三河安
城支店レジャープール

　うつ、過重労働、介護疲れなど大き
な悩みが自殺の原因となることも。眠
れない、食欲がないなど、いつもと違
う様子に気付いて声をかけましょう。
自殺予防標語施支え合う温かい手がす
ぐ側に
■他 衣浦東部保健所では、こころの健康
相談を実施しています

■問 衣浦東部保健所健康支援課（緯〈２１〉
４７７８）、市保健センター（緯〈７６〉１１３３）

９月１０日捷～１６日掌は自殺
予防週間

■時 １１月～来年３月のうち１日（検診と
結果説明で２日間必要の場合もあり）

■場 ①安城更生病院、②八千代病院、③
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
　※平成２１年４月以降当選した人、脳
血管疾患を治療中の人、体内に金属
器具・ペースメーカー・人口内耳が
入っている人を除く。歯科インプラ
ントの人も受けられない場合あり。

■定 ①②施各１２５人、③施５０人（定員を超
えた場合は、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
人を優先して抽選）

■￥ １万円
■申 ９月４日昇～１０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

脳ドック（後期）受け付け

　皆さんの健康観や生活習慣などを把
握し、今後の健康づくり施策の基礎資
料にします。
　なお、アンケートは、無作為抽出し
た人に送付または市内保育園・幼稚園、
小・中学校を通じて配布します。
■時 調査時期施９月上旬～１０月
■問 市保健センター（緯〈７６〉１１３３）

健康日本２１安城計画アンケ
ート調査にご協力を

■問 社会福祉課（緯〈７１〉２２２３）
敬老祝品・敬老金の贈呈　　　　　　
　満８０歳以上の人に敬老祝品を、満８５
歳・９０歳・９５歳および１００歳以上の人
に、直接または町内会を通じて敬老金
（サルビア商品券）を贈呈。
９５歳の肖像写真展　　　　　　　　　
　市内の９５歳の人の肖像写真を展示。
■時 ９月１日松～９日掌午前９時～午後
９時（３日捷を除く。掌は午後５時
まで）

■場 総合福祉センター
敬老訪問　　　　　　　　　　　　　
　９５歳・１００歳以上の人に市長らが訪
問し、長寿を祝います。
■時 ９月１０日捷～１４日晶

おじいさん・おばあさんの似顔絵展　
　市内の小学２年生が描いた似顔絵約
２８０点を展示します。
■時 ９月１３日昭～２０日昭午前９時～午後
９時

■場 市内各福祉センター、農村センター、
安祥公民館
　※福祉センターは、１６日掌・１７日抄

は午後５時まで。農村センター・安
祥公民館は１８日昇休館。
浴場無料開放　　　　　　　　　　　
■時 ９月１７日抄午前１０時～午後４時
■場 市内各福祉センター、農村センター
■対 ６０歳以上の人

市の敬老行事

■時 １０月１５日捷～１１月８日昭午前８時３０
分～午後３時（松掌抄を除く）

■場 就労継続支援センターひまわり（今
本町）

■内 野菜の栽培、自動車のシート縫製・
部品検査など

■対 障害者手帳を有する、知的または精
神障がいのある人

■定 ５人（面接で選考）
■申 ９月１９日昌までに公共職業安定所へ
■問 愛知障害者職業能力開発校（緯０５３３
〈９３〉２１０２）、市障害福祉課（緯〈７１〉２２２５）

障がい者の就労準備支援

　「ダイエットしたいけど、きっかけ
がない」という人。生活をデータ化し、
運動や食生活の改善をしましょう。
■時 １０月１日捷～１２月１４日晶で６日程度
■場 市保健センター
■講 管理栄養士、保健師
■対 市内在住または在勤のおおむね１８～
３９歳で、ＢＭＩ判定２３以上の人
　※ＢＭＩ＝体重（手）÷身長（杓）÷身長。
■定 １０人（先着順）
■申 ９月５日昌～２５日昇午前８時３０分～
午後５時１５分（松掌抄を除く）に、電
話で市保健センター（緯〈７６〉１１３３）へ

私の減る脂（し）いプラン

■時 １０月４日昭～１２月２０日昭の毎週昭午
後１時～２時（全１２回）

■場 市スポーツセンター
■対 初心者で１８歳以上の人
■定 ３０人（先着順）
■持 水着・水泳帽子
■￥ ５４００円
■申 ９月５日昌～３０日掌の午前９時～午
後８時（休館日を除く）に市スポーツ
センター（緯〈７５〉３５４５）へ

アクアビクススクール

　稲刈りのほか、カレーライスの試食
などあり。
■時 ９月１５日松午前９時４５分
■場 和泉町七ツ田（デンパーク正面ゲー
トを西へ４００ｍ）

■申 事前に申込書を郵送かファクスで①
～③のいずれかへ（申込書は①～③、
文化センター、各地区公民館、ＪＡ
あいち中央各支店で配布）
　申し込み先施①市農務課（〒４４６－８５
０１住所記載不要／胃〈７６〉１１１２）、②Ｊ
Ａあいち中央営農企画部（〒４４６－００
４６赤松町浄善５０／胃〈７３〉４４１５）、③ 水 

み

 土  里 ネット明治用水総務課（〒４４６－
ど り

００６５大東町２２－１６／胃〈７６〉６５６１）
■問 市農務課（緯〈７１〉２２３３）

ふれあい田んぼアート２０１２
稲刈り
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　７月３１日までに市社会福祉協議会へ
寄せられた義援金は９６９２万３８２１円です。
引き続きの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）

東日本大震災義援金
ありがとうございます

　虐待など、高齢者・障がい者の人権
に関する悩みごと、心配ごとの相談。
■時 ９月１０日捷～１４日晶午前８時３０分～
午後７時、９月１５日松・１６日掌午前
１０時～午後５時

■内 相談専用電話施緯０５７０〈００３〉１１０
■他 人権相談は毎月第２・４昇に市役所
相談室でも実施しています（詳しく
は本紙毎月１５日号に掲載）

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

「高齢者・障がい者の人権
あんしん相談」強化週間

■問 市民安全課（緯〈７１〉２２１９）
秋の交通安全市民運動　　　　　　　
　運動重点に沿って、市民総ぐるみで
交通事故の防止を図りましょう。
■時 運動期間施９月２１日晶～３０日掌

■内 運動重点諮運動の基本施子どもと高
齢者を交通事故から守ろう　取組重
点施夕暮れ時と夜間の走行中・自転
車乗車中の交通事故をなくそう。全
ての座席でシートベルトとチャイル
ドシートを正しく着用しよう。飲酒
運転を根絶しよう

運転免許の自主返納を支援　　　　　
　運転免許を返納した日から２年間有
効のあんくるバス乗車券と、住民基本
台帳カード（写真付き身分証明書）を差
し上げます。
■対 市内在住で、有効期限内の全ての運
転免許を返納した人

■申 安城警察署で運転免許を返納後、捷

～晶午前８時３０分～午後５時（閉庁
日を除く）に、市民安全課へ

交通事故防止にご協力を

■申 ９月２８日晶までの午前８時３０分～午
後５時１５分（松掌抄を除く）に、電話
で経営管理課（緯〈７１〉２２０５）へ
愛知県手帳　　　　　　　　　　　　
　１５尺×９尺で黒と赤の２種類。見開
きカレンダー、見開き１週間日記、県
内イベントなどを掲載。
■￥ １冊５００円
あいち県勢要覧２０１３　　　　　　　　
　Ａ１判、四色刷り。統計表とグラフ
で見る県・市町村の概要、１７万分の１
カラー地図を掲載。
■￥ １部３００円
愛知県地図　　　　　　　　　　　　
　Ａ１判、白地図。
■￥ １部１００円

県手帳・県勢要覧・県地図
の予約購入を受け付け

　１０月１日捷宿泊分から、下表のとお
りとなります。

■問 商工課（緯〈７１〉２２３５）

市民保養事業の対象地区を
変更

保養地
区名宿泊施設の所在地

南知多知多郡美浜町、南知
多町

愛知県
蒲郡蒲郡市、額田郡幸田

町
新城新城市
西尾西尾市
伊良湖田原市
犬山犬山市
となみ砺波市富山県
加賀加賀市石川県
飯田飯田市

長野県
根羽下伊那郡根羽村
多治見多治見市岐阜県
掛川掛川市静岡県
岩手岩手県全域岩手県
宮城宮城県全域宮城県
福島福島県全域福島県

　緊急時の迅速な対応のため、重度の
障がい者やひとり暮らし高齢者など、
日常的に支援が必要な人（災害時要援
護登録者）に安心キットを配布します。
■問 社会福祉課（緯〈７１〉２２２３）

＊＊デンパーク＊＊ 
敬老無料入園券

有効期間 ▼平成２４年９月１日松～３０日掌（９月４日昇・
　　　　　１１日昇・１８日昇・２５日昇を除く）
本券１枚につき、市内在住の６５歳以上１人と同行の家
族１人が入園できます。

安城市社会福祉課・除安城都市農業振興協会

〈キリトリセン〉

〈キリトリセン〉

〈キリトリセン〉

〈キリトリセン〉

〈
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リ
ト
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ン
〉

＊＊デンパーク＊＊ 
敬老無料入園券

有効期間 ▼平成２４年９月１日松～３０日掌（９月４日昇・
　　　　　１１日昇・１８日昇・２５日昇を除く）
本券１枚につき、市内在住の６５歳以上１人と同行の家
族１人が入園できます。

安城市社会福祉課・除安城都市農業振興協会

■内 大賞施八宝亭　特選施叙ホソイメガ
ネ、㈲両口屋菓匠　準特選施桜井屋、
小林時計店、㈱アイライフ石川、㈲
吉野屋、㈱金魚屋

■問 商工課（緯〈７１〉２２３５）

安城七夕まつり
飾り付けコンクール受賞者

安心キット（救急医療情報
キット）を配布

大大賞大賞作作品（八宝亭品（八宝亭））

親善大使と植樹しよう！

記念植樹の参加者募集期間
を延長します
　本紙８月１日号掲載の記念植樹
の参加者募集期間を延長します。
　とき・場所・参加費などは本紙
８月１日号をご覧ください。
■申 ９月１１日昇までの午前８時３０分
～午後５時１５分（松掌を除く）に、
電話で公園緑地課（緯〈７１〉２２４４）へ
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　国籍に関わらず全ての人が互いに認
め合い支えあって暮らしていく「多文
化共生のまちづくり」を実現するため、
平成２６年度に策定予定の同プラン。皆
さんの意見を聞かせてください。
■内 任期施委嘱日～平成２６年３月３１日捷

活動内容施平日昼間の会議（年３回
程度）にて意見・提案をする

■対 市内在住で１８歳以上の人（外国籍ま
たは外国にルーツがある場合は、日
本語で意見を述べることができる人）

■定 ３人程度（面接で選考）
■申 ９月１４日晶まで（松掌を除く）に、応
募用紙を持参か郵送で市民協働課
（〒４４６－８５０１住所記載不要／緯〈７１〉
２２１８）へ
　※応募用紙は同課・市公式ウェブサ
イトで配布。

（仮称）安城市多文化共生推
進プラン策定委員

　市内約５万４０００件の水道利用者に、
２カ月に１度配布している検針票です。
■内 広告掲載期間施平成２５年４月～平成
２６年３月　募集広告数施検針票裏面
２枠　広告掲載料施１２万円以上（消
費税などを含む）

■対 市税の滞納などがない事業者など
■申 ９月５日昌～１１月１５日昭午前８時３０
分～午後５時１５分（松掌抄を除く）に、
申込書、会社概要（パンフレット）、
広告原稿を、持参か郵送で水道業務
課（〒４４６－８５０１住所記載不要／緯

〈７１〉２２４９）へ
　※応募用紙は同課・市公式ウェブサ
イトで配布。

「使用水量のお知らせ（検針
票）」の広告掲載者

　ワークショップ（意見交換会）にて、
将来の健康づくりについて一緒に考え
ませんか。
■時 １１月１７日松、１２月１日松・１５日松・
２２日松、来年１月１２日松午後１時３０
分～３時３０分（全５回）

■場 市保健センター
■対 市内在住・在勤・在学の１８歳以上の
人

■定 ３０人程度（応募者多数の場合は選考
し、１０月上旬に結果を送付）

■申 ９月２８日晶までの午前８時３０分～午
後５時１５分（松掌抄を除く）に、応募
用紙を、郵送かファクス、Ｅメール
で市保健センター（〒４４６－００４５横山
町下毛賀知１０６－１／胃〈７７〉１１０３／
kenko@city.anjo.lg.jp／緯〈７６〉１１

　３３）へ

健康日本２１安城計画策定
市民ワークショップ参加者

　約２万枚を作成し、
催し・説明会などで
市民に配布します。
■内 募集広告数施袋の
裏面４枠　広告掲
載料施２万円以上
（消費税などを含む）

■対 市税の滞納などがない事業者など
■申 ９月３日捷～２１日晶午前８時３０分～
午後５時１５分（松掌抄を除く）に、申
込書、会社概要（パンフレット）、広
告原稿を、持参か郵送で経営管理課
（〒４４６－８５０１住所記載不要／緯〈７１〉
２２０５）へ
　※申込書は同課・市公式ウェブサイ
トで配布。

啓発用雑がみ回収袋の広告
掲載者

〈キリトリセン〉

〈キリトリセン〉

〈キリトリセン〉

＊＊デンパーク＊＊ 
敬老無料入園券

有効期間 ▼表面に記載しています。
★本券の払い戻し、再発行はできません
★入園後にいったん退園した場合は再入園できません
★本券の転売は禁止します

利用人数　□１人　□２人

＊＊デンパーク＊＊ 
敬老無料入園券

有効期間 ▼表面に記載しています。
★本券の払い戻し、再発行はできません
★入園後にいったん退園した場合は再入園できません
★本券の転売は禁止します

利用人数　□１人　□２人

〈
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雑雑がみ回収雑がみ回収袋袋

■内 勤務日時施捷～晶午前８時～正午ま
たは午後１時～４時３０分（学校休業
日を除く）　勤務場所施北部調理場
時給施９３０円、通勤割増１日２００円

■対 おおむね５７歳までの人
■定 ３人程度（９月２０日昭に面接）
■他 欠員が出た際に勤務する、調理職員
登録も、随時電話にて受け付け

■申 ９月３日捷～１９日昌午前９時～午後
５時（松掌抄を除く）に市施設管理協
会（市役所西庁舎内／緯〈７５〉２３２２）へ

臨時給食調理職員

■内 勤務日時施１０月１日捷からの捷～晶

午前９時～午後５時　職務内容施幼
児健診、フッ化物塗布、教室など　
時給施１４００円、通勤割増１日２００円

■定 １人（面接施９月１８日昇）
■申 ９月６日昭～１４日晶午前８時３０分～
午後５時１５分（松掌を除く）に、写真
付き履歴書と歯科衛生士免許証を持
って市保健センター（緯〈７６〉１１３３）へ

臨時歯科衛生士

※外国人登録法の廃止および住民基本
台帳法の改正により、人口・世帯数
に一定の変動が生じています。
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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. 


