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■場 ■問 マーメイドパレス（緯〈９２〉７３５１）
ちびっこデー　　　　　　　　　　　
■時 １０月２０日松・
２１日掌

■内 ■対 幼児プー
ルにボール
を解放。未
就学児はプール利用料が無料（オム
ツの外れていない子は利用不可）
■￥ 施設使用料
■他 小学３年生以下の子は保護者同伴
（保護者１人につき、子ども２人ま
で）
フットセラピー体験会　　　　　　　
■時 １０月２４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 １０月５日晶午前１０時からマーメイド
パレスへ
水中講座　　　　　　　　　　　　　
■時 １０月３１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歳以上の人
■￥ 施設使用料
■他 託児あり（６カ月～未就園児、先着
５人）
■申 １０月５日晶午前１０時からマーメイド
パレスへ
親子水泳教室　　　　　　　　　　　
■時 １１月４日掌・１１日掌・１８日掌・２５日
掌午後１時～１時５０分（全４回）
■対 幼児とその保護者２人１組
■定 ２０組（定員を超えた場合は抽選）
■￥ ２３００円
■申 １０月５日晶～１４日掌午前１０時～午後
７時３０分にマーメイドパレスへ
※電話での申し込みは不可。定員に
満たない場合は、１５日以降も受け付
けます。

マーメイドパレスの催し

■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
ジェルキャンドル教室　　　　　　　
　ハロウィンキャンドルをつくります。
■時 １０月６日松～８日
抄午前１０時から
■定 各５０人（当日先着
順）
■￥ １２００円から
愛知県産米粉を使った「クッキーファ
クトリー」
■時 １０月６日松～８日抄・１４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 １０月６日松～８日抄・１３日松・１４日
掌午後１時・２時３０分（１３日は２時
３０分のみ）
■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
トールペイント教室　　　　　　　　
■時 １０月１３日松・１４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
ハンギングで花飾り　　　　　　　　
　ハボタンを入れた冬の花飾り
■時 １１月９日晶午前１０時
■講  野  正  美  保  子 氏（日本ハンギングバス

の まさ み ほ こ

ケット協会マスター）
■定 ２０人（先着順）
■￥ ３５００円
■申 １０月５日晶午前９時３０分から同クラ
ブハウスへ
ふわふわテーブルフォト講座　　　　
■時 １１月１４日昌・２８日昌午前１０時（全２
回）
■講 岡本 由  樹  子 氏

ゆ き こ

■定 １５人（先着順）
■￥ ２３００円
■申 １０月５日晶午前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
体験教室■場 市スポーツセンター

■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）
■申 １０月５日晶～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

生活習慣病予防教室　　　　　　　　
■時 １１月３日抄・１０日松・１７日松・２４日
松午前１０時３０分～１１時３０分（全４回）

■内 生活習慣病予防のための知識と、効
果的な運動（中高年向け）
■対 １８歳以上の人
■定 １０人（先着順）
■￥ 施設使用料
体力測定会　　　　　　　　　　　　
■時 １１月１１日掌午前１０時～正午
■内 ６種目の測定で、体力年齢を算出。
測定前に血圧を計ります
■対 １８～６４歳の人
■定 ２０人（先着順）

スポーツセンターの講座

■場 ■問 堀内公園（緯〈９９〉５９４７）
ビンゴ大会　　　　　　　　　　　　
■時 １０月１３日松午前１１時、午後１時（雨
天の場合は１４日掌に順延）
■内 有料遊具利用券が当たるビンゴ大会
■対 ３歳～小学生
■定 各５０人（先着順）
■申 各１５分前から、水の舞台にてビンゴ
カードを配布
作って遊ぼう「ジャイログライダー」　
■時 １０月２０日松午前１０時～午後３時（雨
天の場合は２１日掌に順延）
■定 １００人（当日先着順）

ハロウィンイベント　　　　　　　　
■時 ■内 １０月２８日掌　①キャンディプレゼ
ント施午前９時から　②じゃんけん
大会施午前１１時、午後２時　③汽車
写真撮影施午後１時・２時
■対 ①施有料遊具を利用した小学生以下
の子　②施小学生以下の子　③施未
就学児
■定 ①施３０人、②施各５０人、③施各１０人
いずれも先着順
■申 ③は、開始１０分前に汽車乗り場へ

堀内公園の催し

■時 １０月２１日掌午前９時３０分
■場 ■内 瀬戸市定光寺公園に集合し、東海
自然歩道などを歩きます
■￥ 保険料
■持 昼食・飲み物・雨具・健康保険証
■問 県自然環境課（緯０５２〈９５４〉６２２７）、市
清掃事業所（緯〈７６〉３０５３）

自然歩道を歩こう大会

■時 １０月２０日松午後６時３０分～８時
■場 昭林公民館
■内 出演施viridian、大
村みさこ
■定 １５９人（先着順）
■他 未就学児の入場はで
きません
■申 １０月６日松午前９時
から、昭林公民館
（緯〈７７〉６６８８）で整理券を配布

昭林コンサート

投げて遊べるジャイログライダー

viridian
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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 １０月２６日晶午後１時３０分～４時
■場 碧南市芸術文化ホール
■内 油ヶ淵水質浄化に関する発表・展示、
林家うん 平 氏（落語家）の講演など

ぺい

■問 清掃事業所（緯〈７６〉３０５３）、県水地盤
環境課（緯０５２〈９５４〉６２１９）

アクション油ヶ淵ｉｎ碧南

　古墳の石室に入ることができます。
■時 １１月１０日松午前９時～午後４時３０分
■場 外山１・３号墳、甲山１号墳、岡崎
市美術博物館（出土品鑑賞）ほか
■講 川崎みどり氏（文化財保護委員）
■対 市内在住・在勤・在学の人
■定 ２０人（定員を超えた場合は抽選）
■￥ １７６０円（昼食代含む）
■持 筆記用具・かさ・水筒
■申 １０月１８日昭まで（必着）に、はがきに
住所・氏名・年齢・電話番号を記入
し、歴史博物館「第３回あおぞら歴
史教室」係（〒４４６－００２６安城町城堀
３０／緯〈７７〉４４７７）へ
※１枚で２人まで申し込み可。

あおぞら歴史教室「岡崎の
古墳をめぐる」

■時 １０月６日松～１１月４日掌午前９時～
午後４時３０分（１０月９日昇・１５日捷・
２２日捷・２９日捷

を除く）
■場 堀内公園管理棟
■問 教育委員会総務
課（緯〈７１〉２２５３）

小・中学校の秋花壇写真展

■時 １１月１０日松午前９時２０分～１１時５０分
■場 市保健センター
■対 妊婦とその家族
■他 下記以外に、栄養バランスのとれた
食事、歯の豆知識、ＤＶＤ上映など
の展示コーナーもあり
■申 要予約のもの施１０月９日昇～１１月２
日晶午前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／胃〈７７〉１１０３）へ　それ以
外施当日午前９時１０分～１１時に直接
同センターへ
赤ちゃん体操と交流コーナー（要予約）
■時 午前９時２０分～１０時３０分、午前１０時
４０分～１１時５０分
■定 各１１組（先着順）
■他 高校生が命の大切さを学ぶ機会とし
て参加します

抱っことオムツ交換コーナー（要予約）
■時 午前９時２０分・１０時・１０時４０分・１１
時２０分
■定 各１２組（先着順）
赤ちゃんのおもちゃづくりコーナー　
■時 午前９時４０分・１０時２０分・１１時・１１
時３５分
■内 身近な材料を使って、赤ちゃんが喜
ぶおもちゃ作り

絵本読み聞かせコーナー　　　　　　
■時 午前９時４０分・１０時２０分・１１時・１１
時３５分
■内 読み聞かせと赤ちゃん向き絵本紹介
妊婦疑似体験コーナー　　　　　　　

■内 夫が妊婦体験ジャケットを着用し、
日常生活の動作を体験

体験しよう！親育て教室

■￥ 入苑料１００円（中学生以下無料）
■場 ■問 丈山苑（緯〈９２〉７７８０）
安城七夕親善大使写真撮影会　　　　
■時 １０月２０日松午前１０時３０分～正午
観月コンサート　　　　　　　　　　
■時 １０月２７日松午後６時～７時
■内 出演施黒野 宏  通 氏（オカリナ）

ひろ みち

夜間開苑　　　　　　　　　　　　　
■時 １０月２７日松・２８日掌

■内 開苑時間を午後９時まで延長（入苑
は午後８時３０分まで）

丈山苑の催し

■時 １０月１４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

■時 １１月１８日掌午前１０時３０分
■場 デンパーク
■内 ソーセージバイキングと手作りパン
教室
■対 市内在住のひとり親家庭の親子
■定 ４５人（先着順）
■￥ １人８００円（３歳以下は無料）
■申 １０月７日掌～２８日掌に、参加者氏名・
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〉６５

なり しま きよ み

５４）へ
※１０月７日掌午前８時～正午は、電
話でも受け付け。
■問 子育て支援課（緯〈７１〉２２２９）

ひとり親家庭おたのしみ会

　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）
普通救命講習Ⅰ　　　　　　　　　　
■時 １０月２１日掌午前
９時～正午
■場 高浜消防署
■内 心肺蘇生法、Ａ
ＥＤの使用法、
止血法など
■定 ２０人（先着順）
■申 １０月５日晶午前９時から同署救急係
（緯〈５２〉１１９０）へ
普通救命講習Ⅲ（小児・乳児・新生児）
■時 １０月２７日松午前９時～正午
■場 安城消防署
■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 １０月５日晶午前９時から同署救急係
（緯〈７５〉２４９４）へ
上級救命講習会　　　　　　　　　　
■時 １０月２７日松午前９時～午後６時
■場 知立消防署
■内 心肺蘇生法、ＡＥＤの使用法、止血
法、外傷の手当てなど
■定 ２０人（先着順）
■申 １０月５日晶午前９時から同署救急係
（緯〈８１〉４１４４）へ

救命講習会
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　農地改良や農地転用には手続きが必
要です。必ず事前に相談してください。
■場 市役所大会議室
■問 農務課（緯〈７１〉２２３４）
農地相談　　　　　　　　　　　　　
■時 １０月１７日昌午後２時～４時
■内 農地の転用・権利の移動など
農業者年金受給説明会・相談会　　　
■時 １０月１７日昌午後１時３０分～４時３０分
■内 農業者年金・経営移譲年金について
の説明、農業者年金の加入・受給な
どの相談

農地・農業者年金相談会

　２０社程度の企業が参加予定です。
■時 １０月１０日昌午後１時～５時
■場 岡崎商工会議所
■対 四大・短大・専門学校を来年３月に
卒業予定か卒業後３年以内の人また
は、おおむね４０歳未満の求職者
■問 安城商工会議所（緯〈７６〉５１７５）、市商
工課（緯〈７１〉２２３５）

合同企業説明会

■時 ①１１月１０日松、②１１月２４日松、③１２
月９日掌午前９時～正午（全３回）
■場 市民交流センター
■内 ①施ごはんお好み焼き、②施ごはん
春巻き、③施ロールキャベツごはん
■定 ３０人（先着順）
■￥ ５００円
■持 エプロン・三角巾・手ふきタオル
■申 １０月５日晶～１２日晶午前９時～午後
５時に、グリーンそう古居敬子さん
（緯０８０〈５２９５〉７７８２）へ
■問 農務課（緯〈７１〉２２３３）

米をもっと食べよう講座
冷や飯活用料理

　ふるさとの美しい川や海を子どもた
ちへ残すため、地域や自治体で一体と
なってごみ拾いをしましょう。
■時 １０月２８日掌午前９時（小雨決定）
■場 矢作川河川敷（小川町）
■問 維持管理課（緯〈７１〉２２３７）

川と海のクリーン大作戦

■時 １１月２１日昌午後１時３０分～３時３０分
■場 刈谷市社会教育センター
■内 基調講演「食品と放射性物質につい
て考える～健康を維持し、安全・安
心を確保するために～」、学識経験者
や製造者・販売者らによるパネル
ディスカッション
■定 １５０人（先着順）
■申 １０月５日晶～１５日捷に、申込書を
ファクスかＥメールで衣浦東部保健
所（胃〈２５〉１４７０／kinuura-hc@pref.
aichi.lg.jp／緯〈２１〉４７７８）へ
※申込書は、市保健センター、衣浦
東部保健所安城保健分室、衣浦東部
保健所ウェブサイトで配布。

食品と放射性物質に関する
シンポジウム

■時 １１月１５日昭午後１時～４時３０分
■場 文化センター
■内 ①個人職業相談、②就職支援セミナ
ー、③職業適性診断
■対 ４０歳未満の人およびその家族
■定 ①施６人、②施２０人（いずれも先着
順、③は申込不要）
■申 １０月９日昇から、申込書を郵送か
ファクスで商工課（〒４４６－８５０１住所
記載不要／緯〈７１〉２２３５／胃〈７６〉００６６）へ
※申込書は同課・各地区公民館など
で配布。電話でも申し込み可。

ヤング・ジョブ・キャラバ
ンＩＮ安城

■時 １１月１６日晶午後１時３０分～４時３０分
■場 刈谷合同庁舎
■内 「遺言・相続」について
■定 ４０人（先着順）
■申 １０月１５日捷からの午前８時３０分～午
後５時１５分（松掌抄を除く）に、名古
屋法務局刈谷支局（緯〈２１〉００８６）へ
■問 市民課（緯〈７１〉２２２１）

法務局の市民講座

■時 １１月２４日松・２５日掌午前９時１０分～
午後４時３０分（全２日。２５日は午後
３時４０分まで）
■場 県立高浜高等技術専門校
■定 １５人（定員を超えた場合は抽選）
■￥ ２３００円
■申 １０月１日捷～２９日捷（必着）に、はが
きに講座名・郵便番号・住所・氏名・
生年月日・電話番号・勤務先名・勤
務先電話番号を記入し、県立高浜高
等技術専門校（〒４４４－１３２４高浜市碧
海町４－１－６／緯〈５３〉００３１）へ
　※Ｅメールの申し込みも可。詳しく
は同校ウェブサイトをご覧ください。

第二種電気工事士技能講座

　木に登り、木から学び、共に自然を
大切にする気持ちを育てましょう。
■時 １０月２８日掌午前９時３０分～正午
■場 堀内公園
■対 市内在住の小学生とその保護者
■定 １０組（おおむね３０人程度、先着順）
■持 飲み物・タオル・軍手・運動のでき
る服装
■申 １０月５日晶～１７日昌午前１０時～午後
４時（掌捷抄を除く）に、氏名・年齢・
学年・保護者氏名・住所・電話番号
をファクスかＥメールでエコネット
あんじょう（緯・胃〈５５〉１３１５／info
@econetanjo.org）へ
■問 環境首都推進課（緯〈７１〉２２０６）

親子で冒険体験

■時 １１月１０日松午後１時３０分～３時
■場 中央図書館
■定 １５０人（先着順）
■申 １０月２３日昇午前９時から、中央図書
館（緯〈７６〉６１１１）で整理券を配布

読書感想文・感想画表彰式
＆人形劇団「ぺぽ」公演

■時 １０月２７日松午前１０時～正午
■場 環境学習センターエコきち
■内 どんぐりアトラクション、宝さがし、
ロープを使ったムササビ体験など
■対 ４歳以上（小学生未満は保護者同伴）
■定 ３０人（定員を超えた場合は抽選）
■持 動きやすく汚れてもいい服装・靴
■申 １０月１９日晶までの午前９時～午後９
時（１日捷・９日昇・１５日捷を除く）
に、氏名・住所・電話番号・参加人
数を電話で環境学習センターエコき
ち（緯〈７６〉７１４８）へ

エコきちどんぐり祭り
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　８月３１日までに市社会福祉協議会に
寄せられた義援金は９６９８万１２０４円です。
　なお、義援金の受け付け期間が来年
３月３１日掌まで延長になりました。
■問 市社会福祉協議会総務課（緯〈７７〉
２９４１）
８月１６日～３１日受け付け分／敬称略　
　安城市シルバー人材センター、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

■内 賠償責任保険諮主催者・指導者が法
的賠償責任を問われた場合施事故１
件最高５億円（免責１件１０００円）　傷
害保険諮指導者・参加者が傷害（熱
中症を含む）を受けた場合施死亡３００
万円、入院１日２０００円、通院１日
１０００円
■対 対象活動施防災訓練・運動会など町
内会活動、子ども会など指導育成活
動、スポーツ推進委員による地域ス
ポーツ活動、社会福祉・環境改善な
どボランティア活動、市主催行事・
公民館講座など
■問 財政課（緯〈７１〉２２１０）

ふれあい補償制度を利用し
てください

　市制施行５０周年（平成１４年）時に開催
した「安城市民博覧会」で、１０年後に向
けた手紙として預かったメッセージを
送付します。
■時 発送日獅１０月２６日晶

■他 住所を変更している人は、新しい住
所へ送付しますので連絡してくださ
い（区画整理の換地処分などで変更
した人を除く）。
　送付先不明で返送されたものは、
来年３月末日まで企画政策課で保管
します
■問 企画政策課（緯〈７１〉２２０４）

１０年の時を超えてメッセー
ジを届けます

＊＊＊＊＊衣浦東部広域連合ニュース＊＊＊＊＊
■衣浦東部広域連合議会から
　８月２４日に第２回衣浦東部広域連合議会定例会を開催しました。議会では、
４人の一般質問のほか、平成２３年度一般会計歳入歳出決算認定、平成２４年度
一般会計補正予算（第１号）など３議案を可決しました。

■平成２３年度衣浦東部広域連合一般会計歳入歳出決算を認定
歳　　入（単位：円）

収入率構成比収入済額予算現額科　目
１００．０％９７．１％４，８８２，０７７，８５８４，８８２，０７７，０００分担金及び負担金
１７８．７％０．３％１５，０８４，２８８８，４３８，０００使用料及び手数料
１００．０％０．２％７，８５８，０００７，８５８，０００県 支 出 金
２９，８００．０％０．０％２９８，０００１，０００財 産 収 入

－－０１，０００寄 附 金
９９．９％２．０％１０３，３１８，１４２１０３，３１９，０００繰 越 金
１５６．１％０．４％１９，８７７，５８８１２，７２６，０００諸 収 入
－－０１６，６００，０００国 庫 支 出 金
９９．９％１００．０％５，０２８，５１３，８７６５，０３１，０２０，０００計

歳　　出（単位：円）
執行率構成比支出済額予算現額科　目
７８．５％０．０％１，６８１，１８５２，１４０，０００議 会 費
９１．５％３．６％１７３，２８５，８５９１８９，２９８，０００総 務 費
９７．７％９６．２％４，７００，５３５，６２６４，８０９，４０２，７６５消 防 費
９５．７％０．２％１１，２６５，５１６１１，７６７，０００公 債 費
－－０１８，４１２，２３５予 備 費
９７．１％１００．０％４，８８６，７６８，１８６５，０３１，０２０，０００計

■救急活動推進のための寄付ありがとうございました
　寄付者（敬称略）施岩渕道久（刈谷市）
■問 衣浦東部広域連合総務課（緯〈６３〉０１３１）

　１０月１４日掌・
２１日掌を「市民
清掃の日」と定
めます。自宅周
辺の清掃や町内
会などが実施す
る清掃活動に協力し、住みよい町をつ
くりましょう。
■問 清掃事業所（緯〈７６〉３０５３）
小学生ポスター展　　　　　　　　　
　市内小学４年生から募集した、「町を
美しくする運動」啓発ポスターの特選・
入選作品を展示します。
■時 １０月１２日晶～２１日掌午前９時～午後
９時（１５日捷を除く）

■場 ■内 会場（出品校）施桜井公民館（桜井
小・桜林小）、北部公民館（安城北部
小・志貴小・里町小）、西部公民館
（安城西部小・高棚小・三河安城小）、
作野公民館（作野小・今池小）、安祥
公民館（安城南部小・祥南小）、東部
公民館（安城東部小）、南部公民館（明
和小・丈山小）、二本木公民館（二本
木小・梨の里小）、中部公民館（安城
中部小・新田小）、昭林公民館（錦町
小・桜町小）

　私たちは読書から、感動や知識、人
の考え方、生き方を学ぶことができま
す。乳幼児への「読み聞かせ」や学校で
の「朝の読書」、家庭での「親子読書」な
ど、本を読むことの大切さを再認識し
ましょう。そして、家庭や地域で青少
年が良い本に出会える環境づくりに努
めましょう。
スローガン施育てよう　豊かな心　読
書から
■問 青少年の家（緯〈７６〉３４３２）

１０月は青少年によい本をす
すめる県民運動

１０月１２日晶～２１日掌は町を
美しくする運動

１１１００年前のメッセージ投かんの様年前のメッセージ投かんの様子子



　官公署に提出する各種申請書の作成・
代理提出・相談などは、行政書士会員
が承ります。会員でない人が、報酬を
得て各種申請書などを作成することは
法律で禁止されています。
■問 県行政書士会（緯０５２〈９３１〉４０６８）、市
行政課（緯〈７１〉２２０８）

行政書士による無料相談会　　　　　
■時 １０月１９日晶午後１時３０分～４時
■場 市民会館
■内 官公署に提出する許認可申請代理と
申請手続きなど
■問 県行政書士会安城地区（緯〈７５〉１５５５）

行政書士制度のお知らせ

　年金、福祉、交通安全など行政全般
の苦情･意見などをご相談ください。
総務大臣の委嘱を受けた身近な行政相
談委員が相談を受けます。
■時 １０月１６日昇午後１時～４時
■場 市役所相談室
■内 行政相談委員（敬称略）施黒柳 一  明 

かず あき

（小川町）、大見 智  子 （新明町）、高見 加 
とも こ か

 代  子 （今本町）
よ こ

■他 毎月第１・３昇午後１時～４時に市
役所相談室で実施している行政相談
や、くらしの行政・法律相談所（緯０
５２〈９６１〉４５２２）、行政苦情１１０番（緯〈０５
７０〉０９０１１０）も利用してください
■問 市民課相談室（緯〈７１〉２２２２）

１０月１５日捷～２１日掌は行政
相談週間

　中小企業の職場のメンタルヘルス対
策を支援するため、県委嘱のアドバイ
ザーを無料派遣できます。
■対 常時雇用する労働者数が３００人以下
の事業所
■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〉２２３
５）

職場のメンタルヘルス対策

　市は安城市市民参加条例を施行し、
以下のように、市民が積極的に市政へ
参加できる機会を提供しています。
■内 市民参加の方法諮審議会など施原則
公開で、いつでも傍聴可（一部非公
開あり）。その他、委員の公募や委員
名簿・議事録の公表　パブリックコ
メント施市が公表した施策などの案
に対し、意見を募集し、その意見の
概要や市の考え方を公表
■問 市民協働課（緯〈７１〉２２１８）

市民参加を推進しています

　１０月１１日昭

は「安全・安
心なまちづく
りの日」です。
犯罪被害を防
ぐため、地域
で目を光らせ
ましょう。
■内 運動の重点施子どもと女性が被害者
となりやすい犯罪の防止、住宅侵入
盗の防止、自動車関連窃盗の防止、
万引き・自転車盗の防止、振り込め
詐欺の被害防止、暴力追放の推進
■問 市民安全課（緯〈７１〉２２１９）
地域安全大会　　　　　　　　　　　
■時 １０月１８日昭午後２時３０分
■場 文化センター
■内 地域安全宣言など式典、愛知県警察
音楽隊のアトラクション

１０月１１日昭～２０日松は秋の
安全なまちづくり市民運動

　見えにくい、見えないことで困って
いる人の生活・学習をサポートするサ
ービスです。
■対 ①目の前でおもちゃを見せても目で
追わない、よくぶつかる、絵本・テ
レビに極端に目を近づける子ども　
②教科書・黒板の文字が見えにくい
子ども　③生活・仕事に不便を感じ
る、病気・事故で視力を失った人
■申 捷～晶午前９時～午後５時（抄を除
く）に県立岡崎盲学校（緯０５６４〈５２〉１２
８２）へ
■問 市障害福祉課（緯〈７１〉２２２５）

「見えにくさ」について岡崎
盲学校の教育相談

　市では４月１日に暴力団排除条例を
施行し、市民の安全・平穏な生活を確
保するため、さまざまな策を講じてい
ます。皆さんも、「暴力団に協力しない」
「暴力団を利用しない」「暴力団と交際
しない」を守りましょう。
■問 市民安全課（緯〈７１〉２２１９）

暴力団をなくしましょう

■時 ■対 １０月２８日掌の下表の時間

　※６月の本事業でフッ化物塗布を実
施している子を除く。
■持 母子健康手帳
■場 ■問 市保健センター（緯〈７６〉１１３３）

２歳児の歯科健診とフッ化
物（フッ素）塗布

受け付け時間対象
午前９時～９時
４５分

平成２２年５・６月生
まれ

午前９時４５分～
１０時３０分

平成２２年７・８月生
まれ

午前１０時３０分～
１１時１５分

平成２２年９・１０月生
まれ

午前１１時１５分～
１１時３０分

平成２１年１１月～平成
２２年４月生まれ（※）

■対 １０月１日捷現在、私立高等学校また
は私立専修学校（修業年限３年で卒
業時に高等学校卒業資格が取得でき
る学校）に在籍する生徒の保護者で、
市内在住の人
　※市奨学金を受けている、授業料全
額免除、専攻科・別科に在籍の場合
を除く。
■申 申請書を、指定日までに在籍校、ま
たは１０月３１日昌まで（松掌抄を除く）
に市教育委員会総務課（緯〈７１〉２２５３）
へ
　※申請書は各学校・同課で配布。

私立高等学校などの授業料
を補助
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■時 １０月１日捷～１２
月３１日捷（２回
接種で初回を期
限内に接種した
子どもは、２回
目が来年１月３１日昭まで）
■場 市内実施医療機関
■他 １０月上旬から対象者に通知しますの
で、１２月中旬までに市内実施医療機
関で受けてください
■問 市保健センター（緯〈７６〉１１３３）
高齢者インフルエンザ予防接種　　　
■対 １２月３１日捷時点で６５歳以上の人、ま
たは、６０～６４歳で心臓・じん臓・呼
吸機能およびＨＩＶによる免疫機能
障害（障害者手帳１級）の人
■￥ 自己負担金施１０００円
子どもインフルエンザ予防接種の費用
助成
■内 ■対 助成金額施１回１０００円　助成回数
諮平成６年４月２日～平成１２年４月
１日生まれ施１回　平成１２年４月２
日～平成２３年１２月３１日生まれ施２回

高齢者・子どものインフル
エンザ予防接種

　清掃などの用務員業務・受け付け・
催事手伝いなどをします。
■内 採用日施１２月１日松　賃金施時給
９２０円、通勤割増１日２００円
■対 昭和３１年４月２日～平成６年４月１
日生まれでパソコン操作ができる人
■定 １人
■申 １０月２８日掌までの午前９時～午後５
時（捷を除く）に、写真付きの履歴書
を持って二本木公民館（緯〈７７〉８６１１）
へ

二本木公民館の臨時職員

■内 職務内容施植物管理など　勤務時間
施午前８時～正午または午後１時～
５時　賃金施時給７８０円（松掌抄は
１００円増）、通勤割
増１日２００円
■対 １８～６０歳の人（高
校生は不可）
■定 若干名
■申 電話でデンパーク（緯〈９２〉７１１１）へ

デンパークのパート・アル
バイト

■時 １２月１日松正午～午後４時
■内 応募作品施①絵画（４ツ切画用紙）、
②立体作品（縦・横・奥行きがいず
れも３０尺以内）
■対 市内在住または在学で、特別支援学
校や特別支援学級、児童発達支援セ
ンターなどに在籍する生徒・児童
■申 １０月９日昇～１１月９日晶午前８時３０
分～午後５時１５分（松掌抄を除く）に、
申込書と作品を障害福祉課（緯〈７１〉
２２２５）へ
※申込書は同課・市公式ウェブサイ
トで配布。安城養護学校・市内特別
支援学級在学者は各学校で申し込み。

あんぷくまつり展示作品

■対 「県内一斉ノー残業デー運動」および
「有給休暇取得プラス１運動」の実施
に賛同する企業・団体・事業所
■申 １０月３１日昌までに申込用紙を郵送か
ファクスで県労働福祉課（〒４６０－８５
０１住所記載不要／胃０５２〈９５４〉６９２６）へ
※申込用紙は市商工課で配布。ワー
ク・ライフ・バランス推進キャンペ
ーンサイト（http://yasumoukaer
ou.com）からも申し込みできます。
■問 県労働福祉課（緯０５２〈９５４〉６３６０）、市
商工課（緯〈７１〉２２３５）

ワーク・ライフ・バランス
推進キャンペーン賛同団体
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　市民協働によるまちづくりに関する事項を調査・審議する委員です。
■内 任期施１１月１日昭～平成２６年１０月３１日晶　会議施平日の昼間（予定）　報酬
施会議１回７５００円

■対 市内在住・在勤・在学または市内で活動している人
■定 ３人程度（書類・面接で選考）
■申 １０月３日昌～１２日晶午前８時３０分～午後５時１５分に、応募用紙を持参か郵
送、ファクス、Ｅメールで市民協働課（〒４４６－８５０１住所記載不要／胃〈７６〉
１１１２／kyodo@city.anjo.lg.jp／緯〈７１〉２２１８）へ
※応募用紙は同課・市公式ウェブサイトで配布。

■時 勤務日施採用日～来年３月末日
■場 勤務場所施公立保育園
■他 来年４月採用の同職員も受け付けて
います

■申 捷～晶午前８時３０分～午後５時１５分
（抄を除く）に写真付きの履歴書と保
育士証または看護師免許証を持って、
子ども課（緯〈７１〉２２２８）へ
臨時保育士　　　　　　　　　　　　
■内 勤務日時施捷～晶午前８時３０分～午
後５時（松もあり）　賃金施時給１２２０
円

週休パート保育士　　　　　　　　　
■内 勤務日時施捷～松午前８時３０分～午
後４時（週２・３日勤務、松は正午
まで）　賃金施時給１０６０円
６時間パート保育士　　　　　　　　
■内 勤務日時施捷～晶正午～午後６時ま
たは午後１時～７時　賃金施時給
１１００円
延長パート保育士　　　　　　　　　
■内 勤務日時施①捷～晶午前７時３０分～
８時３０分（または９時３０分まで）、②
捷～晶午後４時～６時（または７時
まで）、③松正午～午後６時または午
後１時～７時　賃金施時給１１５０円
臨時看護師　　　　　　　　　　　　
■内 勤務日時施捷～晶午前８時３０分～午
後５時（松もあり）　賃金施時給１３６０
円

保育園臨時職員

■時 来年３月２３日松・２４日掌午前１０時～
午後４時
■場 中心市街地交流広場
■内 商工業・市民団体などの展示、飲食
■対 市内に事業所がある企業・団体など
■定 １００小間程度（出展者は審査の上決定）
■￥ 物販のある出展のみ１小間５０００円
■申 １０月１日捷～３１日昌午前１０時～午後
４時に、申込書を持参かファクスで
クリエーションプラザ（御幸本町／
胃〈７３〉９５１２）へ
※申込書は、同所・安城まちなか情
報館ウェブサイトで配布。
■問 叙安城スタイル（緯〈７３〉９５１１）、市商
工課（緯〈７１〉２２３５）

市制６０周年記念安城市産業
フェスティバル出展者

■時 １１月１０日松・１７日松午前９時～午後
４時（全２回）
■場 愛知障害者職業能力開発校（豊川市）
■内 イラストレータ基礎コース（イラス
ト作成ソフトによる描画と写真加工）
■定 １０人（定員を超えた場合は抽選）
■申 １１月２日晶まで（必着）に、訓練コー
ス名・住所・氏名・電話番号・生年
月日・障害の程度を、郵送かファク
ス、Ｅメールで愛知障害者職業能力
開発校（〒４４１－１２３１豊川市一宮町上
新切３３－１４／胃０５３３〈９３〉６５５４／nor
yokukaihatsuko@pref.aichi.lg.jp
／緯０５３３〈９３〉２１０２）へ

障害者スキルアップ講座
（在職者訓練）受講者
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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。

　１９７０年万国博覧会での「太陽の塔」で
その名を不動のものとした岡本太郎。
本展覧会では、川崎市岡本太郎美術館
所蔵の絵画・立体・デザインなど５１点
の作品を紹介します。
■時 １０月１０日昌～１１月２５日掌午前１０時～
午後６時（捷を除く。入場は午後５
時３０分まで）
■￥ 観覧料
■場 ■問 藤井達吉現代美術館（緯〈４８〉６６０２）

エネルギー充填（チャージ）！
我らに伴走する岡本太郎展

碧
南

■問 高浜市文化スポーツグループ（緯〈５２〉
１１１１）
おまんと　　　　　　　　　　　　　
　円形に組んだ馬場で、鈴飾りや造花
を背負い疾走する馬に向かって、法被
に地下足袋姿の若者が飛びつき、人馬
一体となって駆け回る祭りです。
■時 １０月６日松・７日掌午前８時～午後
５時
■場 春日神社、八劔社（春日町／名鉄三
河高浜駅下車西へ徒歩５分）
射放弓　　　　　　　　　　　　　　
　「お弓奉納の儀」として、約３５０年の
歴史を持つ祭り。 裃 に大小の刀を差し

かみしも

た若者が、白羽の矢を東西へ放ちます。
放たれた矢は、破魔矢として家に飾る
風習があります。
■時 ■場 １０月１３日松施八幡社（八幡町）、１４
日掌施神明社（芳川町）いずれも日の
出～午後１時３０分

高浜のまつり 高
浜

■内 種類施①認知症対応型共同生活介護
（２カ所）、②小規模多機能型居宅介
護（５カ所）　日常生活圏域諮①施東
山・明祥中学校区、②施東山・安城
北・安城西・篠目・桜井中学校区
■対 ①または②のサービスを平成２５年度
中に提供できる者
■定 ①施１８人（２ユニット）　②施登録人
数２５人以下
■申 １０月１５日捷～１２月１４日晶午前８時３０
分～午後５時１５分（松掌抄を除く）に
介護保険課（緯〈７１〉２２２６）へ　
※１０月１日捷から同課・市公式ウェ
ブサイトで配布する募集要項を、事
前に確認してください。

介護保険地域密着型サービ
ス事業者

■時 推薦・社会人入学試験施１１月１０日松

■対 来年３月高等学校卒業見込みの人。
または高等学校卒業および同等の学
力がある２０歳以上の人

■申 １０月２３日昇～１１月２日晶に安城碧海
看護専門学校（緯〈７７〉８５８８）へ
■問 市保健センター（緯〈７６〉１１３３）

安城碧海看護専門学校学生

　選挙執行時に、投票所などで選挙事
務補助や立ち会いなどをします。
■申 捷～晶午前８時３０分～午後５時１５分
（抄を除く）に申込書を持参か郵送で
市選挙管理委員会（行政課内／〒４４６
－８５０１住所記載不要／緯〈７１〉２２０８）へ
※申込書は同委員会・市公式ウェブ
サイトで配布。
当日投票所アルバイト　　　　　　　
■内 勤務時間施午前６時３０分～午後８時
３０分　勤務場所施市内各投票所　賃
金施時給１０００円

■対 選挙運動に従事していない１８歳以上
の人
期日前投票所アルバイト　　　　　　
■内 勤務時間施①午前８時１５分～午後２
時１５分、②午後２時１５分～８時１５分
勤務場所施市役所、北部・桜井・南
部公民館　賃金施時給１０００円

■対 選挙運動に従事していない１８歳以上
の人
期日前投票立会人　　　　　　　　　
■内 勤務時間施午前８時１５分～午後８時
１５分　勤務場所施市役所、北部・桜
井・南部公民館　報酬施日額１万
５７００円
■対 本市選挙人名簿に登録されている人

選挙事務アルバイトなど登
録者

■内 募集住宅施 寒  風  根 （２ＤＫ／榎前町）
さ ぶ ね

建設施平成１１年度　入居時家賃施２
万３００円～３万９９００円
■他 建築課で配布している申込案内書で、
入居資格を事前に確認してください。
単身申し込みは認め印が必要
■申 １０月９日昇～１２日晶午前８時３０分～
午後５時１５分に、直接建築課（緯〈７１〉
２２４０）へ

市営住宅（抽選型）入居者

■時 １０月２８日掌午後１時～４時
■場 勤労青少年水上スポーツセンター
（碧南市）
■内 公園の活動紹介、クワガタが住み着
くミニチュアの森作成
■定 ３０組（先着順）
■申 １０月５日晶～２４日昌午前８時４５分～
午後５時３０分に住所・氏名・年齢・
性別・電話番号・参加人数を、電話
かファクス、Ｅメールで知立建設事
務所都市施設整備課（緯〈８２〉６４９３／
胃〈８２〉３２２６／abu-park@pref.aichi.

　lg.jp）へ
■問 市公園緑地課（緯〈７１〉２２４４）

油ヶ淵水辺公園ＰＲ「クワ
ガタを庭に呼ぼう」参加者
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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. 


