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放置自転車のリサイクル販売

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。
■定各２０人（先着順）
■問衣浦東部広域連合消防局消防課（緯

〈６３〉０１３５）
普通救命講習Ⅲ（小児・乳児・新生児）
■時３月１６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、

そ せい

ひきつけ、のどに異物が詰まった時
の処置
■申３月５日昇午前９時から同署（緯〈７５〉
２４９４）へ
普通救命講習Ⅰ
■時３月１７日掌午前９時～正午
■場碧南消防署
■内心肺蘇生法、ＡＥＤ使用法、止血法
■申３月５日昇午前９時から同署（緯〈４１〉
２６２５）へ

救命講習会

■￥入園料
■場■問デンパーク（緯〈９２〉７１１１）
フラワーフェスティバル
■時３月１６日松～５月６日承（昇を除く。
４月３０日昇は開園）
■内３月のイベント諮１６日松・１７日掌施

わんわん動物園 １７日掌施ラジオ公
開イベント ２０日抄施風船太郎バル
ーンショー ２４日掌施キャラクター
ショードラえもん ３１日掌施イース
ターカーニバル

ミッフィーひろば～ミッフィーとかわ
いいどうぶつたち～
■時３月１６日松～７月１日捷

■内どうぶつスタンプラリー、素焼きぬ
りえ体験、ボールプール体験など
■￥各体験料
視覚トリック３Ｄアート展★第１弾エ
イムズの魔術編★
■時３月１６日松～５月１３日捷

■￥一般５００円、小・中学生４００円、未就
学児３００円（２歳以下は無料）

デンパークのイベント

■時５月１２日掌

■場名古屋市内
■内乙種全類・丙種
■申電子申請施３月２９日晶午前９時～４
月７日掌午後５時に、除消防試験研
究センター愛知県支部ウェブサイト
から 持参・郵送施４月１日捷～１０
日昌午前９時～午後５時（松掌を除
く）に除消防試験研究センター愛知
県支部（〒４６１－００１１名古屋市東区白
壁１－５０／緯０５２〈９６２〉１５０３）へ
※願書は３月１８日捷から安城消防署
で配布。

危険物取扱者試験

■時３月１７日掌午後２時～３時３０分
■場青少年の家
■内イースターエッグの作り方、エッグ
ハンティング（宝探しゲーム）
■講ティム・クルーグ氏
■対小学生とその保護者
■定１０組２０人（先着順）
■￥１組５００円
■申３月６日昌～１５日晶午前９時～午後
５時（松掌を除く）に市国際交流協会
（緯〈７１〉２２６０）へ

親子で楽しむイースター

■場■問市スポーツセンター
■申３月７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

女性限定水泳体験会
■時４月４日昭・１１日昭・１８日昭午後３
時～４時（全３回）

■内クロールから始める水泳教室
■対１８歳以上の女性
■定１５人（先着順）
■￥施設使用料
■持水着・水泳帽子・ゴーグル（必要な人
のみ）

ＺＵＭＢＡ（ズンバ）
■時４月５日晶・１２日晶・１９日晶・２６日
晶午後１時３０分～２時３０分（全４回）

■内ラテン系などのリズムに合わせてエ
クササイズ

■対１８歳以上の人
■定２０人（先着順）
■￥施設使用料
■持運動着・室内シューズ・タオル・飲
み物（ペットボトル）

親子水泳教室
■時４月６日松・１３日松・２０日松・２７日
松、５月１８日松・２５日松 ①午前１０
時～１１時 ②午前１１時～正午（いず
れも全６回）

■対①施４歳～６歳児とその保護者
②施小学１～３年生とその保護者
※いずれも２人１組。
■定各１５組（先着順）
■￥３５００円
■持水着・水泳帽子・ゴーグル（必要な
人のみ）

アクアビクス教室（女性向け）
■時４月４日昭～６月２０日昭の毎週昭午
後１時～２時（全１２回）
■対１８歳以上の人
■定３０人（先着順）
■￥５４００円
■持水着・水泳帽子

市スポーツセンターの講座

■時３月１６日松午後１時３０分～４時
■場文化センター
■内講演「来たるべき大震災への備え？
今、我々に出来る事は何か！」、シン
ポジウム「大災害時における各機関
の対応」、一般討論
■講田渕昭彦氏（災害医療コーディネー

あきひこ

ター）
■問防災危機管理課（緯〈７１〉２２２０）

市民公開講座「大震災にい
かに備えるか！」
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保管期限が過ぎた放置自転車の中か
ら、再利用できるものを整備し、市放
置自転車リサイクル事業取り扱い店
（表参照）で各店２、３台を販売します。
■時３月２０日抄から
■他まちの美観・歩行者の通行の妨げと
なる放置自転車をなくし、きれいな
町を作りましょう

■問維持管理課（緯〈７１〉２２３７）

電話番号取り扱い店

緯〈７６〉８７０３山本自転車店（別郷町）

緯〈７６〉３３８７ソウリンサイクル商会
（明治本町）

緯〈７６〉２０２４サイクルショップ二藤
（御幸本町）

緯〈７２〉１７７６サイクルアシストオオバ
（安城町）

交通安全ポスター展の入賞者を決定

１月３１日までに市社会福祉協議会に
寄せられた義援金は９７６６万８１９４円です。
１月１６日～３１日受け付け分／敬称略
福釜町農用地利用改善組合、募金箱へ
の多数の寄付者
■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

支えあう温かい手がすぐ側に。身近
な人にいつもと違う様子を感じたら、
声をかけてあげてください。
こころの健康相談
■時捷～晶午前９時～正午、午後１時～
４時３０分（抄を除く）

■場■問衣浦東部保健所健康支援課（緯〈２１〉
４７７８）

３月は自殺対策強化月間

持ち主の確認できていない記録が約
２２００万件残っています。皆さんの年金
記録の「もれ」「誤り」などのご相談は、
刈谷年金事務所へ問い合わせてくださ
い。詳しくは日本年金機構ウェブサイ
ト（ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ．ｎｅｎｋｉｎ．ｇｏ．ｊｐ）をご
覧ください。
■問ねんきん定期便・ねんきんネット専
用ダイヤル（緯０５７０〈０５８〉５５５）、刈谷
年金事務所国民年金課（緯〈２１〉２１１０）、
市国保年金課（緯〈７１〉２２３１）

年金記録の確認を

一定の要件を満たせば、離職者を雇
用した市内事業所に対して、１人当た
り３０万円を補助します。
年度をまたいでの申請は受け付けで

きませんので、今年度中の雇用分の申
請は、必ず３月末までにお願いします。
■問商工課（緯〈７１〉２２３５）

市雇用促進助成金事業補助
金の申請はお早めに

平成２５年度版ごみカレンダー（４月
～来年３月）を３月中旬に全戸配布し
ます。
■問清掃事業所（緯〈７６〉３０５３）

ごみカレンダーを３月中旬
に配布します

児童福祉法に定める認可外保育施設
の設置者は、事業開始から１カ月以内
に、設置の届け出が必要です。
なお、届け出が不要な施設も、年１
回「運営状況報告書」の提出が必要です。
保育士の試験資格などに影響するた
め、施設を設置したらご連絡ください。
■問子ども課（緯〈７１〉２２２８）

認可外保育施設管理者は届
け出を

「交通事故や詐欺などにあい、警察
や検察庁へ訴えたが、検察官が起訴を
してくれず納得できない」という人は、
岡崎検察審査会へご相談ください。
■問岡崎検察審査会事務局（緯０５６４〈５１〉
５７９３）、市行政課（緯〈７１〉２２０８）

ご存じですか！検察審査会

■時４月６日松 受け付け施午前８時３０
分～８時５５分

■場総合運動公園周辺の明治用水緑道
集合場所施同園内多目的グラウンド

■申３月１日晶～２９日晶午前９時～午後
４時（捷を除く）に申込用紙を持参か
郵送、ファクス、Ｅメールで市体育
協会（市体育館内／〒４４６－００６１新田
町新定山４１－８／胃〈７５〉３５５９／ａｎｊｏ
ｔａｉｋｙｏ８＠ｙｂｂ．ｎｅ．ｊｐ／緯〈７５〉５１８２）
へ
※申込書は市体育館、市スポーツセ
ンター、マーメイドパレス、文化セ
ンター、各地区公民館、市民会館、
青少年の家、市体育協会ウェブサイ
トで配布。電話申し込み、当日参加
も可。

■問市体育館（緯〈７５〉３５３５）

歩け歩け運動「桜を見なが
ら歩こう」堀内公園では、家庭で不要になった

こいのぼりを募っています。集めたこ
いのぼりは、園内の池に飾ります。
■問堀内公園（緯〈９９〉５９４７）

こいのぼりを集めています

■問市民安全課（緯〈７１〉２２１９）
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小・中学生から３５３７点の応募があり、次のとおり受賞者を決定しました。
〈敬称略〉
●県知事賞 小笠原健斗（桜町小５年）、

けん と

杉浦さくら（東山中３年）
●市長賞 石川咲希（桜林小３年）、篠

さ き

田恭
きょう

平（東山中３年）
へい

●市議会議長賞 須田渉
しょう

太（三河安城
た

小１年）、近藤香穂（東山中２年）
か ほ

●市教育長賞 内田裕聖（志貴小６年）、
ゆう せい

土居優可（東山中２年）
ゆう か

●金賞 長江志織（桜町小１年）、増田
し おり

薫
かおる

（梨の里小２年）、近藤七菜（安城北部小３年）、広村壮吾（桜町小４年）、大
な な そう ご

石愛莉（祥南小５年）、寺嶋朋香（安城東部小６年）、竜田恵莉奈（篠目中１年）
あい り とも か え り な

●銀賞 大石煌士（祥南小１年）、小林美早紀（桜町小２年）、山田美結（二本木
こう じ み さ き み ゆ

小３年）、増田葵（梨の里小４年）、杉浦
あおい

生
いきる

（安城西部小５年）、神谷友己（志貴
とも き

小６年）、木寺涼
りょう

斗（篠目中１年）
と

■受賞作品を展示
●とき ３月２２日晶～４月１１日昭午前９時～午後９時（捷を除く）
●ところ 文化センター

杉浦さくらさん
の作品

小笠原健斗さん
の作品


