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送大学１０月入学生放

広報あんじょう 2013.7.1

障害者委託訓練参加者県

■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。

涯学習推進計画市民策定
委員

生

第３次安城市生涯学習推進計画策定
のため、施策の提言をする市民策定委
員を募集します。
■内任期獅平成２７年３月３１日昇まで 活
動回数獅２年間で６回程度

■対２０歳以上の市内在住・在勤で生涯学
習の経験・知識・関心がある人

■定３人程度（面接で選考）
■申７月１７日昌までの午前９時～午後５
時（休館日は除く）に、応募用紙を持
参・郵送（必着）で文化センター（〒
４４６－００４１桜町１７－１１／緯〈７６〉１５１５）
へ
※応募用紙は同センター・市公式
ウェブサイトで配布。

テレビ放送やインターネットなどで
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年在学） 出願期間獅８
月３１日松まで

■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）へ

蒸気機関車写生大会
入賞者決定

１４０人の参加があり、６月１６日に
中部公民館で表彰しました。特別賞
受賞者は次の皆さん。（敬称略）
■内市長賞獅金子陽斗 市議会議長賞

はる と

獅築山真衣 教育長賞獅米津妃菜
ま い ひ な

中日新聞社賞獅磯貝真花 三河安
まな か

城駅長賞獅下村侑愛 安城駅長賞獅犬塚雅統 ＳＬ保存会長賞獅服部慎太
ゆう あ まさ のり しん た

郎、池田光帆、築山結衣
ろう み ほ ゆ い

■問公園緑地課（緯〈７１〉２２４４）

金子さんの作金子さんの作品品

■時９月３日昇～１０月４日晶の捷～晶午
前９時～午後０時１５分

■場障害者職業支援センターくるくる
（今池町）
■内ワード・エクセルの基本操作および
ビジネス実務マナーの習得、事務作
業の職場体験トレーニング

■対身体障害・精神障害・知的障害の障
害者手帳を有している人（聴覚・視
覚障害の人を除く）

■定８人（面接で選考）
■申８月７日昌までにハローワーク刈谷
へ（事前に同所での求職登録が必要）

■問ハローワーク刈谷（緯〈２１〉５００１）、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）

■場南部デイサービスセンター
■内勤務日時施８月１日昭～来年３月３１
日捷の捷～晶午前８時３０分～午後５
時１５分のうち指定時間（週２０時間未
満、抄勤務あり） 勤務内容獅入浴
介助・食事介助・レクリエーション・
送迎車の運転など 賃金施時給１０７０
円（通勤割増１日２００円） 選考日施

７月２４日昌（面接）
※来年４月以降も更新の場合あり。

■対介護福祉士、ホームヘルパー１級ま
たは２級のいずれかの資格があり、
普通自動車運転免
許を有する人

■定１人
■申７月９日昇～１９日
晶午前９時～午後
５時（掌捷抄を除
く）に、申込書と資格証明書を持っ
て社会福祉会館（緯〈７７〉２９４１）へ
※申込書は、同館・市社会福祉協議
会ウェブサイトで配布。

冬野菜づくり「入門コー
ス」参加者

秋

■時開講式獅８月２７日昇 受講期間獅８
月２９日昭～来年１月２４日晶

■内野菜づくりの基礎、栽培実習など
■対市内在住で畑の管理作業などができ
る健康な人

■定３０人（定員を超えた場合は抽選）
■￥１万５０００円
■申７月１６日昇～８月２日晶に受講申込
書に必要事項を記入し、持参か郵送
（必着）でアグリライフ支援センター
（捷を除く）（〒４４４－１２０１石井町辻原
１３１－２）または、農務課（松掌を除
く）（〒４４６－８５０１住所記載不要）へ
※受講申込書は同センター・同課・
文化センター・各地区公民館・市公
式ウェブサイトで配布。

■場■問アグリライフ支援センター（緯〈９２〉
６２００）

野野菜づくりの基礎が学べま野菜づくりの基礎が学べますす

害者福祉計画の策定委員障
障害のある人が住み慣れた地域で自
立した生活を送るとともに、誰もが地
域で助け合い、共に支え合う社会を築
くため「安城市障害者福祉計画」を策定
します。あなたも計画策定に参画しま
せんか。
■内任期獅平成２７年３月３１日昇まで 活
動回数獅２年間で平日昼間６回程度

■対１８歳以上の市内在住・在勤・在学の
人

■定１人程度
■申７月１６日昇まで（必着）に応募用紙に
「応募の動機・市の障害者福祉に関
する意見など」（８００字程度）を記入し、
持参・郵送またはＥメールで障害福
祉課（〒４４６－８５０１住所記載不要／
shofuku@city.anjo.aichi.jp／緯

〈７１〉２２２５）へ
※応募用紙は同課・市公式ウェブサ
イトで配布。
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スポーツセンタープール
夏休み期間利用時間変更

市

少年のスマホ（携帯電話）の
利用には危険がいっぱい

青

子家庭等・後期高齢者福
祉医療費受給者証を更新

母

民健康保険税納税通知書
などを送付

国

民年金保険料の免除申請
を受け付け

国

■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

■時７月２０日松～８月３１日松（捷は休館）
■内期間中の利用時間を午前１０時～午後
９時に変更

■場■問市スポーツセンター（緯〈７５〉３５４５）

今年度の国民健康保険税納税通知書
および国民健康保険税特別徴収額通知
書を７月１２日晶に発送します。７月２２
日捷を過ぎても届かない人は連絡して
ください。
■問国保年金課（緯〈７１〉２２３０）

８月１日昭から受給者証を新しくし
ます。更新対象者へは７月１日に申請
書を送付しましたので、必要事項を記
入し提出してください。７月下旬に新
しい受給者証を送付します。
■問国保年金課（緯〈７１〉２２３２）

■時免除期間獅７月１日～来年６月３０日
捷

■内保険料の全額または一部を免除
■対所得の減少や失業など、経済的な理
由で国民年金保険料を納めることが
難しく、一定の要件に該当する人
※継続申請の希望者で、平成２４年の
所得申告をしている場合は申請不要。

■他免除を受けた期間は年金受給資格期
間には算入しますが、老齢基礎年金
は減額します。
なお、３０歳未満で所得が低く、一
定の要件に該当する人は、保険料の
後払いができる若年者納付猶予制度
があります

■申年金手帳と印鑑を持って国保年金課
（緯〈７１〉２２３１）へ

転免許の自主返納を支援運
■内返納した人に、２年間有効のあんく
るバス無料乗車券と住民基本台帳カ
ード（写真付身分証明書）を渡します

■対市内在住で、有効期限内のすべての
運転免許を返納する人

■申捷～晶午前９時～１１時、午後１時～
３時（抄を除く）に安城警察署で運転
免許を返納した後、市市民安全課
（緯〈７１〉２２１９）へ
※本人確認できるものを持参。免許
返納後は運転できません。

■内有害情報をブロックするフィルタリ
ングの普及・利用促進を図るため、
県青少年保護育成条例を一部改正し、
７月から施行します。詳細は、県社
会活動推進課ウェブサイトをご覧く
ださい

■問県民生活部社会活動推進課（緯０５２
〈９５４〉６１７５）、青少年の家（緯〈７６〉３４３２）

少年の非行・被害防止に
取り組む県民運動

青

■時７月1日捷～８月３１日松

■内日ごろから子どもとの会話の機会を
持ち、地域ぐるみで青少年の非行防
止運動に取り組みましょう スロー
ガン獅非行の芽 はやめにつもう
みな我が子

■問青少年の家（緯〈７６〉３４３２）

◆◆◆衣浦東部広域連合ＮＥＷＳ◆◆◆
本年第１回衣浦東部広域連合議会臨時会を、５月２９日に広域連合議場（刈
谷市役所内）にて開催。この議会は、安城市、碧南市および高浜市選出議員
の辞職により、３市議会にて、後任の広域連合議会議員を選出したことに伴
うものです。
議会では、正副議長の選挙で、議長に鈴木みのり議員、副議長に野場慶徳

よし のり

議員を選出しました。また、広域連合副長および監査委員（議会選出）の人事
案件を同意しました。さらに、選挙管理委員および補充員の選挙を開催しま
した。〈以下敬称略〉
●今回選出の衣浦東部広域連合議会議員（議席番号順）
安城市選出獅太田安彦、二村

やす ひこ に むら

守、深津
まもる

修
おさむ

、野場慶徳、早川建一
けん いち

碧南市選出獅辻正
しょう

三、祢宜田拓治、鈴木みのり
ぞう ね ぎ た たく じ

高浜市選出獅黒川美克、幸前信雄
よし かつ こう ぜん のぶ お

●正副議長
議長獅鈴木みのり（碧南市）
副議長獅野場慶徳（安城市）
●同意した人事案件
広域連合副長獅清水雅美（知立市副市長）

まさ み

監査委員（議選）獅幸前信雄（高浜市）
●消防業務充実のための寄付ありがとうございました
アイシン開発株式会社
■問衣浦東部広域連合消防局総務課（緯〈６３〉０１３１）

鈴木議長 野場副議長

の交通安全市民運動夏
■時期間獅７月１１日昭～２０日松

■内運動重点獅子どもと高齢者を交通事
故から守ろう。すべての座席でシー
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。歩道は歩行者優先。自転車は安
全速度で走ろう

■問市民安全課（緯〈７１〉２２１９）

日本大震災義援金
ありがとうございます

東

５月３１日までに市社会福祉協議会に
寄せられた義援金は９８１０万３０７円です。
５月１日～３１日受付分／敬称略
マーメイドパレス、丈山苑、古井町
内会中学生ボランティア隊、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〉２９
４１）

車場防犯カメラ設置補助
申請を受け付け

駐

市では、マンション・アパートの駐
車場、貸し駐車場など５台以上駐車で
きる駐車場に設置する防犯カメラの購
入を補助しています。詳しくは、本紙
４月１５日号をご覧ください。
■問市民安全課（緯〈７１〉２２１９）


