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介広報あんじょう 2013.１０.1

■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。

月１１日晶～２０日掌は町を
美しくする運動

１０

１０月１３日掌・２０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１１日晶～２０日掌午前９時～午後
９時（１５日昇を除く）

■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）

■時１０月１日昇～１２月３１日昇

■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。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日昇時点で６５歳以上の人、ま
たは６０～６４歳で心臓・じん臓・呼吸
機能障害および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
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日晶ま
で
■内■対助成金額施１回１０００円 助成回数
諮平成７年４月２日～平成１３年４月
１日生まれ施１回 平成１３年４月２
日～平成２４年１２月３１日生まれ施２回

齢者・子どもインフルエ
ンザ予防接種

高

■時■対１０月２７日掌の下表の時間

※６月に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）

受け付け時間対象
午前９時～９
時４５分

平成２３年５・６月生
まれ

午前９時４５分
～１０時３０分

平成２３年７・８月生
まれ

午前１０時３０分
～１１時１５分

平成２３年９・１０月生
まれ

午前１１時１５分
～１１時３０分

平成２２年１１月～平成
２３年４月生まれ（※）

歳児の歯科健診とフッ化
物（フッ素）塗布

２

＊＊＊＊＊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２２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、
２人の一般質問のほか、平成２４年度一般会計歳入歳出決算認定、平成２５年度
一般会計補正予算（第１号）など２議案を可決しました。

■平成２４年度衣浦東部広域連合一般会計歳入歳出決算
歳入（単位：円）

収入率構成比収入済額予算現額科目
１００．０％９５．５％４，６６７，００４，３１０４，６６７，００５，０００分担金及び負担金
１３６．１％０．４％１８，７９２，８３６１３，８０８，０００使用料及び手数料
１００．０％０．３％１６，５６３，２７５１６，５６４，０００国庫支出金
－－０２，０００県支出金

１５，７００％０．０％１５７，０００１，０００財産収入
１０２．４％０．５％２１，５００，０００２１，０００，０００寄付金
１００．０％２．９％１４１，７４５，６９０１４１，７４５，０００繰越金
１８２．２％０．４％１９，６２０，７３１１０，７６７，０００諸収入
１００．３％１００．０％４，８８５，３８３，８４２４，８７０，８９２，０００計

■問衣浦東部広域連合総務課（刈谷市／緯〈６３〉０１３１）

歳出（単位：円）
執行率構成比支出済額予算現額科目
８５．８％０．１％１，８２２，６９２２，１２４，０００議会費
９３．７％３．６％１７０，７６４，５７５１８２，３２３，０００総務費
９７．３％９６．１％４，５３０，６６３，５１２４，６５４，８７１，０００消防費
９５．７％０．２％１１，０７１，０９４１１，５７４，０００公債費
－－０２０，０００，０００予備費
９６．８％１００．０％４，７１４，３２１，８７３４，８７０，８９２，０００計

■時１２月２４日昇までの午前８時３０分～午
後５時１５分（松掌抄承を除く）

■内建物設置者の代表者の変更並びに小
売業者の名称および代表者の変更
店舗名称獅ピアゴ東栄店（東栄町）

■問県商業流通課（緯０５２〈９５４〉６３３８）、市
商工課（緯〈７１〉２２３５）

規模小売店舗立地法に係
る届出書の縦覧

大

清清掃をして住みよい町清掃をして住みよい町へへ
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■問市施設管理協会（緯〈７５〉２３２２）、市給
食課（緯〈７６〉４７００）

臨時給食調理員
■時採用日施１１月上旬
■場勤務場所施陰北部調理場（池浦町）、
隠中部調理場（福釜町）

■内勤務日時諮捷～晶（抄を除く） 陰獅

午後１時３０分～４時３０分（夏休みな
ど学校給食がない日を除く） 隠獅

午後１時１５分～４時１５分 勤務内容
獅食器類の洗浄など 賃金施時給
９３０円、通勤割増１日２００円 選考獅

面接（１０月２２日昇）
■定５人程度
■申１０月３日昭～１７日昭午前９時～午後
５時（１２日松～１４日抄を除く）に、採
用申込書を持って市施設管理協会へ
※採用申込書は同協会・市公式ウェ
ブサイトで配布。提出書類は返却し
ません。

臨時給食調理職員登録者
臨時調理職員（午前勤務・午後勤務）

の登録は随時電話で受け付けています。
勤務条件などを確認しながら、欠員の
生じた調理場で勤務していただきます。

時給食調理職員臨

デデデンンパパーククク「「「ロロママンンチチチッックククXXmmaass」」」イイイベベンントト参参参加加加者者者デンパーク「ロマンチックXmas」イベント参加者
■時１１月３０日松、１２月１日掌・７日松・８日掌・１４日松・１５日掌・２１日松～２３
日抄に１回３０分のステージを１～２回（出演時間は午後３時～８時）

■内音楽やダンス、大道芸など、デンパークのイメージに合うクリスマスらし
いもの

■申１０月２３日昌まで（必着）に、代表者の住所・氏名・電話（ファクス）番号・Ｅ
メールアドレス・参加希望日（複数可）を明記し、演奏内容のわかるＣＤ・
ＤＶＤなどのデモテープを、郵送でデンパークイベント参加者募集係（〒
４４６－００４６安城市赤松町梶１／緯〈９２〉７１１１）へ
※過去１年間に出演実績のある人はデモテープは不要。

■他デンパークの音響機材を利用できま
すが、高度な操作は参加者でオペレ
ーターを手配してください。応募者
多数の場合は調整の上、出演をお断
りする場合があります。１１月７日昭

までに出演の可否を連絡します。出
演者一人につき２枚のデンパーク招
待券を進呈します。デモテープは返
却しません

■内職務内容施企画スタッフ（イベント
および広報宣伝業務の補助） 勤務
時間施午前９時～５時のうち指定時
間 賃金施時給７８０円（松掌抄は１００
円増）、通勤割増１日２００円

■対松掌抄も働くことができ、パソコン
の操作（ワード・エクセル、できれ
ばイラストレーター）ができる人

■定１人
■申電話でデンパーク（緯〈９２〉７１１１）へ

ンパークのパート・アル
バイト

デ

■時来年４月８日昇（予定）から１年間
■内募集科獅機械科、縫製科、木工科、
陶磁器科、紙器製造科

■対義務教育を終了または来年３月終了
見込みの知的障害のある人で、集団
生活に支障がなく、訓練の妨げとな
る問題行動のない人

■定各２０人（試験により選考）
■申各期限までに入校願書、療育手帳の
写し（または判定書の写し）、健康診
断書などをハローワーク刈谷へ
提出期限諮Ａ日程獅１０月１１日晶 Ｂ
日程獅１１月２７日昌～来年１月２４日晶

※Ａ日程で定員に達した場合、Ｂ日
程試験はしません。願書は、春日台
職業訓練校ウェブサイトで配布。

■問春日台職業訓練校（春日井市／緯０５６
８〈８８〉０８１１）、市障害福祉課（緯〈７１〉２２
２５）

市内の約５万６０００件の水道利用者へ、
市が２カ月に１回配布している「使用
水量のお知らせ（検針票）」の裏面に掲
載する有料広告を募集します。
■内広告枠獅縦４５㎜×横６３㎜の大きさ、
４色刷り 掲載期間獅来年４月～平
成２７年３月

■定２枠
■￥最低提示額１２万円（消費税などを含む）
■申１０月４日晶～１１月１５日晶午前８時３０
分～午後５時１５分（松掌抄承を除く）
に、申込書と会社概要（パンフレッ
ト）、広告原稿を持参か郵送（必着）で
水道業務課（〒４４６－８５０１住所記載不
要／緯〈７１〉２２４９）へ
※申込書は同課・市公式ウェブサイ
トで配布。提出書類は返却しません。

道使用量のお知らせ（検
針票）広告掲載者

水

昨昨年のロマンチッ昨年のロマンチッククＸＸmasmasのの様子様子

イベントの様イベントの様子子

市内全域の給食調理の仕事で市内全域の給食調理の仕事ですす

■時１１月９日松

■内推薦・社会人入学試験 試験科目獅

国語総合（古文・漢文を除く）、面接
■対来年３月高等学校卒業見込みの人。
来年４月１日現在、２０歳～３４歳で、
高等学校卒業および同等の学力があ
る人
※合格した場合は、本校への入学を
確約できること。

■定２０人程度
■申１０月２２日昇～１１月１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）

城碧海看護専門学校学生安

日台職業訓練校訓練生春
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史 館歴史歴史史博物館史博物館館館歴史歴史史博物館史博物館館館のの募集募集募集募集歴史博物館の募集
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■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。

（ ）内は前月比

〈平成25年9月1日現在〉
総 人 口
男 性
女 性

世 帯 数

18万3459人（＋75）
9万4035人（＋19）
8万9424人（＋56）
7万51世帯（＋22）

火 災
救 急

（年間累計／前年対比）

刑 法 犯
交通事故
負 傷 者
死 者

178件（1586件／－190）
594件（4709件／－ 48）
117人（ 862人／－144）
0人（ 3人／± 0）

人口・世帯

８月の火災・救急

８月の犯罪・事故

17件（うち建物 10件）
699件（うち急病496件）

いち花フェスタ２０１３＆
アグリンフェア西尾

あ 西
尾

浜のまつり高 高
浜

■時１１月３０日松正午～午後４時
■場市民会館
■内募集作品施絵画（４ツ切以下の画用
紙、画材・題材は自由）

■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児童・生徒

■他作品は、１２月１日掌～８日掌総合福
祉センターでも展示します

■申１０月７日捷～１１月８日晶午前８時３０
分～午後５時１５分（松掌抄承を除く）
に、申込書と作品を持って障害福祉
課（緯〈７１〉２２５９）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。

んぷくまつり展示作品あ

「あいち花フェスタ２０１３」を西三河
地域最大の花の産地の西尾市で開催。
■問県農林水産部園芸農産課（緯０５２〈９５
４〉６４１９）、西尾市農林水産課（緯０５６３
〈６５〉２１３５）
プレステージ
■時１０月１９日松・２０日掌

■場ＪＡ西三河事務センターおよび西尾
市憩の農園（西尾市斉藤町）

■内花の展示・販売や花育教室など
メインステージ
■時１１月１日晶～４日承

■場西尾市総合体育館（西尾市小島町）
■内地元団体などによるフラワーディス
プレイ、「あいちの花」や「ハンギング
バスケット」のコンテスト、生け花
の実演などのステージイベント、西
三河地域の花き団体・市町・ＪＡな
どによる花の展示販売など
アグリンフェア西尾
■時１１月２日松～４日承

■場西尾市総合体育館
■内うなぎや抹茶など西尾の特産品の販
売など

■問高浜市文化スポーツグループ（緯〈５２〉
１１１１）
おまんと
法被に地下足袋姿の若者が、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飛びつき、人馬
一体となって駆け回る勇壮なお祭り。
■時１０月５日松・６日掌午前８時～午後
５時ごろ

■場春日神社、八劔社（高浜市春日町）
はっ けん しゃ

射放弓（しゃほうきゅう）
八幡社と神明社に「お弓奉納の儀」と
して約３５０年の歴史を誇るお祭りです。
法被に地下足袋姿の若者が、東西へ白
羽の矢を放ちます。放たれた矢は、見
学者が争うように拾い、破魔矢として
家に飾る風習があります。
■時■場１０月１２日松獅八幡社（高浜市八幡
町）１０月１３日掌獅神明社（芳川町）
いずれも日の出～午後１時３０分まで

博物館ボランティア
■内活動内容施展示解説や火起こし体
験の補助、イベントの手伝いなど

■対松掌を含め、いつでも参加可能で、
１０月２３日昌・３０日昌、１１月１３日昌

に開催予定のボランティア養成講
座全てに出席できる人

■申１０月２２日昇までの昇～掌午前８時
３０分～午後５時（捷、１５日昇を除
く）に電話で歴史博物館へ

歴史・民俗資料整理の臨時職員
■内勤務時間施１１月１日晶～来年３月
３０日掌午前９時～午後３時３０分の

うち、指定日（松掌も勤務できる
こと） 賃金施時給９００円、通勤割
増１日２００円

■定２人程度（面接獅１０月２３日昌）
■申１０月８日昇～１３日掌午前８時３０分
～午後５時に写真付きの履歴書を
持って歴史博物館へ

■場■問歴史博物館（緯〈７７〉６６５５）

勇勇壮勇壮なな「おまんと「おまんと」」

歴史博物歴史博物館館

力作をお待ちしていま力作をお待ちしていますす

情
報
Ｂ
Ｏ
Ｘ

■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
広報あんじょう 2013.10.1回

INFORMAÇÕESÚTEIS
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。

※ Inscriçõeseinformaçõessomente
emjaponês

※ Applicationsandinquirieswillbe
inJapanese.


