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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。

祉への善意・寄付
ありがとうございます

福

権擁護委員が決定人
１０月１日付けで、人権擁護委員に山
口俊雄氏（再任・池浦町）、岩月浩治氏

とし お こう じ

（再任・野寺町）が委嘱されました。
任期獅３年
■問市民課（緯〈７１〉２２２１）

８月分／受け付け順／敬称略
市社会福祉協議会 善意銀行
さわやかダンス、鹿乗福祉委員会、杉
山洋一、廣瀬昌恵、杉浦広志、ふれあ
いダンス、桜井福祉センター利用者、
匿名
市役所関係
ファミコンプラザ安城店、ファミコン
プラザ里町店、佐々木みさの

あんジョイプラン７（第７次安城市
高齢者福祉計画・第６期安城市介護保
険事業計画）の策定のため、１０月下旬
にアンケートを送付します。１１月１５日
晶までに返送してください。
回答内容は、目的以外には使用しま
せん。
■対陰要支援・要介護認定を受けていな
い６５歳以上の人のうち無作為抽出し
た２０００人 隠１０月１日時点で要支援・
要介護認定を受けているすべての人

■問介護保険課（緯〈７１〉２２２６）

■安城サンクスフェスティバル
■時１０月２６日松午前１０時～午後４時３０
分

■場ＪＲ安城駅南側商店街一帯
■内商店街グルメの販売・ステージイ
ベント・ゲームコーナーなど

■問叙安城スタイル（緯〈７３〉９５１１）、市
商工課（緯〈７１〉２２３５） 安安城サンクスフェスティバ安城サンクスフェスティバルル

齢者等実態調査にご協力
を

高

会資本整備総合交付金事
後評価原案の公表

社

■時１０月１８日晶～１１月１日晶午前８時３０
分～午後５時１５分（松掌を除く）

■内市が実施している安城桜井地区都市
再生整備計画事業の事後評価原案を
とりまとめたものを公表
※事後評価原案は、市公式ウェブサ
イトに掲載。

■場■問都市計画課（緯〈７１〉２２４３）

■あんくるバス乗車無料デー
■時１０月２６日松終日
■内どこからでも何回乗っても無料
■対あんくるバス全路線
■他安城サンクスフェスティバル会場
の「エコりんりん」のブース来場者
に、あんくるバスのシールを進呈

■問都市計画課（緯〈７１〉２２４３）

■時１０月２６日松午前９時～午後３時（小
雨決行）

■内南吉の下宿先（新田町）をはじめ、南
吉が見たであろう建物や建物跡、JR
安城駅周辺の南吉ウォールペイント
を見て回ります（約７灼）。安城サン
クスフェスティバル（下記参照）の見
学もあり

■対小学５年生以上の人（小学生は保護
者同伴）

■持弁当・飲み物・帽子
※昼食は安城サンクスフェスティバ
ル会場で購入可。

■申１０月２５日晶までに参加者氏名（２人
以上の場合は代表者、小学生は同伴
者も）・年齢・参加人数・電話番号を
電話かＥメールで文化財課（緯〈７７〉４
４７７／bunkazai@city.anjo.aichi.jp）
へ

の歴史ウオーク新美南吉
の下宿先と彼が見た風景

秋

■時１１月５日昇午前１０時～午後３時
■場岡崎商工会議所会館
■内夫婦間の問題や遺産相続などの相談
■問名古屋家庭裁判所岡崎支部（緯０５６４
〈５１〉８９７２）、市市民課（緯〈７１〉２２２１）

料調停相談会無

■時来年１月または２月から
■場名古屋市
■内陰パソコン中級ワード 隠パソコン
中級エクセル 韻調剤薬局事務

■対県内の母子家庭の母・寡婦で、全日
程に出席できる人

■定各２０人（定員を超えた場合は抽選）
■￥教材費
■申１１月１日晶～２２日晶午前８時３０分～
午後５時１５分（松掌抄承を除く）に子
育て支援課（緯〈７１〉２２２９）へ

子家庭就業支援講習会母

新新美南吉の下宿新美南吉の下宿先先

■時１１月３日抄・２４日掌午前９時～１０時
■場３日諮集合場所
獅マーメイドパ
レス臨時駐車場
清掃場所獅半場

はん ば

川堤防とその周辺（隅田橋～惣山橋）
すみ だ そう やま

２４日諮集合場所獅子安観音駐車場
こ やす かん のん

（城ヶ入町） 清掃場所獅半場川堤防
とその周辺（惣山橋～内浜橋）

うち はま

■内最寄りの場所からごみを拾いながら、
午前１０時までに集合場所へ来てくだ
さい。活動終了後、豚汁の振る舞い
などがあります

■持ごみ拾い用具・ごみ袋・軍手
■問ＮＰＯ法人エコネットあんじょう
（緯〈５５〉１３１５）、環境首都推進課（緯〈７
１〉２２０６）

んば川クリーン活動は

クション油ヶ淵in安城ア
■時１１月９日松午後２時～４時１０分
■場文化センター
■内明和小児童の水質浄化の発表、エコ
ロジロー氏の講演、水質浄化の展示

■問市環境首都推進課（緯〈７１〉２２０６）、県
水地盤環境課（緯０５２〈９５４〉６２１９）

半半場半場川川

■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
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■内下表のとおり

■対本市に住民登録があり、市内に居住しており、引き続き永住する人で、次のい
ずれかに該当する人
暫死亡者の遺骨があるが、墓地がない人
暫市外に墓地があり、墓地の移転を必要とする人

■申①獅１０月１８日晶～３１日昭午前８時３０分～午後５時１５分（松掌を除く）に、認め印
を持って市保健センター（緯〈７６〉１１３３）へ ②獅捷～晶午前８時３０分～午後５時
１５分（抄承を除く）に市保健センターへ
※募集要項・申込書は、同センター・市公式ウェブサイトで配布。

その他定員永代使用料１区画面積霊園名
いずれも未使用で返
還された区画４区画４２万７５００円２．２５釈（１．５杓

×１．５杓）
安城霊園
（北山崎町）①

いずれも使用済み返
還区画１４区画４２万７５００円２．２５釈（１．５杓

×１．５杓）橋目霊園
（橋目町）②

９月２５日現在、いず
れも未使用区画１３２区画２７万３６００円１．４４釈（１．２杓

×１．２杓）
※①獅定員を超えた場合は抽選、②獅先着順。

営霊園希望者市

■時１１月１２日昇午後１時～３時
■場市役所北庁舎１階相談室
■内消費生活相談員と法律専門家による
多重債務者相談会

■定４人（先着順）
■申１１月１日晶からの午前９時～午後５
時１５分（松掌抄承を除く）に商工課
（緯〈７１〉２２３５）へ

多重債務者相談強化月間
無料相談会

県

ァミリー・サポート・セ
ンターの会員

フ

子育ての手助けをしてほしい人と子
育ての協力をしてくれる人が、お互い
に助け合う会員組織です。
■対依頼会員（子育ての手助けをしてほ
しい人）獅市内在住・在勤・在学の
人 提供会員（子育ての協力をして
くれる人）獅市内在住で、心身とも
に健康で自宅に子どもを預かること
ができ、子どもが好きでボランティ
ア精神のある人

■申事前にファミリー・サポート・セン
ター（あんぱ～く内／緯〈７２〉２３１５）へ
依頼会員希望者の入会説明会
毎月２回説明会を開催しています。
事前に同センターへ。
提供会員希望者への講習会
■時１１月１２日昇午前９時～午後３時３０分
※保育サポーター養成講座・子育て
ネットワーカー養成講座を修了した
人は講習会を免除。

■他子ども１人につき時給６００～７００円の
報酬あり

部公民館臨時用務員中
■内勤務日時獅昇～掌午前８時３０分～午
後５時のうち指定する日時 勤務内
容獅清掃、受付、催事手伝いなど
賃金獅時給９２０円、通勤割増１日２００
円 採用日獅１２月１日掌

■対簡単なパソコン操作ができ、松掌抄

も勤務できる人
■定１人
■申１０月３０日昌までの午前９時～午後５
時（捷を除く）に、写真付き履歴書を
持って直接中部公民館（緯〈７４〉８５７０）
へ
※募集要項は同館で配布。

■時受付期間諮推薦入試獅１１月１日晶～
１２月６日晶 一般入試獅１１月１日晶

～来年１月１０日晶 試験日諮推薦入
試獅来年１月１１日松～１３日抄のうち
指定日 一般入試獅来年１月１８日松

（１次試験）、来年２月１日松～４日
昇のうち指定日（２次試験）

■対中学校を卒業または来年３月に卒業
見込みの１６歳以下の男子

■他１０月２０日掌、１１月２４日掌午前１０時～
１１時３０分に、刈谷市総合文化センタ
ーで説明会を開催します

■問自衛隊愛知地方協力本部安城地域事
務所（緯〈７４〉６８９４）、市行政課（緯〈７１〉
２２０８）

上自衛隊高等工科学校生
徒

陸

■対「県内一斉ノー残業デー運動」「有給
休暇取得プラス１運動」「育児・介護
支援」「メンタルヘルス対策」などに
賛同する企業・
団体・事業所

■申１１月３０日松ま
でに、申込用
紙を郵送かフ
ァクスで県労
働福祉課（〒４６０－８５０１住所記載不要
／胃０５２〈９５４〉６９２６）へ
※申込用紙は市商工課、県公式ウェ
ブサイト「ワーク・ライフ・バラン
ス推進運動」ページで配布。

■問県労働福祉課（緯０５２〈９５４〉６３６０）、市
商工課（緯〈７１〉２２３５）

いちワーク・ライフ・バ
ランス推進運動賛同団体

あ

中中部公民中部公民館館

■時１２月２７日晶までの午前８時３０分～午
後５時１５分（松掌抄承を除く）

■内大規模小売店舗を設置する者の代表
者の変更 店舗名称獅アンディショ
ッピングセンター（住吉町）

■場■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


