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介広報あんじょう 2013.11.1

■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。

月の再生家具入札販売今
■時１１月１０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）

種防火管理再講習甲
■時１２月１３日晶午後１時３０分～４時
■場高浜市中央公民館（高浜市湯山町）
■対甲種防火管理講習を修了した人
■定３０人（先着順）
■￥２０００円（当日徴収）
■申１１月２５日捷～２９日晶午前８時３０分～
午後５時に、申込書と証明写真（縦
４尺×横３尺／３カ月以内のもの）、
防火管理講習の修了証の写しを持っ
て、安城消防署（緯〈７５〉２４５８）へ
※申込書は同署・衣浦東部広域連合
ウェブサイトで配布。

安城・碧南・刈谷・知立・高浜市在
住・在勤・在学の人はどの会場でも受
講可。
■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
■時１１月１６日松午前９時～正午
■場碧南消防署
■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と
きの処置など

■定２０人（先着順）
■申１１月５日昇午前９時から同署救急係
（緯〈４１〉２６２５）へ
応急手当普及員再講習
■時１１月２４日掌午前９時～正午
■場高浜消防署
■内応急手当を普及するための指導技能
の維持・向上

■対普及員の資格を有し、認定日から３
年目を迎える企業団体の人

■定２０人（先着順）
■申１１月５日昇午前９時から同署救急係
（緯〈５２〉１１９０）へ
普通救命講習Ⅰ
■時１１月３０日松午前９時～正午
■場知立消防署
■内心肺蘇生法、ＡＥＤの使用法、止血
法など

■定２０人（先着順）
■申１１月５日昇午前９時から同署救急係
（緯〈８１〉４１４４）へ

命講習会救

ブソンズベイ市姉妹都市
提携２５周年記念イベント

ホ

■場デンパーク
■￥入園料
■問市国際交流協会（市民協働課内／緯

〈７１〉２２６０）
オーストラリア・アート展
■時１１月１３日昌～２５日捷

■内アボリジニ作品を含むオーストラリ
ア人作家の版画３０点を展示

ディジュリドゥの演奏会
■時１１月１６日松午後１時３０分・３時
■内アボリジニ伝統の楽器ディジュリ
ドゥを演奏。吹き方体験もあり

いいざという時のために受講しましょいざという時のために受講しましょうう

販販売する家具の一販売する家具の一例例

展示作品の一展示作品の一例例

デディジュリドディジュリドゥゥ

海農業フェスティバル碧
■問西三河農林水産事務所農業改良普及
課（緯〈７６〉２４００）、市農務課（緯〈７１〉２２
３３）
農畜産物の加工・学習体験
■時１１月３０日松午前９時～１１時
■場でんまぁと安城西部（福釜町）
■内バター作り体験、野菜サラダ作り体
験・試食、チンゲン菜の試食、プチ
農業講座

食育体験・講演会
■時１１月３０日松①午前９時～１１時、隠午
後１時３０分～３時

■場ＪＡあいち中央安城西支店（福釜町）
■内①食育体験施抹茶の呈茶、手作り食
育カルタ・農作物で作った花飾りの
展示など 隠講演会施「食の大切さ、
農業の重要性について」

■講隠施中尾卓嗣氏（ボランタリー食と
たかつぐ

環境教育アドバイザー）

ででんまぁと安城西でんまぁと安城西部部

市職員用パソコンへの広告掲載者を募集
市職員のパソコン約１０００台の起動時に、画面へ掲載する広告です。

■内掲載施来年１月～６月 広告施横８００ピクセル×縦６００ピクセルで、各１０秒
表示 掲載料施最低提示月額１枠１万円（消費税など含む）

■対市税などの滞納が無いなど
■定３枠（１月単位で申し込み可。応募者多数の場合、提示額の高い者を選定）
■申１１月１日～２９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、会社概要、広告原稿データを入れたＣＤ・ＤＶＤ（jpeg形式で１００キ
ロバイト以下）を持参か郵送で情報システム課（〒４４６－８５０１住所記載不要
／緯〈７１〉２２０７）へ
※申込書は同課・市公式ウェブサイトで配布。
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11月は放置自転車クリーンキャンペーン月間

■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 2013.11.1会

児肺炎球菌予防接種のワ
クチンが変更

小

１１月１日から、７価ワクチンから１３
価ワクチンに切り替わります。接種回
数や方法は従来どおりです。すでに配
布した予診票兼接種券で接種できます。
■対５歳未満
※７価ワクチンで接種済みの分は、
再接種の必要はありません。

■問市保健センター（緯〈７６〉１１３３）

■問維持管理課（緯〈７１〉２２３７）
放置自転車は、通行の妨げになったり、街の美観を損ねたりします。駐輪
場や預かり所を利用して、放置自転車をなくしましょう。
●自転車等放置禁止区域を定めています
ＪＲ安城駅・名鉄新安城駅・同南安城駅周辺は、自転車等放置禁止区域で
す。放置された自転車は即日移動し、返還には１台１０００円必要です
●駐輪場ではマナーを守りましょう
通路・入口付近への駐車や割り込みは、ほかの利用者の迷惑となります。
順序よく駐車しましょう。自転車には必ず防犯登録をし、盗難防止のため二
重に施錠をしましょう
●自転車は正しく処分を
不要になった自転車は、リサイクルプラザに持ち込むか、粗大ごみ処理券
を購入して処分を依頼してください

挙管理委員会委員長など
を改選

選

委員長および職務代理者を改選しま
した。
■内委員長施三浦宏己氏（和泉町）、委員長

ひろ み

職務代理者施小熊美沙子氏（池浦町）
お ぐま み さ こ

■問行政課（緯〈７１〉２２０８）

月は児童虐待防止推進月
間

１１

子育てに悩み、負担を感じたり、疲
れたりして、つい子どもを叩いてしま
ったことはありませんか？
子育ては、誰かの手助けが必要です。
一人で悩まず相談してください。
■問刈谷児童相談センター（緯〈２２〉７１１１）、
市子育て支援課（緯〈７１〉２２２９）

昨今、子ども・若者を取り巻く環境
が大きく変
化していま
す。青少年
による重大
な事件・い
じめ問題・
子どもが被
害者となる
事件の発生
や、青少年
の健全な育成を阻害するおそれのある、
違法・有害な情報の氾濫も問題になっ
ています。
社会生活に困難を抱える子ども・若
者の育成支援に理解をお願いします。
スローガン施育てよう 自分に勝てる
子 負けない子
■問青少年の家（緯〈７６〉３４３２）

育施設の年間利用計画を
受け付け

体

市の体育施設を利用する、来年度の
スポーツ競技大会を予定している団体
の利用申請を受け付けます。
■対１００人以上の参加を予定するスポー
ツ競技大会（市内団体主催を優先）

■申１１月７日昭～３０日松午前９時～午後
５時（捷を除く）に、申込用紙を持っ
て市体育館（緯〈７５〉３５３５）へ
※申込用紙は、同館・市公式ウェブ
サイトで配布。

月は子ども・若者育成支
援県民運動強調月間

１１

■内利用日施来年４月１日昇～９月３０日昇

■他多目的ホール（調理実習室・会議室
を含む）で、１００人以上の講演などを
する団体利用は、１団体につき３日
まで予約可。
※上・下半期合わせて３日まで。

■申１１月１６日松～３０日松午前９時～午後
８時（１８日捷・２５日捷を除く）に、申
込書を持って市民交流センター（緯

〈７１〉０６０１）へ
※申込書は、同センターで配布。申
請が多数の場合、調整します。

■問市民協働課（緯〈７１〉２２１８）

民交流センターの来年度
上半期利用予約を受け付け

市

知県最低賃金の改正愛
愛知県最低賃金は、１０月２６日から時
給７８０円に改正されました。
県の特定（産業別）最低賃金（７業種）
については、調査審議中です。今後の
改正状況に注意してください。
■問刈谷労働基準監督署（緯〈２１〉４８８５）、
市商工課（緯〈７１〉２２３５）

安城市障害者福祉計画（第４次安城
市障害者計画・第４期安城市障害福祉
計画）策定のため、１１月中旬にアンケ
ートを送付します。１１月３０日松（必着）
までに返送してください。
■対障害者手帳の所持者・特定疾患の人
のうち２４００人および１８歳以上の人の
うち上記以外で１６００人（いずれも無
作為抽出）

■問障害福祉課（緯〈７１〉２２２５）

害者福祉の調査にご協力
を

障

■内家屋施住宅・店舗・車庫・物置など
を新築・増築すると、固定資産税な
どがかかります。評価額を決めるた
め、市職員が家屋調査に伺います。
また、年内に家屋を取り壊した、ま
たは取り壊す予定の人は、資産税課
に連絡してください。 土地施来年
度の固定資産税などの課税のため、
市職員が１２月までに、市内全域を随
時巡回調査します

■問資産税課家屋係（緯〈７１〉２２１５）、同課
土地係（緯〈７１〉２２５６）

屋・土地の現地調査にご
協力を

家

９月３０日までに市社会福祉協議会に
寄せられた義援金は９８３５万５７００円です。
■問市社会福祉協議会総務課（緯〈７７〉２９４
１）
９月１日～３０日受け付け分／敬称略
募金箱への多数の寄付者

日本大震災義援金
ありがとうございます

東

すすこやかな子どもの成長すこやかな子どもの成長をを


