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塊広報あんじょう 2014.4.1

■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。

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
■時４月１９日松午前９時～正午
■場刈谷消防署
■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４月５日松午前９時から刈谷消防署
（緯〈２３〉１２９９）へ
普通救命講習Ⅰ
■時４月２０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４月５日松午前９時から碧南消防署
（緯〈４１〉２６２５）へ

命講習会救救救救救救救救救救救

育て支援センターの講習
会

子子子子子子子子子子子

■場子育て支援センター（あんぱ～く内）
■他１人１講習まで
■申４月１７日昭午前９時から電話で子育
て支援センター（緯〈７２〉２３１７）へ

親子遊び講習会
■時４月２５日晶午前１０時～１１時３０分
■内親子で楽しもう！キッドビクス
■講元田久美子氏

もと だ く み こ

■対１歳～未就園児とその保護者
■定３０組（先着順）
子育て何でも相談広場
■時５月１６日晶午前１０時～１１時３０分
■内歯のお手入れのポイント
■講歯科衛生士
■対乳幼児とその保護者
■定２０組（先着順）
育児講習会
■時５月２７日昇午前１０時～１１時３０分
■内子どもの足と靴について
■講石原裕久氏

ひろ ひさ

■対乳幼児の保護者
※別室託児あり。
■定３０人（先着順）

パ講座パパパパパパパパパパパ

■時５月３１日松午前１０時～１１時３０分
■場子育て支援センター（あんぱ～く内）
■内パパと遊ぼう！
■講市育メン保育士
■対乳幼児とその父親
■定３０組（先着順）
■申４月１８日晶午前９時から電話で子育
て支援センター（緯〈７２〉２３１７）へ

■場■問歴史博物館（緯〈７７〉６６５５）
常設展ガイド（初心者向け）
■時４月１２日松午前１０時～正午、午後１
時～３時（随時受け付け）

■内館内の展示を解説（３０分・６０分コー
スから選択）
■￥２００円（中学生以下は無料）
企画展記念講演会
■時４月１２日松午後２時～３時３０分
■内「蓮如期三河真宗寺院の本尊～本證

れん にょ

寺・上
じょう

宮寺を中心に～」
ぐう じ

■講小山
お やま

正
しょう

文氏（同朋大学佛教文化研究
ぶん

所研究顧問）
体験講座「かしわもちをつくろう」
■時４月２０日掌午前１０時～正午
■講大久保里香氏

さと か

■定１５組（先着順）
※１組５人まで。１人での参加可。

■￥８００円
■申４月５日松午前９時から電話で同館
へ

史博物館の催し歴歴歴歴歴歴歴歴歴歴歴

ポーツセンターの教室ススススススススススス
■場市スポーツセンター
■持運動のできる服装・室内シューズ・
タオル・飲み物（ペットボトル）
■申４月６日掌～３０日昌の午前９時～午
後８時（捷を除く）に市スポーツセン
ター（緯〈７５〉３５４５）へ
高齢者マシン教室
■時５月９日晶～７月１１日晶の毎週晶午
後１時３０分～３時（全１０回）
■内簡単な運動とマシントレーニング
■対６０歳以上の人
■定１０人程度（先着順）
■￥４５００円
ＺＵＭＢＡ（ズンバ）
■時５月９日晶～７月１１日晶の毎週晶午
後１時３０分～２時３０分（全１０回）
■内ラテン系のリズムに合わせたエクサ
サイズ
■対１８歳以上
■定２０人程度（先着順）
■￥３８００円

■時■内春の夜空は動物がいっぱい施４月
５日松・６日掌・１２日松・１３日掌午
後１時３０分・３時（１３日は午後１時
３０分のみ） 絵画に見た星空施４月
１９日松・２０日掌・２６日松・２７日掌・
２９日抄午後１時３０分・３時
■￥５０円（中学生以下は無料）
■場■問文化センター（緯〈７６〉１５１５）

ラネタリウムの生解説プププププププププププ 子子どもとの触れ合いを楽しも子どもとの触れ合いを楽しもうう

子育てのアドバイスなどをしま子育てのアドバイスなどをしますす

ＺＵＭＢＡを一緒に踊ろＺＵＭＢＡを一緒に踊ろうう

かしわもちを楽しく作ろかしわもちを楽しく作ろうう
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広報あんじょう 2014.4.1壊

２次健康日本２１安城計画
を策定

第第第第第第第第第第第

■内基本方針施生活習慣を見直そう、病
気を予防しよう、健康を社会で支え
よう 計画の期間獅今年度～平成３５
年度（１０年間）
■他計画の詳細については、市保健セン
ター・市政情報コーナー・中央図書
館、市公式ウェブサイトで閲覧でき
ます。概要は、本紙の折り込みチラ
シをご覧ください
■問市保健センター（緯〈７６〉１１３３）

３次安城市地域福祉計画
を策定

第第第第第第第第第第第

■内基本目標施地域まるごと支え合いの
仕組みを創ろう、地域福祉の取り組

つく

みを支援する施策を充実させよう、
暮らしを支える多様なサービスを充
実させよう 計画の期間獅今年度～
平成３０年度（５年間）

■他計画の詳細は、社会福祉課・市政情
報コーナー・中央図書館、市公式ウ
ェブサイトで閲覧できます
■問社会福祉課（緯〈７１〉２２２３）

城市多文化共生プランを
策定

安安安安安安安安安安安

■内スローガン施多文化が花ひらくまち
安城～一人ひとりのルーツを認め、
つながり、輝く～ プランの期間獅

今年度～平成３０年度（５年間）
■他プランの詳細は、市民協働課・市民
課・市政情報コーナー・市国際交流
協会・各地区公民館・市民交流セン
ター・スポーツセンター・青少年の
家・中央図書館・社会福祉会館、市
公式ウェブサイトで閲覧できます

■問市民協働課（緯〈７１〉２２１８）

■問国保年金課（緯〈７１〉２２３２）
保険料仮徴収（年金天引き）の開始
対象者へ４月中旬に通知します。

■他納付を口座振替に変更する人は、振
り替え口座の通帳、通帳の届出印、
健康保険証を持って、国保年金課へ
※変更は申請から３・４カ月後です。

平成２６年度の保険料など
後期高齢者医療保険料などは２年ご
とに見直されます。平成２６・２７年度の
所得割率などは下表のとおりです。

※均等割額の５割軽減・２割軽減の対
象を拡大しました。

保養所の利用助成
■内来年３月３１日昇までの下記保養所の
宿泊料に対し、１泊１０００円（上限４
泊）を助成

■対後期高齢者医療制度被保険者
■申保養所へ同制度被保険者であること
を伝え、宿泊時に保養所窓口で健康
保険証と利用カード（初回利用時に
交付）を提示

電話番号対象保養所

緯０５６８〈６７〉３８１１レイクサイド入鹿
（犬山市）（※）

緯０５９４〈４２〉３３３０
名古屋市休養温泉
ホーム松ヶ島（三重
県桑名市）

緯０５６２〈８２〉０２３５あいち健康の森プラ
ザホテル（東浦町）

緯０５３１〈３５〉１１５１シーサイド伊良湖
（田原市）（※）

緯０５３３〈６８〉４６９６サンヒルズ三河湾
（蒲郡市）（※）

緯０５６５〈６２〉０１００百年草（豊田市）
※市民保養事業対象施設（詳しくは本
紙１５ページ参照）。

期高齢者医療制度後後後後後後後後後後後

平成２４・２５
年度

平成２６・２７
年度

４万３５１０円４万５７６１円均等割額
８.５５％９.００％所得割率
５５万円５７万円賦課限度額

道料金・下水道使用料消
費税相当額を変更

水水水水水水水水水水水

２月２８日までに市社会福祉協議会に
寄せられた義援金は９８９７万６１４４円です。
■問市社会福祉協議会総務課（緯〈７７〉２９４１）
２月１日～２８日受け付け分／敬称略
日浦耕一、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

東東東東東東東東東東東

の募金にご協力を緑緑緑緑緑緑緑緑緑緑緑
町内会・学校・企業などで募金活動
をします。また、公共施設に緑の募金
箱を設置しますので、ご協力をお願い
します。募金の一部は各町内の緑化事
業に活用されます。
■時４月１日昇～５月３１日松

■問公園緑地課（緯〈７１〉２２４４）

■内３月３１日以前から使用している水道
諮ＪＲ東海道本線より北（二本木町・
緑町を含む）獅４月検針分は５％、
６月検針分から８％ その他獅５月
検針分は５％、７月検針分から８％
４月１日昇以降に使用開始する水道
諮最初の検針分から８％
■問水道業務課（緯〈７１〉２２４９）

生保護サポートセンター
の開設時間を変更

更更更更更更更更更更更

４月１日昇から変更します。
■時開設時間獅捷～晶午前９時～正午、
午後１時～４時
※開催日・ところ・内容については
変更ありません。

■問更生保護サポートセンター（緯〈７２〉７
０１０）、社会福祉課（緯〈７１〉２２２３）

更更生保護サポートセンタ更生保護サポートセンターー

水道料金などが変わりま水道料金などが変わりますす

気軽に更生保護の相談をしてくださ気軽に更生保護の相談をしてくださいい

家の新築などで新しく水道を設置す
るとき、土地の前面道路に配水管がな
い場合、一定の要件を満たせば、申込
者が工事業者を選定し、工事すること
ができます。市の指定工事業者へ相談・
依頼してください。
※要件・指定業者などは、水道工務課
へ問い合わせてください。

■問水道工務課（緯〈７１〉２２５０）

道工事の申込方法の一部
を変更

水水水水水水水水水水水
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廻広報あんじょう 2014.4.1

■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。

■場■問歴史博物館（緯〈７７〉６６５５）
安城歴史研究第３９号を販売しています
■内平成２５年度新指定安城市指定文化財
の紹介、江戸時代の川島村～加藤家
文書を読む～、寺津大河内と根崎村
の絆、岡崎海軍航空基地～一兵士の
記録～、白山社・神光寺の変遷と上
条村、安祥城の表記について
■￥８００円
安城歴史研究第４０号の原稿募集
■対市内在住・在勤の人
■内安城の郷土に関する未発表の研究に
ついての２０００～８０００字の原稿
※資料引用の際は、出典を明示。

■申１０月３１日晶まで（休館日を除く）に、
マイクロソフトワードまたはテキス
ト形式で作成した原稿と５枚以内の
写真を、ＵＳＢメモリー・フロッピ
ーディスク・ＣＤ－Ｒのいずれかに
保存し、打ち出し原稿とともに歴史
博物館へ

城歴史研究第３９号を販売・
第４０号の原稿募集

安安安安安安安安安安安 童扶養手当の支給月額が
変更

児児児児児児児児児児児

４月から手当月額が下記のとおり変
更されました。４月中に、現在の受給
者へ変更後の金額の新しい証書、支給
のない人には新しい停止通知書をそれ
ぞれ送付します。
■内３月までの金額諮全部支給獅４万
１１４０円 一部支給獅９７１０円～４万１１
３０円 ４月からの金額諮全部支給獅

４万１０２０円 一部支給獅９６８０円～４
万１０１０円

■問子育て支援課（緯〈７１〉２２２９）

申し込み対象場所日時団体名種目

神宮数見
じんぐうかず み

（緯〈９２〉２５８８）小・中学
生

高棚小捷昌午後７時～９時、
松午前７時～９時

高棚修武
会

剣道
近藤勝登喜

かつ と き

（緯〈７５〉０２８８）桜井中昇午後６時～８時、掌

午前６時３０分～８時
桜井剣道
クラブ

岩田秀樹
ひで き

（緯〈７７〉５５４９）小・中学
生、高校
生

安城中部小昌昭午後７時～９時剣正会

木下光明
みつあき

（緯〈７６〉５５４５）安城東部小昇昭午後７時～９時東部剣道
クラブ

神谷晃一
こういち

（緯〈７７〉８１５４）小学生

二本木小
掌午前８時～９時３０分

安城Ｓサ
ッカーサッカ

ー

安城西部小
錦町小

掌午前１０時～１１時３０分
桜町小

深津忠男
ただ お

（緯〈４１〉５６７７）
４歳児～
小学生明和小松午前９時～正午、掌

午後２時～４時３０分明和FC

鈴木正英
まさひで

（緯〈７５〉９０１０）

小学２～
６年生

安城南部小
掌午前８時～９時３０分
（１～３月は午前８時
３０分～１０時）

西尾
複合種
目（※） 稲垣光治

みつはる

（緯〈７６〉３８４６）東尾河野

亀井修
しゅう

兵
へい

（緯〈９９〉６７６７）桜林小
松掌午前

桜林
ソフト
ボール 岩瀬博

ひろし

（緯〈９９〉４３７４）桜井小桜井

古家
ふるいえ

秀文
ひでふみ

（緯〈７４〉７８９７）
小学生～
大学生桜井公民館

昌午後６時～８時、掌

午後５時３０分～７時３０
分

桜井空手
道

空手道 河野
かわ の

六夫
むつ お

（緯０９０〈８３２４〉
２７４９）

４歳児～
大学生

総合福祉セ
ンター

昌松午後５時３０分～９
時

横山空手
道

可児直子
なお こ

（緯〈９７〉００５６）
小学生～
高校生北部公民館松午後５時３０分～９時里町空手

道

杉本峰
たかね

（緯〈７１〉３３４５）
小学２～
４年生

梨の里小、
市体育館な
ど

捷昇昭晶の夜間、松掌

は随時
安城北ラ
ビッツ

バレー
ボール

※複合種目は、バドミントン、卓球、スキー、キャンプなど幅広い活動をします。

スポーツを通じて心と体を育てることを目的としたスポーツ少年団は、各地区
の小学校を中心に活動しています。
■内■時■場■対■申下表のとおり
■問市体育館（緯〈７５〉３５３５）

スポーツ少年団の団員を募集

安安城歴史研究第３９安城歴史研究第３９号号

ラスの巣作りによる停電
防止にご協力を

カカカカカカカカカカカ

３月～５月はカラスの巣作りが最盛
期となります。電柱の上に巣を作ると
漏電などの原因となり、停電が発生す
る恐れがあります。金属製ハンガー・
針金などを物干し竿・ごみステーショ

ざお

ンに放置しないようお願いします。電
柱の上にカラスの巣を発見したら、中
部電力叙安城サービスステーション
（緯０１２０〈９８５〉６２５）まで連絡をしてくだ
さい。

県に提出された大規模小売店舗立地
法に係る届出書を見ることができます。
■時６月２３日捷までの午前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名称
変更など 店舗名称獅フィールでっ
かいどう（高棚町）、フィール新安城
店・上新電機新安城店（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

大大大大大大大大大大大

西三河都市計画駐車場の変更案を見
ることができます。この案に意見のあ
る人は期間中、市へ意見書を提出する
ことができます。
■時４月９日昌～２３日昌午前８時３０分～
午後５時１５分（松掌を除く）

■場■問都市計画課（緯〈７１〉２２４３）

三河都市計画駐車場変更
案の縦覧

西西西西西西西西西西西
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済対策各種補助金経経経経経経経経経経経

んばる中小企業応援事業ががががががががががが
対象経費の５０％を補助します。ただ

し、年間の限度額があります。
■問商工課（緯〈７１〉２２３５）
人材育成支援事業
■内社内研修・講習会参加費・資格取得
に要する費用 限度額施１５万円以内

販路拡大事業

■内商品見本市などへの出展料 限度額
施６０万円以内

特許申請等事業
■内特許・実用新案・意匠出願の書類作
成費・出願手数料 限度額施６０万円
以内

依頼試験事業
■内公設試験研究機関・大学に依頼する
試験費用など 限度額施１０万円以内

産学連携事業
■内公設試験研究機関・大学への委託研
究費用など 限度額施１０万円以内

海外拠点設立事業
■内海外拠点の設立時における公的機関
への手続き費用など 限度額施４０万
円以内

現場改善等相談事業
■内製造業における製造現場の改善・技
術改善・販路拡大に関するコンサル
ティング費用 限度額施４０万円以内

ＢＣＰ（事業継続計画）策定事業
■内ＢＣＰの策定に係るコンサルティン
グ費用 限度額施４０万円以内

ＩＳＯ認証取得事業
■内ＩＳＯ９００１・１４００１・２２０００の取得に
おける審査登録・コンサルティング
費用 限度額施４０万円以内
研究開発事業
■内事業拡大・新事業創出のための製品
開発に要する費用 限度額施１００万
円以内

■問商工課（緯〈７１〉２２３５）
ＩＳＯ更新支援事業
４月１日昇～来年３月３１日昇に、IＳ
O９００１・１４００１・２２０００の更新をする市
内の中小企業者に
更新審査経費の一
部を補助。
■内補助率施２５％以
内 補助額施各
２０万円以内
■申６月３０日捷まで
に直接商工課へ

信用保証料補助事業
愛知県信用保証協会を通じて次の制
度を利用した中小企業者に、信用保証
料の一部を補助。
■内補助率施内容に応じ、５０％または
１００％ 補助額施内容に応じ、１０万
円～１００万円以内

■対小規模企業等振興資金、経済環境適
応資金

マル経融資利子補給補助事業
日本政策金融公庫の小規模事業者経
営改善資金の融資を受けた中小企業者
に、返済利子の一部を補助。
■内補助対象施初回～６回分の返済利子
補助率施１００％ 補助額施１５万円以
内
雇用促進助成金事業補助金
４月１日昇～平成２７年３月３１日昇に、
離職者を新たに正規の常用労働者（雇
用期間の定めがなく、一週間の所定労
働時間が正規労働者と同じ）として６
カ月以上継続して雇用した、市内に事
業所を有する中小企業者に補助。
■内補助額施被雇用者１人当たり３０万円
市企業投資促進事業補助金
愛知県「２１世紀高度先端産業立地補
助金」および「新あいち創造産業立地補
助金（Ａタイプ）」の要件を満たす市内
企業に県と共同で固定資産取得費用
（土地代・消費税を除く）の一部を補助。
■内補助率施５％または１０％
■申事業に着手する３０日前までに、商工
課へ認定申請書・必要書類を提出
※対象分野・投資規模・在市期間な
どの要件あり。

■対昭和５６年５月３１日以前に着工された
２階建て以下の木造住宅で、在来の
木造軸組工法または伝統工法の住宅
（プレハブ、ツーバイフォーなどの
特殊工法を除く）
■他補助金交付決定前に工事に着手して
いる場合は、交付できません
■申４月１０日昭午前８時３０分から 無料
耐震診断獅申込書 耐震改修費・耐
震シェルター整備費補助獅申請書、
無料耐震診断結果報告書の写し、工
事計画書、見積書、委任状を持って
建築課へ
※申込書・申請書は、同課・市公式
ウェブサイトで配布。
※いずれも先着順。受け付け開始時
点で、予算額を超える申し込みがあ
った場合は抽選。
■問建築課（緯〈７１〉２２４１）
木造住宅無料耐震診断
あなたの家の耐震性を数値で判定し
ます。
木造住宅耐震改修費補助（一般型）
■対耐震診断の判定値が０．７未満のもの
を１．０以上（判定値が０．７以上１．０未満
の場合は、０．３加算した数値以上）に
する改修工事

■内補助額施１２０万円（対象経費が１２０万
円を下回る場合は当該経費の額）
予算額獅６０００万円
木造住宅耐震改修費補助（簡易型）
■対耐震診断の判定値が１．０未満のもの
を０．１加算した数値以上にする改修
工事

■内補助額施対象経費の２分の１（上限
３０万円） 予算額獅３００万円
耐震シェルター整備費補助
■対耐震診断の判定値が０．４以下で、６５
歳以上または身体障害者手帳などの
所持者が居住する住宅
■内補助額施３０万円（対象経費が３０万円
を下回る場合は当該経費の額） 予
算額獅３００万円

宅の耐震診断・耐震改修
などの補助制度

住住住住住住住住住住住

会資本総合（都市再生）整
備計画の事後評価結果

社社社社社社社社社社社

都市再生整備計画事業で実施した、
安城桜井地区の事後評価結果をとりま
とめました。
事後評価結果については、都市計画
課・市公式ウェブサイトで見ることが
できます。
■問都市計画課（緯〈７１〉２２４３）

ＥＥＸＰＯ ＡＮＪＯ２０１ＥＸＰＯ ＡＮＪＯ２０１３３

ーディネーターがあなた
の企業を訪問します

コココココココココココ

中小企業の経営課題を把握し、解決
に導くために、コーディネーターがあ
なたの企業を訪問し、個別の相談に応
じます。
■問商工課（緯〈７１〉２２３５）
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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26年3月1日現在〉
総 人 口
男 性
女 性

世 帯 数

18万3654人（－28）
9万4049人（－12）
8万9605人（－16）
7万188世帯（＋19）

火 災
救 急

（年間累計／前年対比）

刑 法 犯
交通事故
負 傷 者
死 者

133件（ 308件／－91）
664件（1200件／＋85）
120人（ 218人／＋ 9）
1人（ 2人／＋ 2）

人口・世帯

2月の火災・救急

2月の犯罪・事故

3件（うち建物 0件）
571件（うち急病397件）

江戸時代から続く「知立まつり」。本
祭りとなる今年は、５つの町から高さ
７ｍ、重さ５ｔの山

だ

車が繰り出されま
し

す。山車の台上で奉納上演される人形
浄瑠璃芝居の「山車文楽」と「からくり」
は、江戸時代から伝承されている情趣
豊かな郷土芸能です。
さらに今年は、「全国山・鉾・屋台保

存連合会知立大会」を同時開催します。
■時５月２日晶・３日抄

■場知立神社（名鉄知立駅下車徒歩１０分）
■問知立市文化課（緯〈８３〉１１３３）

自転車を利用しよう

自転車の購入・整備の補助制度
自転車を利用しよう

自転車の購入・整備の補助制度
■自転車購入費補助
■対次の①～③に該当し、「まちの自転車屋さん」登録店で購入したもの
①幼児２人同乗用自転車施６歳未満の子を２人以上扶養している人
②シニア向け３輪または４輪自転車施運転免許証を返納した人
③通勤用自転車（車種は不問）施通勤方法を自動車から自転車へ変更した人

■内補助金額施車両購入費・登録経費の３分の１（①は子ども用ヘルメット２
つ分までと子乗せ椅子の購入費を含む。上限諮①施２万円 ②・③施１万
５０００円）
■他申請者は自転車安全利用講習会（下記参照）を受講してください
■申自転車購入と講習会受講後、捷～晶午前８時３０分～午後５時１５分（松掌抄

承を除く）に、申請書と印鑑などを持参し、都市計画課へ
※申請書は同課・市公式ウェブサイト・講習会で配布。

■自転車安全利用講習会
■時４月１９日松、５月１７日松いずれも午前１０時～１１時３０分
■場市民会館
■申希望日の３日前までの午前８時３０分～午後５時１５分（松掌抄承を除く）に、
電話で都市計画課へ

■自転車安全整備補助
市内の「まちの自転車屋さん」登録店で自転車安全整備を受けると、１年間

の損害賠償保険・傷害保険（ＴＳマーク付帯保険）に加入できます。
■内補助金額施５００円
■他未成年者が使用する自転車は、保護者が申請してください
■申捷～晶午前８時３０分～午後５時１５分（松掌抄承を除く）に、所定の申請書と
印鑑などを持参し、都市計画課へ
※申請書は同課・市公式ウェブサイトで配布。

■問都市計画課（緯〈７１〉２２４３）

知立まつ知立まつりり

立まつり（全国山・鉾・
ほこ

屋台保存連合会知立大会）
知 知

立

人式の日程を変更成成成成成成成成成成成
平成２７年から、成人の日の前日の日

曜日午後に開催します。
■時来年１月１１日掌 受け付け獅午後０
時３０分～２時 式典獅午後１時３０分
～２時
■場デンパーク
■問青少年の家（緯〈７６〉３４３２）

■時４月６日掌～１５日昇

■内運動重点項目施子どもと高齢者を交
通事故から守ろう、自転車の安全利
用を進めよう、全ての座席でシート
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
■問市民安全課（緯〈７１〉２２１９）

の交通安全市民運動春春春春春春春春春春春

成成人式にぜひ参加してくださ成人式にぜひ参加してくださいい車に乗る時は必ずシートベルトを着車に乗る時は必ずシートベルトを着用用
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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

※Applicationsandinquirieswillbein
Japanese.


