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～デンパーククラブハウス～デンパーククラブハウスのの体験教室～体験教室～～デンパーククラブハウスの体験教室～

マーメイドパレスの催し プラネタリウム５月の生解
説

我広報あんじょう 201４.5.1

■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。

■￥施設利用料
■問マーメイドパレス（緯〈９２〉７３５１）へ
母の日カーネーションプレゼント
■時５月１１日掌午前１０時から
■内■対当日、プールまたはトレーニング
ルームを利用した女性にカーネーシ
ョンを進呈

■定１００人（当日先着順）
ＢＩＮＧＯ大会！
■時５月１８日掌午後２時
■対当日プールを利用した人
■定１００人（当日先着順）
■他ビンゴカードは１０分前から造波プー
ル前で配布

５月の水中講座
■時５月２１日昌午前１１時～正午
■内■定初級水泳「クロールから始めまし
ょう」施２０人 体験アクアビクス施

４０人（いずれも先着順）
■対１８歳以上の人
■他託児あり（６カ月～未就園児／先着
５人）

■申５月７日昌午前１０時から（捷を除く）
直接か電話でマーメイドパレスへ
フットセラピー体験会
■時５月２８日昌午前１０時３０分～１１時３０分
■対１８歳以上の人
■定１５人（先着順）
■￥５００円
■持バスタオル・フェイスタオル各２枚、
運動のできる服装

■申５月７日昌午前１０時から（捷を除く）
直接か電話でマーメイドパレスへ
託児あり！トレーニングジム利用会
■時５月２９日昭午前１０時３０分～正午
■対６カ月～未就園児とその保護者
■定５人（先着順）
■持運動のできる服装、室内用シューズ
■申５月７日昌午前１０時から（捷を除く）
直接か電話でマーメイドパレスへ

■時■内星の未来を見よう！麦星、真珠星
獅３日抄・１７日松・１８日掌・２４日松・
３１日松午後１時３０分・３時 しし座
のおはなし獅４日抄・５日抄・６日
承・１０日松・１１日掌・２５日掌午後１
時３０分・３時（２５日は午後１時３０分
のみ）

■￥５０円（団体は４０円、中学生以下無料）
■場■問文化センター（緯〈７６〉１５１５）

■時６月１８日昌午前１０時～１１時４５分
■場市教育センター
■内こころ元気な大人が、子どもの未来
を築く！～こころ元気に、今日から
ここから～

■講鎌田敏氏（こころ元気研究所長）
かま た びん

■定２００人（先着順）
■他託児あり（１人３００円、要予約）
■申５月７日昌～３０日晶午前９時～午後
５時（松掌を除く）に、市教育センタ
ー（緯〈７５〉１０１０）へ

■場■問同クラブハウス（緯〈９２〉７１１２）
■他入園料別途。都合により変更あり。詳細は問い合わせてください。

■時６月３日昇午後２時～３時３０分
■場安城商工会議所
■内最新の国際情勢と日本経済に与える
影響

■講宮家邦彦氏（外交政策研究所代表）
みや け くに ひこ

■申５月３０日晶までに、電話かファクス
で安城商工会議所（緯〈７６〉５１７５／胃

〈７６〉４３２２）へ
■問市商工課（緯〈７１〉２２３５）

いじめ・不登校対策家庭教
育講演会

安城商工会議所時局講演会

■時■対６月１日掌の下表のとおり

※昨年１０月に実施している子を除く。
■持母子健康手帳
■他平成２４年５月～１０月生まれの子は１０
月２６日掌に実施します

■場■問市保健センター（緯〈７６〉１１３３）

２歳児の歯科健診・フッ化
物（フッ素）塗布

対象受け付け時間
平成２３年１１・１２
月生まれ午前９時～９時４５分

平成２４年１・２
月生まれ

午前９時４５分～１０時
３０分

平成２４年３・４
月生まれ

午前１０時３０分～１１時
１５分

平成２３年５～１０
月生まれ（※）

午前１１時１５分～１１時
３０分

■時５月１１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）

今月の再生家具入札販売

手作りパン教室「デニッシュパン＆
動物あんパン」
■時５月１０日松・１１日掌午後１時・２
時３０分

■定各１８人（先着順）
■￥５５０円
■申当日午前９時３０分から直接か電話
で同クラブハウスへ

ジェルキャンドル教室
■時５月１７日松・１８日掌午前１０時～午
後３時

■定各５０人（当日先着順）
■￥１４００円から
愛知県産米粉を使った「クッキー
ファクトリー」
■時５月１７日松～１９日捷・２４日松～２６
日捷午前１０時～午後３時３０分（１７
日は午後１時～３時３０分）

■￥７５０円
■申時間内に同クラブハウスへ
フォトスポット撮影ツアー「恋心を
色にすれば」
■時５月２４日松午後１時３０分
■講鶴田郁夫氏（フォトマスターＥＸ）

いく お

■定２０人（先着順）
■￥１３００円
■申当日午前９時３０分から直接か電話
で同クラブハウスへ

木工ペイント教室
■時５月２４日松・２５日掌午前１０時～午
後３時

■内ネームプレート・スイングバード
などを作ります

■定各５０人（当日先着順）
■￥５００円から
テーブルフォトふわふわ写真講座
「お花を撮影してみよう」
■時６月１１日昌・２５日昌午前１０時（全
２回）

■講岡本由樹子氏
ゆ き こ

■定１５人（先着順）
■￥２３００円
■申５月５日抄午前９時３０分から直接
か電話で同クラブハウスへ
寄せ植え講座「色とりどりのハイド
ロカルチャー」
■時６月１３日晶午前１０時
■講野正美保子氏（ＲＨＳＪコンテナガ

の まさ み ほ こ

ーデニングマスター）
■定２０人（先着順）
■￥４０００円
■持薄手袋・はさみ・エプロン（ガー
デニング用）

■申５月５日抄～３０日晶午前９時３０分
～午後５時（昇を除く）に直接か電
話で同クラブハウスへ
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■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

■場環境学習センターエコきち
■申５月８日昭午前９時から（昌を除く）
エコきち（☎・胃〈７６〉７１４８）へ

秋葉公園で自然の宝探し
■時５月１７日松・２４日松・３１日松午前１０
時～１１時３０分

■対４歳以上（小学生未満は保護者同伴）
■定２０人（先着順）
草花トランプあそび
■時５月２５日掌午前１０時～１１時３０分
■対４歳以上（小学生未満は保護者同伴）
■定１０人（先着順）
環境サロン～安城の森を知ろう～
■時５月２５日掌午後２時～３時３０分
■定１０人（先着順）

広報あんじょう 201４.5.1牙

■場■問堀内公園（緯〈９９〉５９４７）
母の日記念「折り紙カーネーション作
り」
■時５月１０日松・１１日掌午前１０時～午後
３時
※材料がなくなり次第終了。

スタンプＤＥゲット
■時５月１０日松・１１日掌・１７日松・１８日
掌・２４日松・２５日掌・３１日松、６月
１日掌午前９時～午後４時

■内サイクルモノレール、メリーゴーラ
ンド、観覧車、汽車に乗ってスタン
プを集めよう。４つ全て集めた人に、
抽選で景品を進呈

■対３歳～小学生
■定各１００人（当日先着順）
■他未就学児は１８歳以上の保護者同伴
作って遊ぼう「傘袋グライダー」
■時５月１７日松・１８日掌午前１０時～午後
３時
※材料がなくなり次第終了。

■対安城・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

■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５月１７日松午前９時～正午
■場知立消防署
■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時
の処置

■定２０人（先着順）
■申５月５日抄午前９時から知立消防署
救急係（緯〈８１〉４１４４）へ

普通救命講習Ⅰ
■時５月１８日掌午前９時～正午
■場安城消防署
■内心肺蘇生法（気道確保、人工呼吸、
胸骨圧迫）、ＡＥＤの使用法、止血法

■定２０人（先着順）
■申５月５日抄午前９時から安城消防署
救急係（緯〈７５〉２４９４）へ

心心肺蘇生法などを学びま心肺蘇生法などを学びますす

■時■内６月から施①パソコン初級 ７月
から施②パソコン応用 ③調剤薬局
事務 ④介護職員初任者研修 ９月
から獅⑤ガイドヘルパー研修

■場①獅名古屋・豊橋市内 ②③④⑤獅

名古屋市内
■対県内の母子家庭の母・寡婦で、全日
程に出席できる人

■定①②⑤獅各２０人 ③④獅各４０人（い
ずれも定員を超えた場合は抽選）

■￥教材費
■申５月７日昌～２８日昌午前８時３０分～
午後５時１５分（松掌を除く）に子育て
支援課（緯〈７１〉２２２９）へ

エコきち自然ふれあいイベ
ント

母子家庭等就業支援講習会

堀内公園の催し

救命講習会

■場■問市スポーツセンター（緯〈７５〉３５４５）
体力測定会
■時６月１日掌午前１０時～正午
■内６種目を測定し、体力年齢を算出
■対１８～６４歳の人
■定２０人（先着順）
■持運動ができる服装・室内用シューズ・
タオル・飲み物（ペットボトル）

■申５月７日昌～開催日前日の午前９時
～午後８時（捷を除く）に直接か電話
で同センターへ
ニュースポーツ体験会
■時６月２２日掌午前１０時～正午
■内ラダーゲッター・ソフトバレーを体
験

■定３０人（先着順）
■持運動ができる服装・室内用シューズ・
タオル・飲み物（ペットボトル）

■他小学３年生以下は保護者同伴
■申５月７日昌～開催日前日の午前９時
～午後８時（捷を除く）に直接か電話
で同センターへ
子供水泳教室（初心者向け）
■時６月２８日松、７月５日松・１２日松・
１９日松・２６日松（全５回） ①獅午前
１０時～１１時 ②獅午前１１時～正午

■対①獅小学１・２年生 ②獅小学３・
４年生（いずれも２５ｍを泳げない人）

■定各１５人（先着順）
■￥４０００円
■持水着・水泳帽子・ゴーグル（必要な
人）

■申５月７日昌～２０日昇の午前９時～午
後８時（捷を除く）に直接同センター
へ
※電話での申し込みは不可。

スポーツセンターの催し

自自然とふれあお自然とふれあおうう 県内唯一の天然湖沼「油ヶ淵」と、そ
の周辺区域に建設が予定されている、
油ヶ淵水辺公園の紹介イベントです。
■時５月２５日掌午前９時３０分～正午（雨
天中止）

■場東端町地内（申込者に地図を送付）
■内田植え、公園の概要説明
■定７０人（先着順）
■申５月７日昌～２２日昭午前８時４５分～
午後５時３０分（松掌を除く）に、住所・
氏名・年齢・性別・電話番号・参加
人数を電話またはＥメールで知立建
設事務所都市施設整備課（緯〈８２〉６４９
３／abu-park@pref.aichi.lg.jp）へ
※Ｅメールの件名は、「油ヶ淵水辺公
園イベント」としてください。

■問市公園緑地課（緯〈７１〉２２４４）

田うえを体験しよう
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市民活動補助金対象事業のお知らせ

■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。

画広報あんじょう 201４.5.1

７月１日昇～来年３月３１日昇に、ご
みの減量や環境教育など、環境保全活
動をする団体に助成金を支給します。
■内助成金額獅１事業あたり上限５０万円
（総額は、市レジ袋削減推進協議会
のレジ袋収益金の範囲内） 選考獅

書類、プレゼンテーション
■対市内で活動する３人以上の団体
■申５月７日昌～３０日晶午前９時～午後
５時（松掌を除く）に、応募用紙を持
参か郵送（当日消印有効）で清掃事業
所（〒４４４－１１５５堀内町西新田２／緯

〈７６〉３０５３）へ
※応募用紙は、同所・市公式ウェブ
サイトで配布。

■場■申５月２０日昇午前９時から電話で子
育て支援センター（あんぱ～く内／
緯〈７２〉２３１７）へ
※１人１講座まで。

育児講習会「子どもの授乳・卒乳＆産
後のお母さんのケア」
■時６月１３日晶午前１０時～１１時３０分
■講鈴木久美子氏

く み こ

■対１歳６カ月未満の子の保護者
■定３０人（先着順）
■他同室託児あり
親子遊び講習会「キッズマッサージ＆
アタッチメントジム」
■時７月４日晶午前１０時～１１時３０分
■講吉田恵子氏

けい こ

■対１歳６カ月～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「自分でできる
防災対策」
■時７月１７日昭午前１０時～１１時３０分
■講市危機管理課職員
■対乳幼児とその保護者
■定２０組（先着順）

この補助金は、市民協働のまちづくりや地域が抱える問題の解決につなが
る市民活動を支援するためのものです。
■問市民協働課（緯〈７１〉２２１８）
対象事業を決定しました
■対対象事業／実施団体獅下表のとおり
※実施状況は、市公式ウェブサイト
でお知らせします。
対象事業を追加募集します
募集要件は本紙１月１日号・市公式ウェブサイトをご覧ください。

■他選考獅書類審査、本審査（公開プレゼンテーション）
■申５月１２日捷～６月６日晶午前８時３０分～午後５時１５分（松掌を除く）に、持
参または郵送（必着）で、市民協働課（〒４４６ー８５０１住所記載不要）へ

実施団体対象事業
自然に学び・ローゼルを育て
る会

ＯＴＲ安城モデル「障がい者の働く場所を増やす」
活動

ＮＰＯ法人幸せな家庭環境を
つくる会安城支部積み木気こころ運動

日本将棋連盟安城支部安城七夕ふれあい将棋大会
ＮＰＯ法人おやこでのびっこ
安城中学生とともに考える「子どもの権利条約」

ＮＰＯ法人コミュニティサポ
ーターほっぷ

安城ＴＥＤ「伝えたい価値のあるHumanactivities
（人間活動）」発信事業

国際交流安城はなのき会多文化理解のつどい（連続講座とフォーラム）

あんぱ～あんぱ～くく

環境に関する活動を支援しま環境に関する活動を支援しますす

環境活動助成金の助成団体 子育て支援センター講習会

昨昨年度の対象事業の様昨年度の対象事業の様子子

■内職種獅ヘルパー 雇用期間獅６月１
日掌～来年３月３１日昇（来年４月以
降も更新の場合あり） 勤務日時獅

捷～松（抄を含む）の午前７時～午後
９時のうち、週１回から応相談 賃
金獅時給１０５０円～１４９０円、活動手当
１回２２０円 選考日獅面接（５月２１日
昌）

■対介護福祉士またはホームヘルパー１
級・２級の資格を持っているか、介
護職員初任者研修を修了した人で、
普通自動車運転免許を有する人

■定７人
■申５月７日昌～１６日晶午前９時～午後
５時（掌捷を除く）に、申込書と資格
証明書を持って市社会福祉協議会総
務課（緯〈７７〉２９４１）へ
※申込書は、同協議会・同ウェブサ
イトで配布。

社会福祉協議会臨時職員

日日常生活を支援しま日常生活を支援しますす

■時５月１７日松・１８日掌・２４日松・２５日掌

■内開苑時間を午後７時まで延長（入苑
は午後６時３０分まで）

■￥入苑料１００円（中学生以下は無料）
■場■問丈山苑（緯〈９２〉７７８０）

丈山苑春の宵開苑

歴史博物館の催し
■場■問歴史博物館（緯〈７７〉６６５５）
常設展ガイド（初心者向け）
■時５月１０日松午前１０時～正午、午後１
時～３時（随時受け付け）

■内ボランティアが館内の展示を解説
（３０分・６０分コースから選択）
■￥２００円（中学生以下は無料）
講座「安城の歴史・中世」
■時５月１７日松午後２時～３時３０分
■内真宗寺院の文化財
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作手高原（新城市）、茶臼山高原（長野
県根羽村）野外センターの利用受け付
けを開始します。
■内利用可能日獅下表のとおり

■￥昼間利用（午前１０時～午後４時３０分）
獅大人（高校生以上）１００円、小人（小・
中学生）５０円 １泊利用（午前１０時～
翌日午前９時３０分）獅大人２００円、小
人１００円

■申５月１５日昭～利用日の１週間前の午
前９時～午後５時（捷を除く）に、所
定の申請書・参加者名簿・利用料を
持って市体育館（緯〈７５〉３５３５）へ
※申請書は同館で配布。市外の人は
５月２２日昭から受け付け。

茶臼山高原作手高原月

１日掌・７日松・
８日掌・１４日松・
１５日掌・２１日松・
２２日掌・２８日松・
２９日掌

１日掌・２日捷・
７日松～９日捷・
１４日松～１６日捷・
２１日松～２３日捷・
２８日松～３０日捷

６

５日松～３１日昭

５日松～７日捷・
１２日松・１３日掌・
１８日晶～２１日抄・
２６日松・２７日掌

７

１日晶～３１日掌
２日松～４日捷・
９日松～１８日捷・
２３日松～３１日掌

８

１日捷～３０日昇
１日捷～７日掌・
１３日松～１５日抄・
２０日松～３０日昇

９

市野外センターの一般開放
利用者

■内職務内容獅河川を観察し、河川愛護
に関するさまざまなテーマについて、
毎月レポートを提出 活動範囲獅国
道２３号矢作橋～美矢井橋 任期獅７
月１日昇から１年間 謝礼獅月額
４０００円（予定）

■対活動範囲の近くに住む２０歳以上で、
川に接する機会が多い人

■申５月２３日晶までに、応募用紙を郵送
（必着）で国土交通省豊橋河川事務所
（〒４４１－８１４９豊橋市中野町字平西１
－６／緯０５３２〈４８〉８１０５）へ
※応募用紙は同所で配布。同所ウェ
ブサイトからも申し込み可。

■問市維持管理課（緯〈７１〉２２３７）

河川愛護モニター
■内募集住宅獅下表のとおり
■申入居資格を事前に確認し、５月１２日
捷～１６日晶午前８時３０分～午後５時
１５分に、直接建築課（緯〈７１〉２２４０）へ
※単身者は、認め印が必要。

入居時家賃
（月額）

建設
年度

部屋番号
・間取り住宅名

２万６２００～
５万１４００円Ｈ７２０８

（３ＤＫ）
吹付

（上条町）
２万２６００～
４万４４００円Ｈ１３C２０７

（２ＤＫ）
池浦

（池浦町）
２万１２００～
４万１６００円Ｈ１８１０３

（Ｓ２DＫ）
大東

（大東町）

市営住宅入居者（抽選）

■内掲載期間獅７月～１２月 広告獅縦
６００ピクセル蓋横８００ピクセルで１枠
１０秒間表示 掲載料獅最低提示月額
１万円（消費税などを含む）

■対市税の滞納が無いことなど
■定３枠（１カ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５月１日昭～３０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、広告データ（jp
eg形式で１００KB以下）を入れたＣＤ・
ＤＶＤを持って、情報システム課
（緯〈７１〉２２０７）へ
※申込書は、同課・市公式ウェブサ
イトで配布。

広告枠

職職員用のパソコン約１０００台に掲載しま職員用のパソコン約１０００台に掲載しますす

市職員用パソコンへの広告
掲載事業者

■内サービス内容獅小規模多機能型居宅
介護 日常生活圏域獅東山・安城北・
篠目・桜井中学校区に各１カ所

■対平成２６年度中に整備ができる法人
（法人の設立予定者を含む）

■申５月３０日晶まで（松掌抄承を除く）に
介護保険課（緯〈７１〉２２２６）へ
※申込書は、同課・市公式ウェブサ
イトで配布。

介護保険地域密着型サービ
ス事業者

矢矢作矢作川川

■内植物管理など 勤務日時獅松掌抄を
含む午後１時～５時 賃金獅時給
７８０円（松掌抄は１００円増）、通勤割増
１日２００円 休日獅要相談

■定２人（高校生は不可）
■他面接時に写真付きの履歴書を持参
■申電話でデンパーク（緯〈９２〉７１１１）へ

植物管理などをしま植物管理などをしますす

デンパークの植栽スタッフ

子育てを手助けしてほしい人と、子
育ての協力をする人が、互いに助け合
う会員組織です。
■対依頼会員（子育てを手助けしてほし
い人）獅市内在住・在勤・在学の人
提供会員（子育ての協力をする人）獅
自宅で子どもを預かることのできる
市内在住の人

■申捷～晶午前９時～午後５時（抄承を
除く）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
■時■申毎月２回、説明会を開催していま
す。事前に同センターへ

提供会員希望者の講習会
■時５月２０日昇午前９時～午後３時３０分
■他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

■申事前に同センターへ

ファミリー・サポート・セ
ンターの会員
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（ ）内は前月比

〈平成26年4月1日現在〉
総 人 口
男 性
女 性

世 帯 数

18万4074人（＋420）
9万4340人（＋291）
8万9734人（＋129）
7万646世帯（＋458）

火 災
救 急

（年間累計／前年対比）

刑 法 犯
交通事故
負 傷 者
死 者

181件（ 489件／－113）
668件（1868件／＋142）
114人（ 332人／＋ 17）
0人（ 2人／＋ 2）

人口・世帯

3月の火災・救急

3月の犯罪・事故

4件（うち建物 3件）
636件（うち急病429件）

「伊勢物語」の昔から、人々を魅了し
てきた八橋のかきつばたを堪能しませ
んか。期間中は、観光ガイドボランテ
ィアが園内を案内。午後９時まで夜間
照明があります。
■時５月２６日捷まで
■場八橋かきつばた園（知立市八橋町）
■他５月１０日松・１１日掌・１７日松・１８日
掌午前９時～午後４時は、臨時駐車
場（豊臣機工叙駐車場／知立市牛田
町）から無料シャトルバスを運行

■問知立市観光協会（緯〈８３〉１１１１）

県無形文化財指定の「吉浜細工人形」
を展示します。
■時５月９日晶～１１日掌

■場名鉄三河線吉浜駅前、人形小路、
こ みち

柳
りゅう

池院、宝満寺
ち いん ほう まん じ

■他１０日松・１１日掌は「人形小路花まつ
り」として、じまん市、落語会、ス
タンプラリーなどを開催

■問人形小路の会事務局（緯〈５２〉２８０８）

張り紙、立て看板、広告板などの屋
外広告物を、無秩序・無制限に出すと、
街の美観や自然環境を損ないます。ま
た、通行の支障にもなりますので、道
路や歩道に置かないようにしましょう。
県の条例で、表示方法・設置場所など
にルールがあります。設置する場合は、
必要な手続きをしてください。
■問維持管理課（緯〈７１〉２２３７）

民生委員は、担当区域の実情や福祉
ニーズの把握に努め、必要とする人に
適切な支援・情報提供をする、行政と
地域社会のパイプ役です。
生活上、困ったことがあれば、気軽
に民生委員・児童委員へ相談してくだ
さい。秘密は堅く守られます。
皆さんの区域の民生委員・児童委員
については、社会福祉課へ問い合わせ
てください。
■問社会福祉課（緯〈７１〉２２２３）

かきつばたをお楽しみくださかきつばたをお楽しみくださいい

伝統の技を近くで楽しめま伝統の技を近くで楽しめますす

水害から生活を守ることを治水とい
います。安全なまちづくりには、行政
と市民などが一体となり、総合的に取
り組むことが大切です。この機会に考
えてみましょう。
■問土木課（緯〈７１〉２２３８）

私たちにご相談くださ私たちにご相談くださいい
（安城中部小学校区の民生委員の皆さん（安城中部小学校区の民生委員の皆さん））

本紙４月１５日号に折り込みました
「第１２回保留地分譲ご案内」に誤りがあ
りました。お詫びして訂正します。
区画８の平方メートル当たりの価格諮

正獅１１万３３００円 誤獅１１万３０００円
■問区画整理課（緯〈７１〉２２６１）

３月３１日までに市社会福祉協議会に
寄せられた義援金は９９１４万６５６８円です。
３月１日～３１日受付分／敬称略
佐野里美、安城市シルバー人材セン
ター、募金箱への多数の寄付者
■問社会福祉協議会（緯〈７７〉２９４１）

スローガン獅

親と子の対話が
つくるよい家庭
家庭は生活の
基盤であり、家
族のふれあいと
連帯感を深める
かけがえのない
場です。また、
子どもにとって
は、人間としての生き方の基本を学ぶ
最も大切な教育の場です。
青少年の家では、毎月第３日曜日に、
家族で卓球やニュースポーツをする場
合は、無料で体育室を開放します。
※午前１０時～正午は、ニュースポーツ
の指導もします。

■問青少年の家（緯〈７６〉３４３２）

ニニュースポーツニュースポーツもも
楽しめま楽しめますす

史跡八橋かきつばたまつり 知
立

５月１２日捷は「民生委員・
児童委員の日」

吉浜細工人形展と人形小路
花まつり

高
浜 屋外広告物のルールを守り

ましょう

東日本大震災義援金ありが
とうございます

保留地分譲ご案内の訂正と
お詫び

毎月第３日曜日は家庭の日

５月１５日昭～２１日昌は総合
治水週間
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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.


