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餓広報あんじょう 2014.6.1

■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
シルバーアクセサリー教室
■時６月７日松・８日掌午前１０時～午
後３時
■講近藤祐子氏（日本ジュエリーデザ

ゆう こ

イナー協会正会員）
■定各５０人（当日先着順）
■￥１５００円から
愛知県産米粉をつかった「クッキー
ファクトリー」
■時６月７日松～９日捷・１４日松～１６
日捷・２１日松～２３日捷午前１０時～
午後３時３０分
■￥７５０円
■申時間内に同クラブハウスへ
手作りパン教室「デニッシュパン＆
動物あんパン」
■時６月７日松・８日掌・１４日松・１５
日掌・２１日松・２２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６月１４日松・１５日掌午前１０時～午
後３時
■定各５０人（当日先着順）
■￥１２００円から
地元の野菜を使ってつくるヘルシー
料理教室
■時６月２０日晶午前１０時～午後０時３０
分
■定１０人（先着順）
■￥１５００円
■持エプロン・手拭きタオル・箸
■申６月５日昭午前９時３０分から直接
か電話で同クラブハウスへ

ロザフィ教室
■時６月２１日松・２２日掌午前１０時～午
後３時
■内紙を使ったバラのアクセサリー・
小物づくり
■講GoldMarry中根氏（ロザフィ認定
講師）
■定各５０人（当日先着順）
■￥７００円から
初夏のデンパークガイドツアー
■時６月２２日掌午後１時３０分
■内季節の花を中心に、スタッフが園
内を紹介する約１時間のツアー
■定１５人（当日先着順）
寄せ植え講座「観葉植物で室内のイ
ンテリアガーデン」
■時７月１１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６月５日昭

～２７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
写真講座「望遠レンズの特徴」
■時７月１１日晶・２５日晶午前１０時（全
２回）
■講鶴田郁夫氏（フォトマスターＥＸ）

いく お

■定２０人（先着順）
■￥２３００円
■申６月５日昭午前９時３０分から直接
か電話で同クラブハウスへ

耐震改修相談会・建築一般
相談会
■時６月２８日松午前９時～午後４時
■場文化センター
■内建築士による木造住宅の耐震改修相
談、建築士・司法書士・税理士など
による建築一般相談
■定各３０人（定員を超えた場合は抽選）
■申６月１６日捷までに申込書を直接か郵
送（必着）で建築課（〒４４６－８５０１住所
記載不要／緯〈７１〉２２４１）へ
※申込書は同課・市公式ウェブサイ
トで配布。

■時■場６月１１日昌～７月５日松 教育セ
ンター獅午前９時～午後８時（松掌

を除く） 中央図書館獅午前９時～
午後７時（捷・６月２０日晶を除く。
松掌は午後５時まで）
■問教育センター（緯〈７５〉１０１０）

教科書展示会

■場■問スポーツセンター（緯〈７５〉３５４５）

■時６月１５日掌午後１時３０分～２時３０分 
■対トレーニングルームの初回講習を受
講済みの人
■定１５人程度（先着順）
■￥施設利用料
■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）
■他当日午後１時からトレーニングルー
ムで整理券を配布
大人の筋トレマシン教室
■時７月３日昭・１０日昭・１７日昭・２４日

昭・３１日昭、８月７日昭午後７時～
８時３０分（全６回）
■内効果的なマシンの使い方を指導
■対１８歳～５９歳の人
■定１２人（先着順）
■￥２５００円
■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６月５日昭～２５日昌午前９時～午後
８時（休館日を除く）に直接か電話で
同センターへ

高齢者限定水泳体験会
■時７月４日晶・１１日晶・１８日晶午後１
時～２時（全３回）
■内６５歳以上の水泳初心者
■定１０人（先着順）
■￥施設利用料
■持水着・水泳帽子・ゴーグル
■申６月５日昭～７月３日昭午前９時～
午後８時（休館日を除く）に直接か電
話で同センターへ

夏のタイム測定会
■時７月６日掌午後１時～２時３０分
■内自動計測装置でタイムを測定
■対２５ｍ以上泳ぐことができる人
※小学３年生以下は保護者同伴。保
護者１人につき２人まで参加可。
■定３０人（先着順）
■持水着・水泳帽子・ゴーグル
■他２５ｍ・５０ｍ・１００ｍのうち、２種目
まで申し込み可
■申６月５日昭～７月５日松午前９時～
午後８時（休館日を除く）に直接か電
話で同センターへ

スポーツセンターの催し 今月の再生家具入札販売
■時６月８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）

ススポーツセンタスポーツセンターー

■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。
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■内アストレイヤと正義のてんびん獅１
日掌・７日松・８日掌・１４日松・２９
日掌午後１時３０分、３時（２９日は午
後１時３０分のみ） 春の大曲線と星
座たち獅１５日掌・２１日松・２２日掌・
２８日松午後１時３０分、３時
■￥５０円（団体は４０円、中学生以下無料）
■問文化センター（緯〈７６〉１５１５）

日中漫画展in愛知
■時６月１３日晶～１７日昇午前９時～午後
９時（１６日捷を除く）

■場文化センター
■内日本と中国の漫画家による、地球の
未来の姿を描いた作品を展示

■問県国際課（緯０５２〈９５４〉６１８１）、市市民
協働課（緯〈７１〉２２１８）

プラネタリウム６月の生解
説

早期教育相談
■時７月２８日捷午前１０時～午後３時
■場県西三河総合庁舎（岡崎市）
■内子育てで気になることや、障害があ
ると思われる子の就学に関する相談

■対小学校入学前の子の保護者
■申６月２０日晶までに学校教育課（緯〈７１〉
２２５４）へ

ププラネタリウプラネタリウムム

■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

■時６月１１日昌午後１時３０分～３時３０分
■場ウィルあいち（名古屋市）
■内環境保全関係功労者表彰式、講演
「まあるい地球～未来に向けて共に
生きる～」
※講演は話のみで、歌はありません。
■講イルカ氏（シンガーソングライター
／ＩＵＣＮ国際自然保護連合親善大
使）
■定８００人（当日先着順）
■問県環境活動推進課（緯０５２〈９５４〉６２０８）、
市環境首都推進課（緯〈７１〉２２０６）

環境月間県民のつどい

■時①６月１２日昭 ②７月１０日昭いずれ
も午後１時３０分～３時３０分

■場衣浦東部保健所（刈谷市）
■内■講①獅講話「病気の理解について」と
座談会／堀士郎氏（堀クリニック院

ほり し ろう

長） ②獅講話「家族の対応について」
／香月富士日氏（名古屋市立大学看

か つき ふ じ か

護学部准教授）
■対うつ病患者（発病から３年程度）の家
族

■定各３０人（先着順）
■申６月５日昭から電話で衣浦東部保健
所（緯〈２１〉４７７８）へ

うつ病家族教室

デンパークの催し
■場■問デンパーク（緯〈９２〉７１１１）
ホタルまつり
■時６月７日松・８日掌・１４日松・１５日

掌

■内午後９時３０分まで開園時間を延長。
ホタルを観賞できます。ホタルの見
頃は午後８時ごろから
※入園は午後８時３０分まで。

染花・手作り盆栽「四季の花々」展
■時６月１１日昌～２３日捷

■内アートフラワー作品約７０点を展示

さんかく楽集会（がくしゅ
うかい）
■時６月２８日松午後１時３０分～４時
■場市民交流センター
■内講演とグループワークを通して、女
性が働きやすくなるための方法を考
えよう

■講吉本明子氏（愛知県副知事）
あき こ

■定１５０人（当日先着順）
■他託児あり（先着８人、１人３００円）。６
月１６日捷までに市民協働課へ

■問市民協働課（緯〈７１〉２２１８）

■場■問堀内公園（緯〈９９〉５９４７）
作ってみよう！「ストローコプタ―」
■時６月７日松午前１０時～午後３時（雨
天の場合、８日掌に順延）
■内ストローで竹とんぼを作成
■定１００人（当日先着順）
父の日記念「お父さんに手作りうちわ
をプレゼントしよう！」
■時６月１４日松午前１０時～午後３時
■対小学生以下
■定５０名（当日先着順）
作ってみよう！「七夕飾り」
■時６月２１日松午前１０時～午後３時（雨
天の場合、２２日掌に順延）
■定５０人（当日先着順）
水の舞台を水遊び場として開放
■時６月２１日松・２２日掌・２８日松・２９日

掌、７月５日松・６日掌・１２日松・
１３日掌午前１０時～午後４時
※天候や気温などにより中止する場
合あり。

■対おむつが外れた子～小学生
※未就学児は、１８歳以上の保護者同
伴。水遊び用おむつの上に水着着用
の子は利用可。

大人向け講座「季節の小物作り」
■時６月２０日晶午前１０時～正午
■内デコクレイ粘土を使った小物作り
■講飯田恵美氏（デコクレイアカデミー

めぐ み

講師）
■対１８歳以上の人
■定１０人（先着順）
■￥５００円
■申６月５日昭～１９日昭午前９時～午後
４時３０分（昇を除く）に直接か電話で
同園へ

あじさいまつり
■時６月２８日松・２９日掌午前１０時～午後
３時

■内輪投げなどの模擬店
※景品が無くなり次第終了。

■￥各１００円

堀内公園の催し

地域活動実践講座
■時７月２０日掌、８月３１日掌、９月１３日

松、１０月１８日松午後１時３０分～４時
３０分（全４日）
※１０月１８日は午前１０時～午後４時３０
分。
■場文化センター
■内地域・社会貢献に関する市民活動や
ボランティア活動の秘訣を学ぶ
■講益川浩一氏（岐阜大学総合情報メデ

ますかわこういち

ィアセンター准教授）
■定４０人（定員を超えた場合は抽選）
■申７月１１日晶までに、申込用紙を郵送
（当日消印有効）かファクス・Eメー
ルで県生涯学習推進センター（〒４６０
－０００１名古屋市中区三の丸３－２－
１／胃０５２〈９６１〉０２３２／llcenter@
aichi-kyo-spo.sakura.ne.jp）へ
※申込用紙は同センターウェブサイ
ト・市文化センター・各地区公民館
で配布。
■問県生涯学習推進センター（緯０５２〈９６１〉
５３３３）、市文化センター（緯〈７６〉１５１５）
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■６月８日掌～１４日松は危険物安全
週間
油類の保管場所・貯蔵容器・取り
扱いを今一度確認してください。
推進標語獅危険物読みはまっすぐゼ
ロ災害
ガソリンや灯油の危険性
暫気化しやすく、小さな火源でも爆
発的に燃焼します

暫蒸気は空気より重く、くぼみなど
にたまり、静電気などによって引
火する危険があります

暫いったん火災が発生すると、大火
災になる危険があります

ガソリンを入れる容器
ガソリンは専
用携行缶に入れ
ましょう。灯油
用ポリ容器にガ
ソリンを入れる
のは非常に危険です。
■問予防課（緯〈６３〉０１３７）

所有財産
（土地） ２８５．９８㎡
（建物）２０，１８８．１１㎡

単位：千円■歳出
執行率（％）構成比（％）支出済額予算現額科目
７９．３０．０１，５８７２，００１議会費
８９．０４．４１９０，８４７２１４，３１９総務費
９２．４９５．４４，１２７，１３１４，４６８，５９２消防費
９５．３０．２１０，１３６１０，６３８公債費
０．００．００２０，０００予備費
９１．８１００．０４，３２９，７０１４，７１５，５５０計

■財政状況の公表（５月公表分）
３月３１日現在の平成２５年度予算執行状況をお知らせします。

■問総務課（緯〈６３〉０１３３）
平成２５年度一般会計予算執行状況

単位：千円■歳入
収入率（％）構成比（％）収入済額予算現額科目
１００．０９５．４４，４９４，６７７４，４９４，６７８分担金及

び負担金
１３６．００．４１７，９６２１３，２０６使用料及

び手数料
１００．００．２１０，６９８１０，６９８国庫支出金

２２，１００．００．０２２１１財産収入
０．００．００１寄付金

１００．０３．６１７１，０６２１７１，０６１繰越金
６５．３０．４１６，９１８２５，９０５諸収入
９９．９１００．０４，７１１，５３８４，７１５，５５０計

◆◆◆衣浦東部広域連合からのお知らせ◆◆◆

■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。

介

■時７月１０日昭・１１日晶午前９時４５分～
午後４時（全２回）
■場産業振興センター（刈谷市）
■定１５６人（先着順）
■￥４０００円（当日支払い）
■申６月９日捷～１３日晶午前８時３０分～
午後５時に、申込書と証明写真（縦
４㎝×横３㎝で３カ月以内に撮影）
を持って、直接安城消防署（緯〈７５〉２
４５８）へ
※申込書は同署・衣浦東部広域連合
ウェブサイトで配布。

甲種防火管理新規講習

■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Ⅰ
■時６月１５日掌午前９時～正午
■場知立消防署
■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６月５日昭午前９時から知立消防署
救急係（緯〈８１〉４１４４）へ

普通救命講習Ⅲ
■時６月２１日松午前９時～正午
■場高浜消防署
■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６月５日昭午前９時
から高浜消防署救急
係（緯〈５２〉１１９０）へ

救命講習会

昭林コンサート「８０年代ポ
ップスをあなたに！」
■時６月２１日松午後６時３０分～８時
■内有名なアーティストに多くの楽曲を
提供し、８０年代の音楽シーンを支え
てきた濱田金吾によるライブ

きん ご

出演獅濱田金吾 共演獅thet－rag
（杉本忠、小川

ただし

和幸、磯村幸平、
かずゆき こうへい

杉崎利幸）
としゆき

■定１５９人
※未就学児は入
場できません。
■他６月７日松午前９時から昭林公民館
で整理券を配布（１人５枚まで）
■場■問昭林公民館（緯〈７７〉６６８８）

■時６月１日掌～２９日掌午前９時～午後
７時（松掌は午後５時まで。捷・２７
日晶を除く）
■内「日本を知ろう、世界を知ろう」をテ
ーマに、外国の朝ごはんや外国人と
のビジネスマナーなど、世界の国々
についての本を並べます。また、子
ども向けの本や、日本文化を紹介す
る本もあります

■場■問中央図書館（緯〈７６〉６１１１）

図書館のおすすめ本コーナ－

丈山苑ギターコンサート
■時６月２１日松午後２時～３時
■内出演獅榎本和俊

かずとし

■￥入苑料１００円（中学生以下無料）
■問丈山苑（緯〈９２〉７７８０）へ

ススタッフおすすめの本をご覧くださスタッフおすすめの本をご覧くださいい

濱田金濱田金吾吾
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広域連合債の現在高（消防債）
単位：千円
構成比（％）現在高区分
３８．９２４，０２２安城市分

市

別

０．００碧南市分
４５．９２８，３００刈谷市分
０．００知立市分
１５．２９，３５６高浜市分
１００．０６１，６７８計

８４．８５２，３２２
愛知県都
市職員共
済組合借

入
先
別 １５．２９，３５６
愛知県
中央信用
組合

１００．０６１，６７８計

心肺蘇生心肺蘇生法法
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会

■時６月５日昭午前１０時１５分頃
■内小・中学校などの市内公共施設５７カ
所・防災ラジオへの訓練放送を実施
■他本市が毎月1日に実施している防災
ラジオのテスト放送は６月１日掌午
後４時に実施します
■問危機管理課（緯〈７１〉２２２０）

緊急地震速報の全国一斉訓
練放送を実施

暴走族は、青少年の健全育成に影響
を与え、大きな社会問題となっていま
す。市民と事業者の皆さんが一体とな
って、地域ぐるみで暴走族のいないま
ちづくりを推進し、安全・平穏な生活
を守り、青少年の健全育成に努めまし
ょう。
■時６月１日掌～３０日捷

■内スローガン獅暴走をしない・させな
い・見に行かない～暴走族なくして
住みよいまちづくり～

■問青少年の家（緯〈７６〉３４３２）

６月は暴走族追放強調月間

認定手続きをすると、介護保険施設
への入所や、ショートステイ利用時の
食費・居住費の負担額が軽減されます。
■対世帯全員が市民税非課税の人
■他現在の認定証の有効期限は６月３０日
捷です。引き続き必要な人は５月に
発送した申請書を提出してください

■問介護保険課（緯〈７１〉２２２６）

介護保険負担限度額の認定
申請を受け付け

家屋調査にご協力を
住宅・車庫などの家屋を新築・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に市職員が訪問し、
家屋の内外を調査しますので、ご協力
をお願いします。
※家屋を取り壊した人は、連絡してく
ださい。固定資産税などの対象から
除く必要があります。

■問資産税課（緯〈７１〉２２１５）

■問子育て支援課（緯〈７１〉２２２７）
子育て世帯臨時特例給付金、子育て支
援減税手当申請書の提出
対象者に、５月３０日付けで申請書を

発送しました。１１月２８日晶までに提出
してください。なお、公務員の人は、
勤務先から申請書が届きます。
■他制度の詳細は、本紙５月１５日号の折
り込みチラシまたは、市公式ウェブ
サイトをご覧ください
児童手当現況届の提出
養育状況などの確認のため、受給者
に５月３０日付けで現況届を発送しまし
た。６月３０日捷までに提出してくださ
い。提出がない場合、手当の支給を見
送ります。現況届受け付け後に所得判
定をし、受給者の変更をお願いする場
合があります。

子育てに関する手当などの
申請書の提出を

農用地利用集積計画の縦覧
■時６月１６日捷～３０日捷午前８時３０分～
午後５時１５分（松掌を除く）
■内農地の「貸し手」と「借り手」の賃貸借
の申し出をとりまとめたもの
■問農務課（緯〈７１〉２２３４）

４月３０日までに市社会福祉協議会に
寄せられた義援金は、９９２１万１２６０円に
なりました。
４月１日～３０日受け付け分／敬称略
募金箱への多数の寄付者
■問市社会福祉協議会総務課（緯〈７７〉２９４
１）

東日本大震災義援金ありが
とうございます

情報公開・個人情報保護制度の実施状況
平成２５年度の実施状況は、下表のとおりです。
なお、表内の「公文書任意公開申出」とは、平成１２年３月３１日以前に作成ま
たは取得した条例対象外の公文書を、申し出により任意に公開することです。
■問行政課（緯〈７１〉２２０９）

実施機関別の請求状況（申出） 単位：件

計個人情報
開示など請求

公文書
任意公開申出

公文書
開示請求実施機関名

３３１４１１８市長
３２０１教育委員会
３６１６１１９計

開示・非開示の決定状況 単位：件

非開示の
主な理由計個人情報開示

など請求
公文書

任意公開申出
公文書
開示請求決定内容

１０３１６全部開示
個人情報１７５０１２一部開示
不存在９８０１非開示

３６１６１１９計

４月２０日現在、本市に住民登録があ
る下記対象者に、５月３０日付けでがん
検診の無料クーポン券を送付しました。
■時受診期間獅来年３月３１日昇まで
■問市保健センター（緯〈７６〉１１３３）
乳がん検診
■内問診・視触診・マンモグラフィ
■対昭和４８年４月２日～昭和４９年４月１
日生まれの女性

子宮頸がん検診
■内問診・視診・細胞診
■対平成５年４月２日～平成６年４月１
日生まれの女性

大腸がん検診
■内便潜血検査（２日採便法）
■対昭和４８年４月２日～昭和４９年４月１
日、昭和４３年４月２日～昭和４４年４
月１日、昭和３８年４月２日～昭和３９
年４月１日、昭和３３年４月２日～昭
和３４年４月１日、昭和２８年４月２日
～昭和２９年４月１日生まれの人

がん検診無料クーポン券を
送付

■時捷～晶午前９時～午後５時（抄を除
く）

■内消費税率の引き上げに便乗した、値
上げに関する情報や相談を受け付け
相談窓口獅緯０３〈３５０７〉９１９６
■問市商工課（緯〈７１〉２２３５）

消費者庁の便乗値上げ情報・
相談窓口
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市
役
所
代
表
☎〈
76
〉1
1
1
1
／
Ｆ
Ａ
Ｘ〈
76
〉1
1
1
2

解

（ ）内は前月比

〈平成26年5月1日現在〉
総 人 口
男 性
女 性

世 帯 数

18万4258人（＋184）
9万4429人（＋ 89）
8万9829人（＋ 95）
7万907世帯（＋261）

火 災
救 急

（年間累計／前年対比）

刑 法 犯
交通事故
負 傷 者
死 者

120件（ 609件／－196）
531件（2399件／＋111）
100人（ 432人／＋ 11）
0人（ 2人／＋ 2）

人口・世帯

4月の火災・救急

4月の犯罪・事故

1件（うち建物 0件）
565件（うち急病372件）

■内職務内容獅①看護師業務（血圧測定、
検温など） ②介護員業務（食事介助
やレクリエーションなど） 雇用期
間獅７月１日昇～来年３月３１日昇

（来年４月以降も更新の場合あり）
勤務日時獅昇～松午前８時３０分～午
後５時１５分（抄を含む）の間で、ロー
テーション勤務（週２０時間未満、１
カ月あたり約１５日間） 勤務場所獅

作野デイサービスセンター（作野福
祉センター内） 賃金諮①獅時給１４
００円（介護員業務時は１０７０円） ②獅

時給１０７０円いずれも通勤割増１日
２００円 選考獅面接（６月１８日昌）
■対正看護師・准看護師・介護福祉士・
ヘルパー１級・２級・介護職員初任
者研修修了者のいずれかの資格と普
通自動車運転免許を有する人
■定１人
■申６月３日昇～
１３日晶午前９
時～午後５時
（掌捷を除く）
に、申込書と資格証の写しを持って
直接市社会福祉協議会総務課（市社
会福祉会館内／緯〈７７〉２９４１）へ
※申込書は、同館・同協議会ウェブ
サイトで配布。

社会福祉協議会臨時職員

■内勤務日閣７月２２日昇～８月３０日松の
うち週３～５日間 賃金閣時給１０００
円（保育士・幼稚園教諭・教員の有
資格者は１１００円）、通勤割増１日２００
円 選考閣面接
■申６月９日捷～２５日昌午前８時３０分～
午後５時１５分（松掌を除く）に、申込
書と資格証（ある人のみ）を持って、
直接子育て支援課（あんぱ～く内／
緯〈７２〉２３１９）へ
※申込書は同課・市公式ウェブサイ
トで配布。
児童クラブ
■内勤務時間獅午前７時３０分～午後７時
の間で交代勤務（１日４～７．７５時間
のシフト制）
■定３０人程度
■対児童の生活指導や一緒に遊びができ
る１８歳以上の人

児童センター
■内勤務時間獅午前９時～午後５時
■定２人程度
■対保育士または幼稚園教諭・教員の資
格を有する人
子育て支援センター（あんぱ～く）
■内勤務時間獅午前９時～午後３時３０分
■定２人程度
■対保育士または幼稚園教諭の資格を有
する人

■内職務内容閣子育て支援センターでの
遊び部屋の開放・催しの実施
勤務場所獅あけぼの子育て支援セン
ター 勤務日時閣捷～晶午前９時～
午後４時で週２・３日（月に１・２
回、松午前８時３０分～午後５時１５分
にあんぱ～くでの勤務もあり） 賃
金閣時給１１００円、通勤割増１日２００
円 選考閣面接

■対保育士または幼稚園教諭の資格を有
する人
■定１人
■申６月２日捷～
１３日晶午前９
時～午後５時
（松掌を除く）に、顔写真付きの履歴
書と資格証を持って直接子育て支援
課（あんぱ～く内／緯〈７２〉２３１９）へ

子育て支援センター児童厚
生員

児童厚生員夏期アルバイト

ごみ減量推進委員
■内活動内容閣年４回程度開催する委員
会に参加 任期閣７月２３日昌～平成
２８年７月２２日晶 選考閣作文・面接
■対市内在住の１８歳以上で、自分でごみ
出しをしている人

■定２人
■申６月２０日晶までの午前８時３０分～午
後５時１５分（松掌を除く）に、住所・
氏名・年齢・電話番号と作文「私が
考えるごみ問題」（８００字以内）を、持
参か郵送（必着）・Ｅメールで清掃事
業所（〒４４４－１１５５堀内町西新田２／
gomizero@city.anjo.aichi.jp／緯

〈７６〉３０５３）へ

放送大学１０月入学生
テレビやインターネットなどで授業
を受ける通信制の大学です。心理学・
福祉・経済など幅広い分野を学べます。
■時出願期間獅６月１５日掌～８月３１日掌

■問放送大学愛知学習センター（緯０５２〈８
３１〉１７７１）、市文化センター（緯〈７６〉１５
１５）

三河湾や三河湾沿岸で、自然風景や
海と人とのふれあいの風景を題材に撮
影した写真を募集します。
■内賞諮金賞(１人)獅２万円 銀賞(１
人 )獅１万円 銅賞（１人）獅５０００円
美SEA賞（７人）獅３０００円いずれも各
金額相当の賞品 審査獅作品展示見
学者による投票

■対作品規格閣四つ切（２５４勺×３０５勺）・
四つ切ワイド（２５４勺×３６６勺）・A４
（２１０勺×２９７勺）のいずれか
※自身が撮影した未発表の作品に限
る。加工・編集した写真は不可。

■他作品展示は、８月９日松に蒲郡市民
会館にて開催
■申６月２日捷～７月２９日昇に、プリン
トした写真の裏面に画題・撮影場所・
撮影日時・住所・氏名・電話番号を
記載し、郵送（必着）で三河湾浄化推
進協議会事務局（〒４４０－０８０１豊橋市
今橋町１）へ

■問三河湾浄化推進協議会事務局（緯０５３
２〈５１〉２３９０）、市環境首都推進課（緯〈７
１〉２２０６）

美SEA（うつくしい）フォト
コンテスト

レレクリエーショレクリエーションン

あんぱ～あんぱ～くく

生活指導や遊びをしま生活指導や遊びをしますす
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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。
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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.
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