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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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消費生活展「見直そう！日
々のくらし」
■時９月２０日松午後１時～４時、２１日掌

午前９時３０分～午後３時３０分
■場中部公民館
■内暮らしの中の環境をテーマとした展
示・体験コーナー・発表など

■問商工課（緯〈７１〉２２３５）

■時１１月２９日松午前１０時～１１時３０分
■講飛鷹正範氏（ファザーリング・ジャ

ひ たか まさ のり

パン東海）
■対乳幼児の父親
■定３０人（先着順）
■他別室託児あり
■場■申１０月２日昭

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

パパ講座「イクメン講義」

■場■問市スポーツセンター（緯〈７５〉３５４５）
ウォーキング基本教室（高齢者対象）
■時１０月３日晶・１０日晶・１７日晶・２４日
晶午前１０時３０分～１１時３０分（全４回）

■対６０歳以上で運動制限のない人
■定１０人（先着順）
■￥雨天時のみ屋内ランニングコースの
施設使用料が必要

■持運動のできる服装・室内用シューズ・
タオル・飲み物（ペットボトル）

■申９月５日晶～１０月２日昭午前９時～
午後８時（捷を除く）に、直接か電話
で同センターへ

大人水泳教室（初心者対象）
■時１０月１７日晶～１２月１９日晶の毎週晶午
後１時～２時（全１０回）

■対１８歳以上で２５ｍ泳げない人
■定２０人（先着順）
■￥５０００円
■持水着・水泳帽子・ゴーグル
■申９月５日晶～２６日晶午前９時～午後
８時（捷を除く）に、直接か電話で同
センターへ

体力測定会
■時１０月１８日松午前１０時～午後４時（受
け付けは午後３時３０分まで）

■内６種目を測定し、体力年齢を算出
■対６歳～６４歳で健康な人（小学生は保
護者同伴）

■持運動のできる服装・室内用シューズ・
タオル・飲み物（ペットボトル）

市スポーツセンターの催し

木工ペイント教室
■時９月１３日松～１５日抄午前１０時～午
後３時

■内ネームプレートなどを作製
■定各５０人（当日先着順）
■￥５００円から
手作りパン教室
■時①９月１３日松・１５日抄 ②９月２０
日松・２３日抄 いずれも午後１時・
２時３０分

■内①施デニッシュパン・動物あんパ
ン作り ②施いちじくパイ・動物
あんパン作り

■定各１８人（先着順）
■￥①施５５０円 ②施６００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

愛知県産の米粉をつかったクッキー
ファクトリー
■時９月１３日松～１５日抄・２０日松～２３
日抄午前１０時～午後３時３０分

■￥７５０円
ジェルキャンドル教室
■時９月２０日松・２１日掌・２３日抄午前
１０時～午後３時

■内砂とガラス細工でハロウィンキャ
ンドルを作製

■定各５０人（当日先着順）
■￥１２００円から

秋季写真講座「マイ写真集を作っ
ちゃおう」
■時１０月１日昌・１５日昌、１１月５日昌・
１９日昌、１２月３日昌・１７日昌 い
ずれも午後１時３０分（全６回）

■内枯葉と木の実のイヤリングをテー
マにした園内での撮影実習、写真
集の編集・レイアウト

■講鶴田郁夫氏（フォトマスターＥＸ
いく お

（エキスパート））
■定２０人（先着順）
■￥６０００円（６回分の入園料含む、写
真集代は別途）

■申９月５日晶午前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「秋の花をつかった寄
せ植え」
■時１０月１０日晶午前１０時
■講野正美保子氏

み ほ こ

（ＲＨＳＪコンテ
ナガーデニン
グマスター）

■定２０人（先着順）
■￥４０００円
■持薄手袋・はさ
み・ガーデニング用エプロン

■申９月５日晶～２６日晶の午前９時３０
分～午後５時（休園日を除く）に、
直接か電話で同クラブハウスへ

■問デンパーククラブハウス（緯〈９２〉７１１２）
■他入園料別途。都合により変更の場合あり。詳細は問い合わせてください

■時１０月４日松午前７時３０分～午後６時
■場根羽村水源の森 集合・解散施市役
所西駐車場

■内矢作川の水源を歩きながら、自然の
大切さを学ぶ。五平餅作りもあり

■対小学生以上（中学生以下は保護者同
伴）

■定４０人（定員を超えた場合は抽選）
■￥８００円（昼食代含む）
■申９月８日捷～１５日抄に、郵便番号・
住所・氏名・生年月日・電話番号・
中学生以下は学年・保護者氏名をフ
ァクスでエコネットあんじょう（胃

〈５５〉１３１５）へ
■問環境首都推進課（緯〈７１〉２２０６）

根羽村自然観察会あおぞら歴史教室「安城松
平のふるさとをたずねて」
■時１０月１１日松午前８時４５分～午後４時
３０分

■場集合・解散獅歴史博
物館

■内大樹寺（岡崎市）や松
だい じゅ じ

平親氏像（豊田市）な
ちか うじ

ど安城松平氏ゆかりの地を巡る
■講天野暢保氏（市文化財保護委員長）

のぶ やす

■対市内在住・在勤・在学の人
■定２０人（定員を超えた場合は抽選）
■￥１６００円（昼食代を含む）
■持歩きやすい服装・靴、筆記用具、傘、
水筒、帽子

■申９月１９日晶までに、住所・氏名・年
齢・電話番号をはがき（必着）かファ
クス・Ｅメールで文化振興課第２回
あおぞら歴史教室係（〒４４６－００２６安
城町城堀３０／胃〈７７〉６６００／bunkas
hinko@city.anjo.aichi.jp／緯〈７７〉
４４７７）へ
※２人まで同時に申し込み可。

矢矢作川水源の森を散策しよ矢作川水源の森を散策しようう

子育てについ子育てについてて
学びま学びますす

松平親氏松平親氏像像

■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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榎前町せせらぎひまわりま
つり
■時９月１３日松午前９時３０分
■場榎前町宮下地内のひまわり畑（えの
き保育園と
長田川の間）
おさ だ

■内安城七夕親
善大使撮影
会、産直市、
金魚すくい、
不要品バザ
ーなど

■問清掃事業所（緯〈７６〉３０５３）

佐久島の海岸でわくわくビ
ンゴ＆アート体験
■時①１０月１１日松 ②１０月１２日掌 集合・
解散場所（集合時間／解散時間）施名
鉄豊田市駅（午前７時／午後６時）、
ＪＲ刈谷駅（午前７時５０分／午後５時
１０分）、名鉄西尾駅（午前８時３０分／
午後４時３０分）、佐久島行き渡船乗り
場（午前９時１０分／午後３時４５分）
※バスが各集合場所を経由します。
小雨決行、荒天の場合は中止。

■場佐久島（西尾市）
■内漂着物を使ったビンゴゲームやモビ
ールづくり。自由散策の時間もあり

■対①施小学３～６年生とその保護者
②施一般（中学生以上向け）

■定各５０人（先着順）
■他昼食は用意します
■申９月８日捷から、愛知県海岸漂着物
環境学習サイト「あいちのうみのコ
ト」（http://www.fuluhashi.co.jp/
cleanbeach/）にて申請してくださ
い

■問運営事務局㈱フルハシ環境総合研究
所（緯０５２〈３２４〉５３５１）、市環境首都推
進課（緯〈７１〉２２０６）

自転車購入費補助金の申請に必要な
講習会です。
■時９月２０日松、１０月１８日松午前１０時～
１１時３０分

■場文化センター
■内自転車の安全利用のための講習、補
助金交付対象自転車の試乗

■持筆記用具（当日補助金の申請をする
場合は、必要書類一式・印鑑・通帳）
※必要書類は都市計画課・市公式ウ
ェブサイトで配布。

■他自転車購入補助金の詳細は、本紙４
月１日号２８ページをご覧ください

■申各講習会３日前までの午前８時３０分
～午後５時１５分（松掌抄を除く）に、
電話で都市計画課（緯〈７１〉２２４３）へ

自転車安全利用講習会

プラネタリウム９月の生解
説
■時季節の星空のはなし施９月６日松・
７日掌・１３日松～１５日抄・２０日松・
２１日掌・２３日抄・２７日松・２８日掌午
後１時３０分 満月が消える？～皆既
月食を見よう～施９月６日松・７日
掌・１３日松～１５日抄・２０日松・２１日
掌・２３日抄・２７日松午後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）

■時９月７日掌午後２時
■内出演獅微笑亭さん太、若

ほほ えみ てい た わか

鯱
しゃち

亭
てい

笑
しょう

天、
てん

お好味家喜楽、夢ノ家くっかほか
この み や き らく ゆめ や

■定１５９人（当日先着順）
■他未就学児は入場不可
■場■問昭林公民館（緯〈７７〉６６８８）

昭林落語会

内容とき
オリエンテーション、
ごみの分別体験

９月２７日松午後１
時３０分～３時３０分

ごみのゆくえ１０月１１日松午後１
時３０分～３時３０分

資源ごみ再生工場見
学

１０月１４日昇午後１
時～４時

ごみ焼却施設見学１０月２５日松午前９
時３０分～１１時３０分

古着回収分別工場見
学

１１月１８日昇午後１
時～４時

分別ソムリエ認定試
験

１１月２２日松午後１
時３０分～３時

ごみ分別の知識を深め、地域に広げ
てみませんか。
■時■内下表のとおり
■対全日程に参加できる、市内在住の人
■定３０人（定員を超えた場合は抽選）
■他認定試験合格者は、分別ソムリエと
して登録します

■申９月１０日昌までに、ファクスでエコ
ネットあんじょう（胃〈５５〉１３１５）へ

■問環境首都推進課（緯〈７１〉２２０６）

分別ソムリエ講座
■問堀内公園（緯〈９９〉５９４７）
南吉スタンプラリー
■時９月６日松・７日掌・１３日松～１５日
抄・２０日松・２１日掌・２３日抄・２７日
松・２８日掌

■内新美南吉作品を題材にしたクイズ形
式のスタンプラリー。参加賞あり

■対小学生以下
■定各１００人（当日先着順）
牛乳パックＤＥはがき作り
■時９月１３日松・１４日掌午前１０時～午後
３時

■対小学生以下
■定各３０人（当日先着順）
手作りうちわをプレゼントしよう
■時９月１５日抄午前１０時～午後３時
■内おじいちゃん・おばあちゃんへのプ
レゼント用に、手作りうちわを作製

■対小学生以下
■定５０人（当日先着順）
秋祭り
■時９月２０日松・２１日掌・２３日抄午前１０
時～午後３時

■内輪投げなどの模擬店（有料）
※景品が無くなり次第終了。

堀内公園の催し

■場■申９月２５日昭午前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「ｗｉｌｌ～あなたがいてくれ
てよかった～」
■時１０月２４日晶午前１０時～１１時３０分
■講やんちゃ和尚・廣中邦充氏

くに みつ

■対乳幼児の保護者
■定３０人（先着順）
■他別室託児あり
親子遊び講習会「ベビーサイン」
■時１１月１４日晶午前１０時～１１時３０分
■講稲吉千恵氏（日本ベビーサイン協会

ち え

認定講師）
■対６カ月～１歳６カ月の子とその保護
者

■定３０組（先着順）
子育て何でも相談広場「幼児期の朝食
と生活リズムの関係」
■時１１月２８日晶午前１０時～１１時３０分
■対乳幼児とその保護者
■定２０組（先着順）

子育て支援センター講習会

満満開のひまわり満開のひまわりをを
お楽しみくださお楽しみくださいい
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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。

■問社会福祉課（緯〈７１〉２２２３）
敬老祝品・敬老金の贈呈
■内８０歳以上に敬老祝品を、８５歳・９０歳・
９５歳・１００歳以上に、敬老金（サルビ
ア商品券）を贈呈します

９５歳の肖像写真展
■時９月２日昇～９日昇午前９時～午後
９時（８日捷を除く。７日掌は午後
５時まで）

■場総合福祉センター
敬老訪問
■時９月８日捷～１９日晶

■内９５歳・１００歳以上を訪問し、長寿を
祝います
おじいさん・おばあさんの似顔絵展
■時９月１２日晶～１９日晶午前９時～午後
９時

■場市内各福祉センター、南部公民館
※福祉センターの１４日掌・１５日抄は
午後５時まで。

■内市内の小学２年生が描いた似顔絵約
２６０点を展示します
浴場無料開放
■時９月１５日抄午前１０時～午後４時
■場市内各福祉センター
■対６０歳以上

市の敬老行事

河川に関する生態系を学習
しよう
■時９月２３日抄午前８時３０分～午後４時
３０分

■場集合・解散施市役所西駐車場
■内竹島水族館（蒲郡市）などをバスで巡
り、生態系について学ぶ

■定３０人（先着順）
■￥１５００円（昼食代含む）
■持動きやすい服装
■他市エコポイント制度対象事業です
■申９月８日捷～１６日昇に、住所・氏名・
年齢・性別・電話番号をファクスで
エコネットあんじょう（胃〈５５〉１３１５）
へ

■問環境首都推進課（緯〈７１〉２２０６）

■時１０月４日松午後１時３０分～４時
■場でんまぁと安城西部（福釜町）
■内おはぎ・イチジクジャム・チンゲン
サイ料理を作ります

■講安城生活改善グループ
■対小学生以上の子とその保護者
■定８組（定員を超えた場合は抽選）
■￥７００円（人数を追加する場合、１人に
つき保護者４００円、子ども３００円が必
要）

■持エプロン・三角巾・手拭き
■申９月５日晶～２２日捷午前８時３０分～
午後５時１５分（松掌抄を除く）に、直
接か電話で農務課（緯〈７１〉２２３３）へ

親子郷土料理体験会
■時１０月４日松（特に記載のないものは
午前９時２０分～正午、受け付けは１１
時まで）

■場市保健センタ
ー

■対妊婦とその夫
■申要予約のもの
は９月８日捷

～２６日晶午前８時３０分～午後５時１５
分（松掌抄を除く）に、直接か電話・
ファクスで市保健センター（緯〈７６〉
１１３３／胃〈７７〉１１０３）へ
抱っことオムツ交換コーナー（要予約）
■時午前９時２０分・１０時・１０時４５分・１１
時２５分

■内赤ちゃん人形を使い、抱っことオム
ツ交換を体験（約１５分）

■定各１２組
赤ちゃん体操と交流コーナー（要予約）
■時午前９時２０分～１０時２０分・１０時４０分
～１１時４０分

■内赤ちゃんとの接し方などを学習。赤
ちゃんの父母から、妊娠・出産・育
児の体験談を聞き、交流します

■定各１３組
■他高校生が命の大切さを学ぶ機会とし
て参加します
絵本読み聞かせコーナー
■時午前９時４０分・１０時２５分・１１時５分・
１１時４５分

■内読み聞かせの実演、赤ちゃん向き絵
本の紹介（約１５分）
妊婦疑似体験コーナー
■内夫が妊婦体験ジャケットを着用し、
日常生活の動作を体験（約１０分）
赤ちゃんのおもちゃづくりコーナー
■内身近な材料でおもちゃ作り（約１５分）
展示コーナー
■内栄養バランスの良い食事や家族風呂
デビューのポイントなどを紹介

体験しよう！親育て教室

暮らしに役立つ筆ペンとボ
ールペン
■時９月１８日昭午前１０時～正午
■場勤労福祉会館
■内美しい文字の書き方を基礎から学ぶ
■講太田夏代氏（硬筆・毛筆検定愛知県

なつ よ

審査委員）
■定３０人（先着順）
■￥９００円
■持筆ペン・ボールペン
■申９月５日晶～１２日晶午前９時～午後
９時（７日掌を除く）に、電話で勤労
福祉会館（緯〈７６〉２９０２）へ

■問商工課（緯〈７１〉２２３５）

■場環境学習センターエコきち
■対４歳以上（小学生以下は保護者同伴）
■定各１０人（先着順）
■場■申９月８日捷午前９時～講座開催日
の３日前まで（昌を除く）に、講座名・
住所・氏名・年齢・電話番号・参加
人数を電話かファクスで環境学習セ
ンターエコきち（☎・胃〈７６〉７１４８）へ
夜の秋葉公園自然探検
■時９月２０日松午後６時３０分～８時
■内竹あかりを灯し、季節や時間によっ

とも

て変わる自然を体感
※雨天の場合は、室内で自然遊び。

■講古居敬子氏（環境アドバイザー）
けい こ

■持懐中電灯
虫笛をつくって鳴らそう
■時９月２１日掌・２８日掌午前１０時～１１時
３０分

■内回すと虫の声が鳴る笛を作製
森の宝さがし
■時９月２７日松午前
１０時～１１時３０分

■内秋葉公園で葉っ
ぱや木の実を集
めて宝箱作り

エコきちの環境学習講座

■時９月１３日松・２７日松午前１０時～正午、
午後１時～３時

■内ボランティアが初心者向けに展示を
解説（３０分・６０分コースから選択）

■￥２００円（中学生以下無料）
■問■場歴史博物館（緯〈７７〉６６５５）

歴史博物館の常設展ガイド

■時９月１４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０８０〈４８３４〉１２４３）

今月の再生家具入札販売

■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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■内採用日施１０月１日昌 勤務日時獅毎
月第２昇（１０月・１２月・来年１月は
第１昇）と月３回昌の午前９時３０分
～午後４時のうち５時間程度 職務
内容獅健診後の発達心理相談など
賃金施時給２８９０円、通勤割増１日
２００円 選考施面接（９月１２日晶）

■対臨床心理士の資格を持っているまた
は、大学院修了者で同資格試験の受
験を予定している人

■定１人程度
■申９月１０日昌までの午前８時３０分～午
後５時１５分（松掌を除く）に、顔写真
付きの履歴書を持参か郵送（必着）で
市保健センター（〒４４６－００４５横山町
下毛賀知１０６－１／緯〈７６〉１１３３）へ

■時１０月２６日掌午前１０時～午後３時
■場安城公園西グラウンド
■内輪投げ、風船割り競争、ミニボーリ
ング、大玉ころがしなど

■対身体・知的・精神障害のある人
■申９月２８日掌までの午前９時～午後２
時（捷を除く）に、申込書を持って身
体障害者福祉協会事務局（総合福祉
センター内）へ
※申込書は同協会・障害福祉課で配
布。

■問障害福祉課（緯〈７１〉２２２５）

障害者福祉体育祭参加者

〈キリトリセン〉

〈キリトリセン〉

〈キリトリセン〉
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＊＊デンパーク＊＊
敬老無料入園券

有効期間 ▼平成２６年９月１日捷～２９日捷（９月２日昇・
９日昇・１６日昇・２４日昌を除く）

本券１枚につき、市内在住の６５歳以上１人と同行の家
族１人が入園できます。（６５歳以上1人のみも可）
安城市社会福祉課・（公財）安城都市農業振興協会

＊＊デンパーク＊＊
敬老無料入園券

有効期間 ▼平成２６年９月１日捷～２９日捷（９月２日昇・
９日昇・１６日昇・２４日昌を除く）

本券１枚につき、市内在住の６５歳以上１人と同行の家
族１人が入園できます。（６５歳以上1人のみも可）
安城市社会福祉課・（公財）安城都市農業振興協会

■問下水道管理課（緯〈７１〉２２４７）
下水道の日街頭ＰＲ
■時９月１０日昌午後４時～５時３０分
■場アピタ安城南店（桜井町）
■内安城七夕親善大使が啓発品を配布
下水道を正しく使いましょう
下水管の詰まりや破損を防ぐため、
次のことに気をつけてください。
暫油・野菜くずなどを流しに流さない
暫紙おむつなどトイレットペーパー以
外のものをトイレに流さない

暫ガソリン・灯油などを流さない

９月１０日昌は下水道の日

東日本大震災義援金ありが
とうございます
７月３１日までに市社会福祉協議会に

寄せられた義援金は９９３２万８５８６円です。
７月１日～３１日受け付け分／敬称略
幡本秀人、御菓子司北城屋、安城市農
業委員会、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〉２
９４１）

■内募集住宅獅下表のとおり
■申入居資格を事前に確認し、９月８日
捷～１２日晶午
前８時３０分～
午後５時１５分
に、直接建築
課（緯〈７１〉２２４
０）へ

入居時家賃
（月額）

建設
年度

部屋番号
・間取り住宅名

３万８００～
６万５００円Ｈ１９２０６

（３DＫ）
大東

（大東町）

市営住宅入居者（抽選）

■内雇用期間施１０月１日昌～来年３月３１
日昇 勤務日時施抄を含む捷～晶午
前８時３０分～午後５時 職務内容施

缶・びん・粗大ごみ回収など 賃金
施時給１２４０円、通勤割増１日２００円
選考施面接（９月２２日捷）

■対健康で体力に自信のある人
■定５人程度
■他面接時に顔写真付きの履歴書を持参
■申９月２日昇～１２日晶午前８時３０分～
午後５時１５分（松掌を除く）に、電話
で清掃事業所（緯〈７６〉３０５３）へ

臨時清掃作業員

臨時心理相談員

■内共通事項諮賃金施時給７８０円、通勤
割増１日２００円、松掌抄は時給１００円
増 休日施要相談、季節により夜間
業務あり

■他いずれも高校生は不可。面接時に顔
写真付きの履歴書を持参

■申９月１５日抄までの午前９時３０分～午
後５時（昇を除く）に、電話でデンパ
ーク（緯〈９２〉７１１１）へ
※期限までに申し込みがない場合は、
１５日以降も受け付けます。
植栽スタッフ（植物管理など）
■内勤務時間施松掌抄を含む①午前８時
～正午 ②午後１時～５時

■定各３人
講座スタッフ（体験教室の準備・運営）
■内勤務時間施松掌抄を含む午前９時～
午後５時のうち、４時間程度

■定１人
販売スタッフ（商品の陳列や販売）
■内勤務時間施松掌抄を含む午前９時～
午後５時

■定１人

デンパークのスタッフ

大大東住大東住宅宅
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（ ）内は前月比

〈平成26年8月1日現在〉
総 人 口
男 性
女 性

世 帯 数

18万4608人（＋123）
9万4599人（＋ 44）
9万0009人（＋ 79）

7万1078世帯（＋ 48）

火 災
救 急

（年間累計／前年対比）

刑 法 犯
交通事故
負 傷 者
死 者

153件（1121件／－287）
705件（4204件／＋ 89）
125人（ 756人／＋ 11）
0人（ 3人／± 0）

人口・世帯

7月の火災・救急

7月の犯罪・事故

3件（うち建物 3件）
681件（うち急病475件）

■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。

県内８市での技能五輪全国大会開催
を記念したプレイベントです。
■時９月２７日松午前１０時～午後４時
■場産業振興センター（刈谷市／ＪＲ・名
鉄刈谷駅下車）

■内東海地区高校生コマ大戦、３Ｄプリ
ンターで技能五輪イメージキャラク
ター「アイチータ」をつくろうなど

■問刈谷市商工課（緯〈６２〉１０１６）

キッズものづくりワンダー
ランド

刈
谷

■時９月１１日昭～１０月１９日掌午前１０時～
午後６時（捷、９月１６日昇、１０月１４
日昇を除く。９月１５日抄、１０月１３日
抄は開館）
※入場は午後５時３０分まで。

■内古代・中世の出土品や近現代の美術
工芸品など、金属造形・金属工芸品
約１００点を展示

■￥一般８００円、高校・大学生５００円、小・
中学生３００円

■場■問碧南市藤井達吉現代美術館（緯〈４８〉
６６０２）

メタルズ！～変容する金属
の美～

碧
南

臨時福祉給付金の申請期限
は９月３０日昇です
６月末に、対象者に申請書を送付し
ました。申請をしていない人は、支給
要件などを確認し、期限までに申請し
てください。臨時福祉給付金専用電話
（１０月３１日晶まで利用可）獅緯〈７１〉２２６３
■対１月１日時点で本市に住民登録があ
り、平成２６年度市民税（均等割）が課
税されない人（ご自身を扶養してい
る人が課税される場合を除く）

■問社会福祉課（緯〈７１〉２２２３）

「高齢者・障害者の人権あ
んしん相談」強化週間
■時９月８日捷～１２日晶午前８時３０分～
午後７時、１３日松・１４日掌午前１０時
～午後５時

■内虐待など人権に関する悩みごと・心
配ごとなどの相談 専用電話施緯

０５７０〈００３〉１１０
■他人権相談は、毎月第２・４昇午後１
時～４時に市役所相談室でも実施し
ています（詳しくは本紙毎月１５日号
に掲載）

■問名古屋法務局人権擁護部（緯０５２〈９５２〉
８１１１）、市市民課（緯〈７１〉２２２１）

県内を含めた全国で、危険ドラッグ
に関連する交通事故などが発生してい
ます。こうした中、薬事法が改正され、
４月１日より指定薬物の所持・使用・
購入・譲り受けが新たに禁止されまし
た。違反した場合、３年以下の懲役、
３００万円以下の罰金または、これらが
併科されます。
危険ドラッグは「合法ドラッグ」など

と称して販売されるため、身体に影響
がなく、安全であるかのように誤解さ
れています。しかし、大麻や覚せい剤
などと同じ成分が含まれており、大変
危険な違法薬物です。購入・使用せず、
関わらないようにしてください。
■問市保健センター（緯〈７６〉１１３３）

危険ドラッグにご注意を

県手帳・県勢要覧・県地図
の購入予約を受け付け
■申９月３０日昇までの午前８時３０分～午
後５時１５分（松掌抄を除く）に、電話
で経営管理課（緯〈７１〉２２０５）へ
平成２７年版愛知県手帳
■内１５尺×９尺で黒と赤の２種類。見開
きのカレンダー・週間日記のほか、
県内市町村のイベント情報などを掲
載

■￥５００円
あいち県勢要覧２０１５
■内Ａ１判、４色刷り。統計表とグラフ
でみる県・市町村の概要、１７万分の
１のカラー地図を掲載

■￥３００円
愛知県地図
■内Ａ１判、白地図（平成２４年１０月時点
の内容）

■￥１５０円
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＊＊デンパーク＊＊
敬老無料入園券

有効期間 ▼表面に記載しています
★本券の払い戻し、再発行はできません
★入園後にいったん退園した場合は再入園できません
★本券の転売・コピーを禁止します

利用人数 □１人 □２人
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★入園後にいったん退園した場合は再入園できません
★本券の転売・コピーを禁止します

利用人数 □１人 □２人
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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
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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.


