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１０月は青少年によい本をす
すめる県民運動
私たちは読書をすることで感動した
り知識を得たり、人の考え方や生き方
を学んだりすることができます。
乳幼児への「読み聞かせ」や学校での

「朝の読書」、家庭での「親子読書」など
で本を読むことの大切さを再度認識し
ましょう。そして、家庭や地域で青少
年がよい本に出会える環境づくりに努
めましょう。スローガン獅育てよう豊
かな心読書から
■問青少年の家（緯〈７６〉３４３２）

１０月２０日捷～２６日掌は行政
相談週間
総務大臣の委嘱を受けた身近な行政
相談委員が、年金や福祉、交通安全な
ど行政全般に関する相談に応じます。
毎月第１・３昇午後１時～４時に市役
所相談室で実施している行政相談をご
利用ください。行政相談委員（敬称略）
獅黒柳一明（小川町）、大

かず あき

見智
とも

子（新明
こ

町）、髙見加代子（今本町）
か よ こ

■他くらしの行政・法律相談所（緯０５２〈９
６１〉４５２２）、行政苦情１１０番（緯〈０５７０〉０
９０１１０）でも相談を受け付けています

■問市民課相談室（緯〈７１〉２２２２）

新型インフルエンザ等対策
行動計画を策定
新型インフルエンザなどの発生に備
え、本市の体制を整備しました。計画
の詳細は、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。
■問市保健センター（緯〈７６〉１１３３）

あんくるバスの時刻表をテ
レビで確認できます
地上デジタル１２チャンネル「キャッ

チチャンネル」のデータ放送で、バス
停ごとの時刻表を確認できます。
データ放送の操作方法などはキャッ
チカスタマーセンター（緯０１２０〈２〉３９３
９１）へ問い合わせてください。
■問都市計画課（緯〈７１〉２２４３）

東日本大震災義援金ありが
とうございます
８月３１日までに市社会福祉協議会に
寄せられた義援金は９９３３万１５８６円です。
８月１日～３１日受け付け分／敬称略
佐野里美
■問市社会福祉協議会（緯〈７７〉２９４１）

■場■内■￥下表のとおり
■対市税の滞納がない者
※未成年、成年被後見人・被保佐人
を除く。

■他１１月２６日昌午前１０時から抽選会を開
催

■申１１月４日昇～１８日昇午前８時３０分～
午後５時（松掌を除く）に、申込書・
世帯全員の住民票（法人は法人登記）・
完納証明書・本籍地の市区町村が発
行する身分証明書を持って財政課
（緯〈７１〉２２１０）へ
※申込書は同課・市公式ウェブサイ
トで配布。

市有地の抽選分譲

売却
価格面積所在地／用途地域

６２１９万
８５００円４７８．４５釈東栄町６ー１１ー１５

／工業地域
１１８２万
５１０５円１２３．０５釈東栄町６ー２ー１

／工業地域

５３３４万
９１６７円３５０．２９釈

三河安城本町２ー
１３ー２／第１種中
高層住居専用地域

刈谷税務署の電話相談セン
ター
国税に関する相談を自動音声で受け
付け・案内します。
■時■内捷～晶午前８時３０分～午後５時
（抄、年末年始を除く） 電話番号獅

（緯〈２１〉６２１１）
■問市市民税課（緯〈７１〉２２１４）

南吉マグネットパズルを貸
し出します

路路線・バス停を選択し、時刻路線・バス停を選択し、時刻表表
を確認できまを確認できますす（写真は見本（写真は見本））

１０月１１日松～２０日捷は秋の
安全なまちづくり県民運動
日暮れが早くなり、暗くなり始めた
時間帯は犯罪が起きやすくなります。
子どもたちや女性が被害に遭わないよ
うに、地域で目を光らせ、見守ってい
きましょう。
■問安城警察署（緯〈７６〉０１１０）、市市民安
全課（緯〈７１〉２２１９）

地域安全大会を開催
■時１０月７日昇午後２時
■場文化センター
■内式典、劇団異空間による防犯劇

寸寸劇で犯罪の手口を紹介しま寸劇で犯罪の手口を紹介しますす

シルバー人材センターの生
活支援隊
掃除や買い物の代行、ごみ出しなど
日常生活の困りごとを支援します。
※内容により対応できない場合もあり。
■￥３０分獅５００円 １時間獅１０００円（１時
間を超える場合は別途見積もります）

■申捷～晶午前８時３０分～午後５時１５分
（抄を除く）に、電話で（公社）市シル
バー人材センター（緯〈７６〉１４１５）へ

■問社会福祉課（緯〈７１〉２２２３）

掃掃除やごみ出しなどをお手伝いしま掃除やごみ出しなどをお手伝いしますす

「南吉のまち安城」をイメージした、
子ども向けの遊具を貸し出します。
■内スチールパネルに７２枚のマグネット
を貼るパズル（大きさは縦１６０尺×横
３００尺）
※部品ごとに収納した状態で貸し出
します。組み立てが必要です。

■対町内会、子ども会、市民団体、民間
事業者など

■申事前に貸し出し状況を確認し、申請
書を持参かファクス・Ｅメールで企
画政策課（胃〈７６〉１１１２／nankichi@
city.anjo.aichi.jp／緯〈７１〉２２０４）へ
※申請書は同課・市公式ウェブサイ
トで配布。

イイベントなどでご活用くださイベントなどでご活用くださいい

■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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家庭ごみ指定袋などの包装
が変わります
製造価格を抑えるため、１０月から製

造する燃やせるごみなどの本市指定袋・
推奨袋の包装を変更します。ロール状
の紙ラベルとじから、折りたたんでの
ビニール袋入りとなります。
１０月以降、各販売店にて今までの袋
がなくなり次第、新しい包装のものが
販売されます。
■問清掃事業所（緯〈７６〉３０５３）

市政情報コーナーの業務を
変更
１０月１日昌から、同コーナーでの刊
行物などの販売と公文書開示請求の受
け付けを取り止め、各課での受け付け
に変更します。
■問行政課（緯〈７１〉２２０９）

１０月１０日晶～１９日掌は町を
美しくする運動
期間中の１０月１２日掌・１９日掌を「市

民清掃の日」と定めます。自宅周辺の
清掃や各町内会・事業所などが実施す
る清掃活動に協力し、住みよい町をつ
くりましょう。
■問清掃事業所（緯〈７６〉３０５３）
小学生ポスター展
市内小学４年生から募集した「町を

美しくする運動」啓発ポスターの特選・
入選作品を地区公民館で展示します。
■時１０月１０日晶～１９日掌

■場会場（出品校）獅桜井公民館（桜井小・
桜林小）、北部公民館（安城北部小・
志貴小・里町小）、西部公民館（安城
西部小・高棚小・三河安城小）、作野
公民館（作野小・今池小）、安祥公民
館（安城南部小・祥南小）、東部公民
館（安城東部小）、南部公民館（明和小・
丈山小）、二本木公民館（二本木小・
梨の里小）、中部公民館（安城中部小・
新田小）、昭林公民館（錦町小・桜町
小）

＊＊＊＊＊衣浦東部広域連合ニュース＊＊＊＊＊
■衣浦東部広域連合議会から
８月１９日に第２回衣浦東部広域連合議会定例会を開催しました。議会では、

１人の一般質問のほか、平成２５年度一般会計歳入歳出決算認定、平成２６年度
一般会計補正予算（第１号）など４議案を可決しました。

■平成２５年度衣浦東部広域連合一般会計歳入歳出決算
歳入（単位：円）

収入率構成比収入済額予算現額科目
１００．０％９５．２％４，４９４，６７７，０３１４，４９４，６７８，０００分担金及び負担金
１３７．５％０．４％１８，１６１，５６６１３，２０６，０００使用料及び手数料
１００．０％０．２％１０，６９８，０００１０，６９８，０００国庫支出金
２２，０５０％０．０％２２０，５００１，０００財産収入
０．０％０．０％０１，０００寄付金

１００．０％３．６％１７１，０６１，９６９１７１，０６１，０００繰越金
１１３．４％０．６％２９，３８３，４６１２５，９０５，０００諸収入
１００．２％１００．０％４，７２４，２０２，５２７４，７１５，５５０，０００計

■問衣浦東部広域連合総務課（緯〈６３〉０１３１）

歳出（単位：円）
執行率構成比支出済額予算現額科目
８７．７％０．０％１，７５４，７４３２，００１，０００議会費
９２．６％４．４％１９８，５１９，１９４２１４，３１９，０００総務費
９７．２％９５．４％４，３４５，４５５，７５６４，４６８，５９２，０００消防費
９５．３％０．２％１０，１３６，３２６１０，６３８，０００公債費
－－０２０，０００，０００予備費

９６．６％１００．０％４，５５５，８６６，０１９４，７１５，５５０，０００計

新安城駅南駐車場を一時閉
鎖します
改修工事のため、下記期間中は利用
できません。
■時１２月１日捷～来年４月末（予定）
■場下図参照
■問維持管理課（緯〈７１〉２２３７）

市役所とデンパークに電気
自動車充電スタンドを設置
■場■時利用可能時間諮市役所獅捷～晶午
前８時３０分～午後５時１５分（年末年
始を除く） デンパーク獅２４時間年
中無休

■問環境首都推進課（緯〈７１〉２２０６）

私立高等学校などの授業料
を補助
■対１０月１日昌現在、私立高等学校また
は私立専修学校（修業年限３年で卒
業時に高等学校卒業資格が得られる
学校）に在籍する生徒の保護者で、
市内在住の人
※市奨学金を受けている、授業料全
額免除、専攻科・別科に在籍する人
を除く。

■申申込書を、指定日までに在籍校また
は１０月３１日晶までの午前８時３０分～
午後５時１５分（松掌抄を除く）に、市
教育委員会総務課（緯〈７１〉２２５３）へ

名鉄新安城駅

新安城駅

住吉町7丁目

病院

住吉町

新安城駅
南駐車場

変変更後の包変更後の包装装（見本）（見本）
※中身のごみ袋は変わりませ※中身のごみ袋は変わりませんん

電気自動車やプラグイ電気自動車やプラグインン
ハイブリッド車を充電できまハイブリッド車を充電できますす
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行政書士会の会員でない人が、報酬
を得て官公署に提出する各種申請書な
どを作成することは、法律で禁止され
ています。
■問県行政書士会（緯０５２〈９３１〉４０６８）、市
行政課（緯〈７１〉２２０８）

行政書士による無料相談会
官公署への許認可申請代理と申請手
続きなどの相談に応じます。
■時１０月１７日晶午後１時３０分～４時
■場文化センター
■問県行政書士会碧海支部（緯〈７５〉１５５５）

行政書士制度のお知らせ

高齢者・子どもインフルエ
ンザ予防接種
■時１０月１日昌～１２月３１日昌

※子どもインフルエンザ予防接種は、
２回接種者で１回目を１２月末までに
接種した場合に限り、２回目の期限
を来年１月３１日松までとします。

■場市内実施医療機関
■他１０月上旬から対象者に通知します
■問市保健センター（緯〈７６〉１１３３）
高齢者インフルエンザ予防接種
■対１２月３１日昌時点で、６５歳以上の人ま
たは６０～６４歳で心臓、じん臓、呼吸
器の機能およびヒト免疫不全ウイル
ス（ＨＩＶ）による免疫機能の障害（身
体障害者手帳１級）のある人

■内個人負担金獅１０００円
子どもインフルエンザ予防接種
■内■対助成金額獅１回１０００円 助成回数
諮平成８年４月２日～平成１４年４月
１日生まれ獅１回 平成１４年４月２
日～平成２５年１２月３１日生まれ獅２回

ふるさとの美しい川や海を子どもた
ちに残すため、地域や自治体が一緒に
なってごみを拾いましょう。
■時１０月２６日掌午前９時（小雨決行）
■場矢作川河川敷（小川町天神）
■問維持管理課（緯〈７１〉２２３７）

川と海のクリーン大作戦

■時１０月１２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

■場■申１０月５日掌～開催日前日の午前９
時～午後８時（捷を除く）に、直接か
電話で市スポーツセンター（緯〈７５〉３
５４５）へ
競泳用ペースメーカー体験会
■時１１月２日掌午後１時～３時
■内泳ぐペースを指示するトレーニング
装置を体験

■対小学生以上で、２５杓泳ぐことができ
る人（小学３年生以下は保護者１人
につき２人まで同伴可）

■定３０人（先着順）
■￥施設利用料
■持水着・水泳帽子
体力しらべ会
■時１１月６日昭午前１０時～正午
■内６種目を測定し、体力レベルを算出
■対６５～７９歳で運動制限のない人
■定１５人（先着順）
■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）

市スポーツセンターの催し

■時１１月５日昌午後１時３０分～３時１５分
■場市教育センター
■内■講演題獅いじめ・キレる子どもの目
線～親が見落とす１０代のＳＯＳ～
講師獅笹岡郁子氏（有限会社ノモ・

いく こ

ソリューション社長）
■定２１０人（先着順）
■申１０月６日捷～１０日晶午前９時～午後
５時に、電話で市教育センター（緯

〈７５〉１０１０）へ

ふれあい講演会

■定各２０人（先着順）
■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
も受講できます
※団体での受講を希望する場合は、
各申し込み先へ問い合わせてくださ
い。

■申１０月５日掌午前９時から、電話で各
申し込み先へ

■問衣浦東部広域連合消防課（緯〈６３〉０１
３５）
普通救命講習Ⅲ
■時１０月１８日松午前９時～正午
■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

■場■申知立消防署救急係（緯〈８１〉４１４４）
普通救命講習Ⅰ
■時１０月１９日掌午前９時～正午
■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

■場■申碧南消防署救急係（緯〈４１〉２６２５）
普及員講習再教育
■時１０月２６日掌午前９時～正午
■内応急手当を普及するための指導法、
心肺蘇生法、ＡＥＤの使用法など

■対普及員の資格を有し、前回の講習受
講日から３年を迎えている人

■場■申安城消防署救急係（緯〈７５〉２４９４）

救命講習会

２歳児の歯科健診とフッ化
物塗布

■時■対１０月２６日掌

※時間・対象は下表のとおり。
■持母子健康手帳
■他平成２４年１１月～平成２５年４月生まれ
の子は来年６月７日掌に実施します

■場■問市保健センター（緯〈７６〉１１３３）

対象受け付け時間

平成２４年５月・６月
生まれ

午前９時～９時
４５分

平成２４年７月・８月
生まれ

午前９時４５分～
１０時３０分

平成２４年９月・１０月
生まれ

午前１０時３０分～
１１時１５分

平成２３年１１月～平成
２４年４月生まれ（６
月に実施した子を除
く）

午前１１時１５分～
１１時３０分

歯磨きの指導などもしま歯磨きの指導などもしますす

１１２２月中旬までに接種しましょ月中旬までに接種しましょうう

■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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■場市役所大会議室
■問農務課（緯〈７１〉２２３４）
農業者年金受給説明会・相談会
■時１０月１７日晶午後１時３０分～４時３０分
■内農業者年金・経営移譲年金などに関
する説明、農業者年金の加入・受給
などに関する個別相談
農地相談
■時１０月１７日晶午後２時～４時
■内農地の転用・権利の移動や農地に関
する相談

農地・農業者年金相談会

■時１１月１２日昌午後２時～３時３０分
■場安城商工会議所
■内■講演題獅世界一を目指して～勝つた
めのチームワークとリーダーシップ
～ 講師獅武田美保氏（シンクロス

み ほ

イマー）
■申１１月７日晶までの午前８時３０分～午
後５時３０分（松掌抄を除く）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）

文化講演会

親子いちごプランター植え
付け体験
■時１１月８日松午前９時３０分～１１時
■場アグリライフ支援センター
■内いちごの苗をプランターに植え付け、
自宅にて管理・収穫

■対市内在住の小学生以下の子とその保
護者

■定２０組（定員を超えた場合は抽選）
■￥１０００円
※プランター（２５尺×６５尺×２０尺程
度）を持参する人は７００円。

■申１０月１日昌～８日昌午前８時３０分～
午後５時１５分（捷を除く）に、代表者
の氏名・住所・連絡先、代表者を含
む参加者数（大人、子どもそれぞれ
記載）を、電話か郵送（必着）・ファク
ス・Ｅメールでアグリライフ支援セ
ンター（緯〈９２〉６２００／〒４４４－１２０１石
井町辻原１３１－２／胃〈９２〉６１２２／agr
ilife@city.anjo.aichi.jp）へ

丈山苑「安城七夕親善大使
写真撮影会」
■時１０月２５日松午前１０時３０分～正午
■￥入苑料（中学生以下無料）
■場■問丈山苑（緯〈９２〉７７８０）

■場環境学習センターエコきち
■申１０月６日捷～各講座開催日の３日前
までの午前９時～午後９時（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（緯・
胃〈７６〉７１４８）へ

■問環境首都推進課（緯〈７１〉２２０６）
てんぷら廃油で手作りせっけん作り
■時１０月１８日松午後１時３０分～３時
■講杉浦ひろ子氏（環境アドバイザー）
■対１５歳以上（中学生を除く）
■定１０人（先着順）
ネイチャーゲーム動物あて「あなたは
だあれ？」
■時１０月１９日掌午前１０時～１１時３０分
■内自然体験プログラムで自然に触れ合
おう

■講古居敬子氏（環境アドバイザー）
けい こ

■対小学１～３年生
■定２０人（先着順）
森の案内人とまわる・秋の秋葉公園
■時１０月２５日松午前１０時～１１時３０分
■内自然を体験しながら森のガイドの仕
方を学ぶ

■対１５歳以上（中学生を除く）
■定１０人（先着順）
バードコールを作ろう
■時１０月２６日掌午前１０時～１１時３０分
■内鳥の鳴き声が鳴るおもちゃを作ろう
■対４歳以上（小学生未満は保護者同伴）
■定１０人（先着順）
■￥２００円

エコきちで自然体験
■時１０月４日松～２６日掌午前９時～午後
９時（６日捷・２０日捷を除く）

■場市民交流センター
■内市内小・中学校の花壇の写真を展示
■問市教育委員会総務課（緯〈７１〉２２５３）

小・中学校の秋花壇写真展

安安城七夕親善大使が来苑しま安城七夕親善大使が来苑しますす

昨年最優秀校の三河安城小学昨年最優秀校の三河安城小学校校

農業体験を楽しも農業体験を楽しもうう

条例案の閲覧
■時１０月１日昌～３１日晶午前８時３０分
～午後５時１５分（閉庁・休館日を
除く）

■場議事課、市政情報コーナー、文化
センター、各地区公民館、中央図
書館
※市公式ウェブサイト内「市議会
のページ」からも閲覧できます。

意見の提出
閲覧期間中に、住所・氏名（団体・

法人はその名称と代表者住所・氏名）
と意見を持参か郵送（消印有効）・フ
ァクス・Ｅメールで議事課（〒４４６－
８５０１住所記載不要／胃〈７７〉８２００／gi
ji@city.anjo.aichi.jp）へ。
※電話による意見提出は不可、個別
に回答はしません。提出された意見
は個人情報を除き公表します。

本市議会は、市民に開かれた信頼される議会を推進するため、議会基本条
例と議員政治倫理条例の案を作成しました。皆さんからの意見を募集します。
■問議事課（緯〈７１〉２２５２）

エエコきちで自然を体験しよエコきちで自然を体験しようう
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■時１１月２７日昭・２８日晶午前９時４５分～
午後４時（全２回）

■場高浜市中央公民館（高浜市湯山町）
■定１２３人（先着順）
■￥４０００円（当日支払い）
■申１０月２０日捷～２４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尺で３カ月以内に撮影）
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。

甲種防火管理新規講習

■場中央図書館（緯〈７６〉６１１１）
安城の鉄道を見よう！走らせよう！
■時１０月１２日掌・１３日抄午前１０時～午後
４時（１２日は午後１時から）

■内東海道新幹線や名鉄などを中心に鉄
道の本や絵本を展示。鉄道模型の運
転コーナーもあり
図書館ビジネス支援講座
■時１１月１３日昭午後２時～４時
■内「２１世紀の街づくり革命～新しいコ
ミュニティのかたち～」をテーマに、
ソーシャル・ネットワーキング・サ
ービス（ＳＮＳ）の重要性や全国の商
店街や図書館を活用した成功事例を
紹介

■講浅野英幸氏（ＮＴＴドコモ）
ひで ゆき

■対会社員や個人事業者、起業を考えて
いる人

■定３０人（先着順）
■申１０月５日掌午前９時から、申込書を
持参かファクスで中央図書館（胃〈７７〉
６０６６）へ
※申込書は同館・同館ウェブサイト
で配布。

中央図書館の催し デンパーククラブハウスの
体験教室
■場■問デンパーククラブハウス（緯〈９２〉７
１１２）

■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
手作りパン教室「デニッシュパン＆動
物あんパン」
■時１０月１１日松～
１３日抄午後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
愛知県産の米粉をつかった「クッキー
ファクトリー」
■時１０月１１日松～１３日抄・１９日掌・２０日

捷午前１０時～午後３時３０分
■内カボチャの型抜きでハロウィンクッ
キー作り

■￥７５０円
箱ずし体験教室
■時１１月２日掌午前１０時～正午
■内特製の木枠を使った箱ずし作り
■講安城箱ずし保存会会員
■定７０人（先着順）
■￥５００円
■持エプロン・三角巾・手拭き用タオル
■申１０月５日掌午前９時３０分から、直接
か電話で同クラブハウスへ

地元の野菜を使ってつくるヘルシー料
理教室
■時１１月７日晶午前１０時～午後０時３０分
■内春菊と椎茸のおひたし、ぶり大根ほ
か

■定１０人（先着順）
■￥１５００円
■持エプロン・手拭き用タオル・箸
■申１０月５日掌午前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「ハボタンを入れて冬の
花飾り」
■時１１月１４日晶午前１０時
■講野正美保子氏（ＲＨＳＪコンテナガー

み ほ こ

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１０月５日掌～３１日晶午前９時３０分～
午後５時まで（昇を除く）に、直接か
電話で同クラブハウスへ

■場■問堀内公園（緯〈９９〉５９４７）
綿菓子プレゼント
■時１０月１１日松～１３日抄

■内各日の指定遊具に乗った人に綿菓子
を進呈 指定遊具諮１１日松獅メルヘ
ン号（汽車）１２日掌獅メリーゴーラ
ンド １３日抄獅観覧車

■対小学生以下
■定各３００人（当日先着順）
赤ちゃんハイハイレース
■時１０月１８日松午前１０時３０分（開始２０分
前から受け付け）
※雨天の場合、１９日掌に順延。

■内参加者に有料遊具利用券を進呈
■対立ち歩きできない赤ちゃんとその保
護者

■定４０人（当日先着順）

堀内公園の催し

桜井スタンプウオークラリ
ー
■時１１月２日掌 受け付け獅午前９時～
９時３０分（小雨決行）

■場集合場所獅桜井駅前公園
■内桜井駅周辺の各公園と堀内公園をチ
ェックポイントにしたウオークラリ
ー、桜井駅前公園では農産物などを
販売する軽トラック市を開催

■他集合場所周辺の駐車場には限りがあ
ります。公共交通機関でお越しくだ
さい

■持リュックサック・水筒・歩きやすい
服装・雨具

■問区画整理課（緯〈７１〉２２６１）

■場■問マーメイドパレス（緯〈９２〉７３５１）
１０月の水中講座
■時１０月１５日昌午前１１時～正午
■内①初級水泳「クロールから始めまし
ょう」 ②体験アクアビクス

■対１８歳以上
■定①獅２０人 ②獅４０人 いずれも先着
順

■他生後６カ月～未就園児の託児あり
（先着５人）

■申１０月７日昇午前１０時から、直接か電
話でマーメイドパレスへ
親子水泳教室
■時１１月２日掌・９日掌・１６日掌・２３日

抄・３０日掌午後１時～１時５０分（全
５回）

■対４～６歳の子とその保護者（２人１
組）

■定各２０組（定員を超えた場合は、マー
メイドパレスでの教室受講歴のない
人を優先した上で抽選）

■￥３０５０円
■他１０月１８日松午後
１時から公開代
理抽選をします

■申１０月５日掌～１７
日晶午前１０時～午後７時３０分に、直
接マーメイドパレスへ

マーメイドパレスの水泳教
室

■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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■時１０月１８日松午後６時３０分～８時
■内安城音楽協会会員による演奏 出演
獅磯貝直子・川村千尋（ピアノ）、長

なお こ ち ひろ

谷部項山
こう ざん

（尺八）、柳沢知津江（チェン
ち づ え

バロ） 演目獅花は咲く、ＬｅｔＩｔ
Ｇｏ（アナと雪の女王より）ほか

■定１５９人（整理券を１０月４日松午前９時
から同館で配布）

■他未就学児は入場不可
■場■問昭林公民館（緯〈７７〉６６８８）

昭林コンサート

プラネタリウム１０月の生解
説
■時季節の星空のおはなし獅４日松・５
日掌午後１時３０分 満月が消える？
～皆既月食を見よう！～獅４日松・
５日掌午後３時 天高く馬肥ゆる秋、
ぺガススとその仲間たち獅１１日松午
後１時３０分・３時、１９日掌午後１時
３０分 ペガススの大四辺形と星座た
ち獅１２日掌・１３日抄・１８日松・２５日
松午後１時３０分・３時、２６日掌午後
１時３０分

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

水道使用量のお知らせ（検
針票）への広告掲載者
市内約５万７０００件の水道利用者へ、

２カ月に１回配布している検針票の裏
面に掲載する有料広告を募集します。
■内広告規格獅縦
４５㎜×横６３㎜
の大きさ、４
色刷り 掲載
期間獅来年４
月～平成２８年
３月

■定２枠
■￥最低提示額１２
万円（消費税
などを含む）

■申１０月３日晶～１１月１４日晶午前８時３０
分～午後５時１５分（松掌抄を除く）に、
申込書と会社概要（パンフレット）、
広告原稿を持参か郵送（必着）で水道
業務課（〒４４６－８５０１住所記載不要／
☎〈７１〉２２４９）へ
※申込書は同課・市公式ウェブサイ
トで配布。提出書類は返却しません。

■時１１月２９日松～１２月２８日掌の松掌抄午
後３時～８時 演奏時間獅３０分間の
ステージを１・２回

■場デンパーク
■内音楽やダンスなどデンパークのイメ
ージに合うクリスマスらしいもの

■他デンパークの音響機材を利用できますが、高度な操作が必要な場合はオペ
レーターを手配してください。応募者多数の場合、出演をお断りする場合
があります。１１月５日昌までに出演の可否を連絡します

■申１０月２４日晶までに、代表者の住所・氏名・電話（ファクス）番号・Ｅメール
アドレス・参加希望日（可能日が複数あれば全て記入）とステージ内容がわ
かるデモテープ（ＤＶＤなど）を、直接か郵送（必着）でデンパークイベント
参加者募集係（〒４４６－００４６赤松町梶１／緯〈９２〉７１１１）へ
※デモテープは返却しません。過去１年間に出演実績のある場合は提出不
要。

大浜てらまち巡りウオーク
ラリー
■時１０月１９日掌午前１０時１５分～午後３時
３０分（雨天中止）

■場集合・解散獅名鉄三河線碧南駅前
■内港や寺などを巡るウオークラリー
■￥１００円
■持水筒・帽子・昼食
■申１０月１２日掌までの午前８時３０分～午
後５時（捷を除く）に、電話で市体育
館（緯〈７５〉３５３５)へ

■時１０月１１日松・２５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）

■￥観覧料（中学生以下は無料）
■場■問歴史博物館（緯〈７７〉６６５５）

歴史博物館の常設展ガイド

市内小・中学校の児童・生徒が日常
生活で感じた思いを、日頃の学習で身
に付けた「話す力」と「聞く力」を生かし
て発表します。
■時１１月２日掌午前９時３０分～正午、午
後１時３０分～３時５０分

■場文化センター
■内群読、パネルディスカッションなど
■問市教育研究会事務局（安城北中学校
内／緯〈７５〉３５２５）、市学校教育課（緯

〈７１〉２２５４）

安城ふれあいスピーチ広場

日日頃の学習の成果を発表しま日頃の学習の成果を発表しますす

裏面２枠が広告枠

冬のデンパークを盛り上げません冬のデンパークを盛り上げませんかか

■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

■内職務内容獅養護老人ホーム入所者の
介助など 雇用期間獅１１月１日松～
来年３月３１日昇 勤務日時獅捷～晶

午前８時３０分～午後５時１５分（抄を
除く） 勤務場所獅市養護老人ホー
ム（和泉町） 賃金獅時給１０７０円、通
勤割増１日２００円 選考獅面接（１０月
１７日晶）

■対介護福祉士、ヘルパー１・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１０月１日昌～１０日晶午前９時～午後
５時（掌捷を除く）に、申込書と資格
証の写しを持って市社会福祉協議会
（社会福祉会館内／緯〈７７〉２９４１）へ
※申込書は同館・同協会ウェブサイ
トで配布。

市社会福祉協議会臨時職員






