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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。

■時７月２５日松、８月８日松・１５日松・１６日掌・
２９日松・３０日掌午後３時～８時
■内音楽やダンスなどデンパークのイメージに合
う夏らしいもの。大音量の演奏は不可 演奏
時間獅３０分のステージを１・２回
■定各１組程度
■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、出演をお断りすること
があります。６月２９日捷までに出演の可否を連絡します。出演者一人につ
き２枚のデンパーク招待券を進呈します

■申６月２０日松まで（必着）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それも記入）・参加人数
と、演奏内容のわかるＭＤ、ＣＤ、ＤＶＤなどデモテープをデンパークイ
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。なお、過去１年間に出演実績のある人は、
デモテープの提出は不要です。

デデンパークを盛り上げよデンパークを盛り上げようう

■時６月２７日松午前９時～午後４時
■場文化センター
■内陰建築士による木造住宅の耐震改修
相談 隠建築士・司法書士・行政書
士などによる建築一般相談
■定陰獅３０人 隠獅１０人（いずれも定員
を超えた場合は抽選）

■申６月１０日昌までに申込書を持参か郵
送（必着）・ファクスで建築課（〒４４６
－８５０１住所記載不要／胃〈７７〉００１０／
緯〈７１〉２２４１）へ
※申込書は同課・市公式ウェブサイ
トで配布。

木造住宅耐震改修相談会・
建築一般相談会

地地震に備えましょ地震に備えましょうう

小児救急電話相談が毎日午後７時か
ら翌朝８時まで利用できるようになり
ました。休日・夜間の急な子どもの病
気への対処や、病院の受診に迷った時
などに、小児科医師・看護師と電話相
談ができます。
短縮番号獅緯♯８０００（短縮番号が利用
できない場合（緯０５２〈９６２〉９９００））
※相談は無料ですが、通話料は有料。
■問市保健センター（緯〈７６〉１１３３）

小児救急電話相談利用時間
拡大

市公平委員会委員に深津茂樹氏（碧
しげ き

南市・新任）が選任されました。任期
は５月１１日～平成３１年５月１０日晶です。
■問行政課（緯〈７１〉２２０８）

公平委員会委員の選任

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）

家屋調査にご協力を

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楽しめ
るよう、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）

毎月第３日曜日は家庭の日

ニニュースポーツニュースポーツがが
でできまできますす

市が販売した防災ラジオは、待機状
態にしておくと自動で緊急地震速報を
受信します。緊急地震速報を見聞きし
た場合は、素早く「姿勢を低く」「頭を
守り」「揺れが収まるまでじっとする」
の行動を取ることが出来るよう訓練し
てください。
■時５月２７日昌午前１０時１５分頃
■内小・中学校などの市内公共施設９５カ
所・防災ラジオへの訓練放送を実施。
※公共施設周辺では訓練放送の音声
が聞こえます。ご理解とご協力をお
願いします。
■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日捷午
後４時頃に実施します
■問危機管理課（緯〈７１〉２２２０）

緊急地震速報の訓練放送を
実施
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６月１日捷は「人権擁護委員の日」。
日常生活での人権問題について、人権
擁護委員が相談に応じます。秘密は固
く守られますので、気軽に相談してく
ださい。
■時６月１日捷午
前１０時～正午、
午後１時～３
時
※人権相談は
上記以外にも
実施していま
す。詳細は本
紙１８ページ参照。
■場市役所相談室
■他人権擁護委員（敬称略）獅杉浦智之

とも ゆき

（城ヶ入町）、榊原真由美（東明町）、山
ま ゆ み

口俊雄（池浦町）、岩月浩治（野寺町）、
とし お こう じ

白谷隆子（城南町）、野村
たか こ

裕子（高棚
ひろ こ

町）、柴田早智子（里町）、板本
さ ち こ

宗
しゅう

一（篠
いち

目町）
■問市民課相談室（緯〈７１〉２２２２）

特設人権相談所の開設

■時５月２４日掌、６月１４日掌午前７時～
正午（予備日５月３１日掌、６月２１日
掌）
■場市内全域
■内農作物を食べ荒らす有害な鳥を、鉄
砲を使い、駆除します。事故防止の
ため、子どもたちが近づかないよう
に、また、飼いバトなどは放さない
ようにご注意ください
■他天候により延期または中止すること
があります
■問農務課（緯〈７１〉２２３３）

有害な鳥の駆除を実施

３月分／受け付け順／敬称略
市社会福祉協議会 善意銀行
鹿乗福祉委員会、中前敏之、安城グラ
ウンド・ゴルフ協会、デンソーハート
フルクラブ安城、桜井福祉センター利
用者、国際ソロプチミスト安城、北部
福祉センター利用者、ほほえみダンス、
ピアゴラフーズコア三河安城店、中村
富士子、シルバーカレッジＯＢ１３期生、
ピアゴ東栄店、ピアゴ福釜店、ユーホ
ーム安城店、ふれあいダンス、アピタ
安城南店、草莽安城、稲穂、昭林公民
館利用者、労福協安城地区友の会、北
城屋アンディ店、コパン、二本木公民
館利用者、グリーンセンター安城北部、
ＪＡあいち中央産直センター安城南部、
たかたな歯科、松栄運輸株式会社、Ｊ
Ａあいち中央産直センター安城東部、
御菓子司北城屋、中部公民館利用者、
安城産業公園デンパークふるさと館、
安城産業公園デンパーク、株式会社ネ
クスト、桜井ロングゴルフ、つる屋菓
子舗、ＪＡあいち中央産直センター安
城桜井、でんまぁと安城西部、作野福
祉センター利用者、社会福祉会館利用
者、城西生花店、石川雅人、早川芳郎、
わさびや、公益財団法人日本郵趣会あ
いち支部、安城市園長会、匿名
市役所関係
株式会社東海特装車、アイシン・エィ・
ダブリュ株式会社、株式会社イーズラ
イフ

福祉への善意・寄付ありが
とうございます

■問商工課（緯〈７１〉２２３５）
写生大会
２４７点の応募がありました。最優秀
賞は次の皆さん。 〈敬称略〉
１年獅山口嵩

たか

紘（丈山小）
ひろ

２年獅米津海
う

理（安城中部
り

小） ３年獅

築山結衣（安
ゆ い

城南部小）
４年獅柴田直

なお

輝（安城北部
き

小） ５年獅

築山真衣（安
ま い

城南部小） ６年獅矢後わかな（安城南
部小）
※上記のほか優秀賞が各学年で７点。
写真コンテスト
２６３点の応募がありました。最優秀
賞・優秀賞は次の皆さん。 〈敬称略〉
最優秀賞獅高木良浩 優秀賞獅加賀澤

よし ひろ

勝
まさる

、水野恵介、大高安司、松浦
けい すけ やす し

進、小
すすむ

木曽絹子
きぬ こ

※上記のほか入選１０点、佳作１５点。

入賞作品の展示
■時５月２６日昇～３１日掌午前９時～午後
５時（２６日は午後１時から、３１日は
午前１１時まで）
■場文化センター
■他表彰式施５月３１日午前１０時３０分

安城桜まつり写生大会・写
真コンテスト入賞者決定

矢矢後さんの作矢後さんの作品品

■対来年度新入学予定の児童・生徒で、障害があると思われる子とその保護者
■場難聴施錦町小学校（緯〈７５〉２７２５） 肢体不自由施三河安城小学校（緯〈７１〉
３２５０） 知的・情緒障害施下表のうち居住する学区の小・中学校
■申電話で各学校へ
■問学校教育課（緯〈７１〉２２５４）

電 話中学校名電 話小学校名電 話小学校名電 話小学校名
〈７５〉３５３１安 城 南〈９９〉３７７７桜 林〈９７〉８２０２志 貴〈７５〉２７２１安城中部
〈７５〉３５２５安 城 北〈７６〉１４８８新 田〈９９〉２２０１桜 井〈７６〉２３３２安城南部
〈９２〉００１９明 祥〈９８〉３０３３今 池〈７６〉６０５６作 野〈７６〉２３０３安城西部
〈７６〉２３２０安 城 西〈７１〉３２５０三河安城〈７６〉８７７３祥 南〈７６〉２３３４安城東部
〈９９〉００２８桜 井〈７１〉３３４５梨 の 里〈９２〉００２４丈 山〈９８〉０８２５安城北部
〈９８〉１５３１東 山〈７６〉４４４９二 本 木〈７５〉２７２５錦 町
〈７６〉７８１１安 祥〈９８〉５９００里 町〈９２〉０５９３高 棚
〈７６〉１７７７篠 目〈７５〉３００３桜 町〈４１〉１２４４明 和

高木さんの作高木さんの作品品「春の朝 花びらつ「春の朝 花びらつかかみ」み」


