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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。

■申６月８日捷（昌を除く）から各講座開
催３日前までの午前９時～午後９時
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

ネイチャーゲーム私はだあれ？
■時６月２１日掌午前１０時～１１時３０分
■場環境学習センターエコきち
■内カードを使って生き物をあてるゲー
ム、エコ工作など

■講古居敬子氏（環境アドバイザー）
けい こ

■対４歳以上（小学生未満は保護者同伴）
■定１０人（先着順）
■￥１００円（プレゼント付き）
安城の自然探訪
■時６月２７日松午前９時～１１時３０分
■場集合獅歴史博物館駐車場
■内天然記念物に指定の巨樹、名木を解
説を聞きながらバスで巡ります

■講稲垣英夫氏
ひで お

■対１８歳以上
■定１０人（先着順）
■持動きやすい服装・水筒・帽子
■他プレゼント付き

ムササビフリスビーをつくってあそぼ
う
■時６月２８日掌午前１０時～１１時３０分
■場環境学習センターエコきち
■内布に絵を描き、フリスビーの形を作
って飛ばします

■対４歳以上（小学生未満は保護者同伴）
■定１０人（先着順）

エコきちの講座

■時７月１６日昭・１７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１５日捷～１９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

■時６月１８日昭午前１０時～正午
■場市民交流センター
■内災害時、高層住宅に閉じ込められた
場合の対処方法を学びます

■講間瀬トシ子氏（安城防災ネット）
■対防災・減災に関心のある人
■定２５人（先着順）
■他託児が必要な人は６月１１日昭までに
申し出てください

■申６月５日晶からの午前９時～午後８
時（捷を除く）に、直接か電話で市民
交流センター（緯〈７１〉０６０１）へ

■問市民協働課（緯〈７１〉２２１８）

高層住宅でライフラインが
止まったら

雲雲竜の雲竜の松松

米をもっと食べよう健康講
座～第１回～
■時７月１１日松午前９時１５分～正午
■場市民交流センター
■内太らない工夫料理の紹介、調理 献
立獅カロリーダウンコロッケ、鮭の
サラダ寿司

■対４歳以上（小学３年生以下は保護者
同伴）

■定２５人（定員を超えた場合は抽選）
■￥３００円
■持エプロン・三角巾・手ふき
■他抽選の有無にかかわらず申込者に参
加の可否を６月１９日晶に発送予定

■申６月１５日捷までの午前８時３０分～午
後５時１５分（松掌を除く）に、直接か
電話または「米をもっと食べよう健
康講座第１回」と明記して、参加者
全員の住所・氏名・生年月日・電話
番号を郵送（必着）・ファクス・Eメ
ールで農務課（〒４４６－８５０１住所記載
不要／胃〈７６〉１１１２／nomu@city.an
jo.aichi.jp）へ

■問グリーンそう古居敬子さん（緯０８０〈５
けい こ

２９５〉７７８２）、農務課（緯〈７１〉２２３３）

■場■問スポーツセンター（緯〈７５〉３５４５）
■申６月５日晶から開催日前日までの午
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
水泳おためし会（高齢者限定）
■時７月３日晶・１０日晶・１７日晶午後１
時～２時（全３回）

■対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
夏のタイム測定会
■時７月１２日掌午後１時～３時
■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５０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

スポーツセンターの催し

「さわやかマナー」関連プロ
ジェクト～いちご大作戦～
「さわやかマナー」活動団体であるA
BK♡朝美活による取り組みです。

あさ び かつ

■時６月１５日捷からの毎月１５日１５時から
１０分程度

■内あなたがいるその場所で清掃活動を
します。周りの人と一緒に手軽にマ
ナーアップ運動に参加しませんか？

■申参加者の氏名・町名・所属（任意）・
ABK♡朝美活ウェブサイトでの氏名
掲載の可否をファクスで、ABK♡朝
美活事務局（ビレッジ開発内）下村幸

こう

作さん（胃〈７７〉４０５９）へ
さく

■問環境首都推進課（緯〈７１〉２２０６）

■場■問堀内公園（緯〈９９〉５９４７）
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１３日松午前１０時～午後３時（雨
天の場合、１４日掌に順延）

■対小学生以下
■定５０人（当日先着順）
あじさいまつり
■時６月２０日松・２１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
水の舞台を水遊び場として開放
■時６月２０日松・２１日掌・２７日松・２８日
掌、７月４日松・５日掌・１１日松・
１２日掌午前１０時～午後４時
※天候などにより中止の場合あり。
※７月２０日抄より平日も開放予定。

■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。

堀内公園の催し

記記録に挑記録に挑戦戦

■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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今月の再生家具入札販売
■時６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０９０〈９８９２〉２９３３）

訓訓練の成果を披露しま訓練の成果を披露しますす

マーメイドパレスの講座
■場マーメイドパレス
■時６月２４日昌午前１１時～正午
■内■定①初級水泳「クロールから始めま
しょう」獅２０人 ②体験アクアビク
ス獅４０人 いずれも先着順

■対１８歳以上
■他６カ月～未就園児の託児あり（先着
５人）

■申６月５日晶午前１０時から、直接か電
話でマーメイドパレス（緯〈９２〉７３５１）
へ

自転車購入費補助金の申請に必要な
講習会です。
■時６月２０日松、７月２５日松午前１０時～
１１時３０分

■場市民会館
■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。

■他自転車購入費補助金の詳細は、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

わくわくネイチャースクー
ル
■時７月３０日昭午前８時～３１日晶午後４
時３０分頃

■場長野県下伊那郡根羽村
■内魚つかみや五平餅作り、農家民泊、
間伐体験などから環境について学ぶ
※安城から現地まではバスで移動。
※雨天時変更あり。
※アレルギー対応不可。

■対小学４～６年生（保護者の同伴不可）
■定４５人（定員を超え
た場合は抽選）

■￥２０００円
■他抽選の有無にかか
わらず申込者に参
加の可否を６月中
に通知予定

■申参加者の住所・氏
名・学年・性別・電話番号を６月１５
日捷までの午前９時～午後５時（松

掌を除く）に、電話か郵送（必着）・
ファクス・Ｅメールで環境首都推進
課（緯〈７１〉２２０６／〒４４６－８５０１住所記
載不要／胃〈７６〉１１１２／kankyo@ci
ty.anjo.aichi.jp）

間間伐体間伐体験験

■時６月２７日松午前９時１５分～正午
■場文化センター
■内安城産の小麦「きぬあかり」を使った
うどん作り

■対４歳以上（小学３年生以下は保護者
同伴）

■定５０人（定員を超えた場合は抽選）
■￥３００円
■持エプロン・三角巾・手ふき・持ち帰
り容器

■他抽選の有無にかかわらず申込者に参
加の可否を６月１９日晶に発送予定

■申６月１５日捷までの午前８時３０分～午
後５時１５分（松掌を除く）に、直接か
電話または「うどんを作ろう講座」と
明記して、参加者全員の住所・氏名・
生年月日・電話番号を郵送（必着）・
ファクス・Ｅメールで農務課（〒４４６
－８５０１住所記載不要／胃〈７６〉１１１２／
nomu@city.anjo.aichi.jp）へ

■問グリーンそう古居敬子さん（緯０８０〈５
けい こ

２９５〉７７８２）、農務課（緯〈７１〉２２３３）

うどんを作ろう！

お父さんと子どものわくわ
く料理教室
■時７月１９日掌、８月１日松午前１０時～
午後１時（受け付けは午前９時３０分
から）

■場文化センター
■内調理実習を通して、料理の楽しさや
バランスの良い食事について学び、
味わいましょう。 献立獅いろどり
野菜のチーズハンバーグ、コンソメ
スープ、梨のコンポートヨーグルト
添え、ごはん

■講ヘルスメイト（市健康づくり食生活
改善協議会会員）

■対市内在住の小学生とその父または祖
父

■定各８組（先着順）
■￥１人３００円
■持エプロン・三角巾・筆記用具・子ど
も用上履き・飲み物（水分補給用）

■申６月９日昇～２２日捷午前８時３０分～
午後５時（松掌を除く）に、電話で市
保健センター（緯〈７６〉１１３３）へ

楽楽しくおいしく学ぼ楽しくおいしく学ぼうう

さんかく楽集会（がくしゅ
うかい）
■時６月２７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から、男女共
同参画の視点で災害時の避難所運営
を成功させるカギを考えます

■講池田恵子氏（静岡大学教員・減災と
けい こ

男女共同参画研修推進センター共同
代表）

■他託児あり（先着８人、１人３００円）。希
望者は６月１５日捷までに市民協働課
へ

■問市民協働課（緯〈７１〉２２１８）

市内３０の消防分団が、消火技術を競
います。
■時６月７日掌午前７時３０分～正午
■場安城消防署
■他駐車場は市役所西駐車場を利用でき
ます

■問危機管理課（緯〈７１〉２２２０）

市消防団消防操法競練会
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情報公開・個人情報保護制度の実施状況
平成２６年度の実施状況は、下表のとおりです。

■問行政課（緯〈７１〉２２０９）

■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６月２０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日晶午前９時から高浜消防署
救急係（緯〈５２〉１１９０）へ

普通救命講習Ⅰ
■時６月２１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６月５日晶午前９時から安城消防署
救急係（緯〈７５〉２４９４）へ

上級救命講習
■時６月２７日松午前９時～午後６時
■場刈谷消防署
■内成人・小児・乳児・新生児の心肺蘇
生法、傷病者管理、外傷の応急手当、
搬送法

■定２０人（先着順）
■申６月５日晶午前９時から刈谷消防署
救急係（緯〈２３〉１２９９）へ

早期教育相談
■時７月３１日晶午前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１９日晶までに電話で学校教育課
（緯〈７１〉２２５４）へ

心心肺蘇生心肺蘇生法法

救命講習会

インディアカ日本代表チー
ムとプレーしよう！
ワールドカップ出場チームによる模
範試合と実技指導会を開催します。
■時７月１９日掌午後１時
■場市体育館
■申６月５日晶～７月３日晶午前９時～
午後５時（休館日を除く）に、直接市
体育協会（市体育館内）へ
※観戦のみは申込不要。

■問市体育協会（緯〈７５〉５１８２）、市体育館
（緯〈７５〉３５３５）

県市町村対抗駅伝競走大会
代表選考会
■時■内①６月２７日松午後６時（ナイター
陸上競技会）獅３０００m（一般女子）、
５０００ｍ（一般男子・女子、４０歳以上
男子、５０歳以上男子） ②９月１９日
松（県市町村対抗駅伝大会選手選考
会）獅小・中学生、一般男子・女子

■対市内在住・在学・在勤の人
■申①獅当日、参加費３００円を持参し、
市総合運動公園芝生広場へ ②獅詳
細は後日発表します

■問市体育館（緯〈７５〉３５３５）

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６日松・７日掌・１３日松・１４日
掌

■内開園時間を午後９時３０分まで延長。
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。
ボタニカルアート展～植物のやさしさ
を感じて～
■時６月１０日昌～２９日捷

■内加古川利彦氏による草花の細密画約
とし ひこ

３５点を展示します

■時６月２０日松午前１０時３０分～１１時４５分
■内曲目獅私のお気に入り、浜辺の歌、
平均律クラヴィーア曲集第２巻より
「プレリュードとフーガ」、即興曲第
１５番ハ短調「エディット・ピアフを
たたえて」ほか
出演獅富永雅美

まさ み

（フルート）、前田聡
さと

子（ピアノ）、村瀬啓子（声楽）、柳沢知
こ けい こ ち

津江（チェンバロ）
づ え

■定１５９人
※未就学児は入場できません。

■他６月６日松午前９時から昭林公民館
で整理券を配布

■場■問昭林公民館（緯〈７７〉６６８８）

昭林コンサート

■時８月１日松午後２時（開場１時３０分）
■場文化センター
■内演題獅在宅緩和ケアで朗らかに生き
よう

■講小笠原文雄氏（医療法人聖徳会小笠
ぶん ゆう

原内科院長）
■定５００人（当日
先着順）

■他手話通訳・
要約筆記が
必要な場合
は、６月３０
日昇までに
高齢福祉課
へ

■問高齢福祉課（緯〈７１〉２２２３）
小小笠原小笠原氏氏

在宅医療と介護を考える市
民フォーラム

実施機関別の請求（申出）状況 単位：件

計個人情報開示等請求公文書開示請求実施機関名

５５９４６市長
８４４教育委員会
１０１農業委員会
３０３議会
６７１３５４計

開示・非開示等の決定状況 単位：件

非開示の主な
理由計個人情報開示

等請求
公文書開示

請求決定内容

３２０３２全部開示
個人情報３０１２１８一部開示
不存在４１３非開示

１０１取下げ
６７１３５４計

■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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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、１億１５万５９１３円
です。
４月１日～３０日受け付け分／敬称略
募金箱への多数の寄附者
■問市社会福祉協議会（緯〈７７〉２９４１）

児童手当現況届兼子育て世帯臨時特例
給付金申請書の提出
養育状況の確認及び子育て世帯臨時
特例給付金の申請のため、対象者に５
月２９日付けで申請書を発送しました。
６月３０日昇までに提出してください。
なお、提出がない場合は支給を見送
ります。
現況届受け付け後は所得判定をし、
受給者の変更をお願いする場合があり
ます。
■他提出方法獅陰郵送（必着） 隠子育て
支援課へ持参 韻南部支所、桜井支
所及び北部出張所へ持参（記入済申
請書の受け取りのみ）

■問子育て支援課（緯〈７１〉２２２７）

子育てに関する手当などの
申請書の提出を

東日本大震災義援金ありが
とうございます

◆◆◆衣浦東部広域連合からのお知らせ◆◆◆

市防犯カメラの設置及び運用に関す
る条例第９条に基づき、平成２６年度防
犯カメラ設置届出状況を報告します。
■内市の届出数獅１６件 市の公の施設を
管理する指定管理者の届出数獅３件
町内会等の届出数獅７件 商店街振
興組合の届出数獅３件 防犯カメラ
の設置若しくは運用又は画像データ
の取り扱いに関する苦情の対応への
不服申出、違反等に対する是正等の
勧告獅０件

■問市民安全課（緯〈７１〉２２１９）

防犯カメラ設置届出状況の
公表

■時６月１４日掌午前９時３０分（小雨決行）
■内油ヶ淵しょうぶ園・応仁寺（碧南市）

おう にん じ

まで往復約９灼 集合場所獅マーメ
イドパレス第２駐車場

■持昼食・水筒・雨具・敷物など
■他乗り合わせか公共交通機関でお越し
ください。途中、念空寺・

ねん くう じ

長
ちょう

福寺も
ふく じ

巡ります
■問市体育館（緯〈７５〉３５３５）

歩け運動に参加しません歩け運動に参加しませんかか

油ヶ淵「しょうぶ」歩け運動

■６月７日掌～１３日松は危険物安全
週間です
危険物の保管場所・貯蔵容器・取
り扱いを再確認して、事故のないよ
う注意しましょう。
推進標語獅無事故へと 気持ち集中
はっけよい
危険物保管上の注意
暫直射日光を避け、高温になる場所、
火気を使う場所に置かない

暫必要以上の量を保有しない
暫容器に入れた危険物が地震で転倒、
落下しないように事前に対策する
ガソリンを入れる容器
ガソリンは専用の携行缶に入れま
しょう。灯油用
ポリ容器にガソ
リンを入れるの
は、火災や爆発
の恐れがあり、
非常に危険です。
■問予防課危険物係（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
７４．２０．０１，８８４２，５４０議会費
８８．４４．２１７９，９４６２０３，６３５総務費
８３．４９５．６４，１４２，１１４４，９６４，５８９消防費
９５．２０．２９，９４９１０，４５０公債費
０．００．００２０，０００予備費
８３．３１００．０４，３３３，８９３５，２０１，２１４計

■財政状況の公表（５月公表分）
３月３１日現在の平成２６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２６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
１００．０９６．１４，９９８，０７４４，９９８，０７４分担金及

び負担金
１２２．１０．４１８，６１８１５，２５２使用料及

び手数料
０．００．００１国庫支出金
０．００．００１６０県支出金

３，０００．００．０３０１財産収入
０．００．００１寄附金

１００．０３．２１６８，３３７１６８，３３７繰越金
７４．４０．３１４，４１５１９，３８８諸収入
９９．９１００．０５，１９９，４７４５，２０１，２１４計

広域連合債の現在高（消防債）
単位：千円

構成比（％）現在高区分
３８．５２０，４３２安城市分

市

別

０．００碧南市分
４７．３２５，１６０刈谷市分
０．００知立市分
１４．２７，５３２高浜市分
１００．０５３，１２４計

８５．８４５，５９２
愛知県都
市職員共
済組合借

入
先
別 １４．２７，５３２
愛知県
中央信用
組合

１００．０５３，１２４計



（ ）内は前月比

〈平成27年5月1日現在〉
総 人 口
男 性
女 性

世 帯 数

18万5265人（＋ 86）
9万4897人（＋ 0）
9万368人（＋ 86）

7万1812世帯（＋100）

火 災
救 急

（年間累計／前年対比）

刑 法 犯
交通事故
負 傷 者
死 者

157件（ 600件／－ 9）
578件（2374件／－25）
106人（ 387人／－45）
0人（ 3人／＋ 1）

人口・世帯

4月の火災・救急

4月の犯罪・事故

2件（うち建物 1件）
622件（うち急病408件）

解広報あんじょう 2015.6.1

■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。

デンパークの講座スタッフ
■内職務内容獅体験教室の指導・補助
勤務日時獅松掌抄を含む午前９時～
午後５時のうち指定する時間 賃金
獅時給８００円から（松掌抄は１００円増）、
通勤割増１日２００円 休日獅要相談

■定２人（高校生不可）
■他面接時に顔写真付きの履歴書を持参
■申６月１１日昭までに電話でデンパーク
（緯〈９２〉７１１１）へ

はかりの検査の事前調査
取引や証明に使用している「はかり」
は定期検査が必要です。平成２５年度検
査で未検査のはかりを使用している人
は、７月１０日晶まで（松掌を除く）に商
工課へ連絡してください。
■対商店・露店などの商品売買用、病院・
薬局などの調剤用、運送業者などの
運賃算出用、農業生産者の売買・出
荷用、工場などの材料購入用等のは
かり

■問商工課（緯〈７１〉２２３５）

４月２０日現在、本市に住民登録があ
る下記対象者に、５月末付けでがん検
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日昭まで
■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４９年４月２日～昭和５０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６年４月２日～平成７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４９年４月２日～昭和５０年４月１
日、昭和４４年４月２日～昭和４５年４
月１日、昭和３９年４月２日～昭和４０
年４月１日、昭和３４年４月２日～昭
和３５年４月１日、昭和２９年４月２日
～昭和３０年４月１日生まれの人

がん検診無料クーポン券を
送付

５月２７日開催の「行政相談委員全体
会議」で、髙見加代子さん（今本町）が

か よ こ

市民の行政に対する苦情解決への尽力
と、その業績が顕著であると認められ、
中部管区行政評価局長表彰を受けまし
た。
■問市民課（緯〈７１〉２２２１）

行政相談委員が表彰を受賞

農用地利用集積計画の縦覧
■時６月１５日捷～３０日昇午前８時３０分～
午後５時１５分（松掌を除く）

■内６月１５日に公告する農地の「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）

県介護支援専門員実務研修
受講試験
■時試験日獅１０月１１日掌 願書配布期間
獅６月９日昇～７月１５日昌

■申６月１６日昇～７月１５日昌に、願書を
郵送（消印有効）で県社会福祉協議会
（〒４６１－００１１名古屋市東区白壁１－
５０）へ
※願書は県社会福祉協議会・県高齢
福祉課・西三河福祉相談センター・
西三河県民生活プラザ・市高齢福祉
課・市社会福祉協議会で配布。

■問県社会福祉協議会（緯０５２〈２１２〉５５３０）、
市高齢福祉課（緯〈７１〉２２２６）

暴走族は、青少年の健全育成に影響
を与える大きな社会問題です。市民と
事業者の皆さんが一体となり、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日捷～３０日昇

■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

本紙５月１日号６ページに掲載の交
流会日程に変更がありました。
作野小学校で開催予定のインディアカ
交流会

▲

変更後獅１０月４日掌 変更前
獅９月１３日掌

■問市体育館（緯〈７５〉３５３５）

市民地域スポーツ交流会の
日程変更

県に提出された大規模小売店舗立地
法に係る届出書を見ることができます。
■時８月１４日晶まで
■内大規模小売店舗の所在地、建物設置
者の住所及び代表者の変更等 店舗
名称獅ビックリブ安城店（三河安城
町）

■場■問県商業流通課（緯０５２〈９５４〉６３３８）、
市商工課（緯〈７１〉２２３５）

大規模小売店舗立地法に係
る届出書の縦覧

入居時家賃
（月額）

建設
年度

部屋番号
（間取り）住宅名

２万９３００～
５万７６００円Ｈ１４Ａ２０２

（３ＤＫ）
東
ひがし

大道
だい どう

（里町）

東大道住東大道住宅宅

市営住宅入居者（抽選）
■内募集住宅獅下表のとおり
■申入居資格を事前に確認し、６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〉２２４０）へ

■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.


