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これで安城マスター！「QUIZ&ス
タンプラリー」
■時１０月３日松・４日掌・１０日松～１２
日抄・１７日松・１８日掌・２４日松・
２５日掌・３１日松午前９時～午後４
時

■内都築弥厚等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）
※１人１日１枚まで。

作ってみよう！「落ち葉・どんぐり
の工作」
■時１０月１７日松・１８日掌午前１０時～午
後３時（雨天中止）

■内堀内公園で採れるどんぐり等で作
る工作体験

■定各５０人（当日先着順）
赤ちゃんハイハイレース
■時１０月２４日松午前１０時３０分（受け付
けは午前１０時１０分から）
※雨天の場合は２５日掌。
■内参加者に有料遊具利用券を進呈
■対未歩行の赤ちゃんとその親
■定４０人（先着順）

デンパーククラブハウスの
体験教室
■他入園料別途。都合により変更する場
合あり。詳細は問い合わせてくださ
い
■申申込締切日を記載しているものは、
１０月５日捷から各申込締切日までの
午前９時３０分～午後５時（休園日を
除く）に、直接か電話で、デンパー
ククラブハウス（緯〈９２〉７１１２）へ
手作りパン教室「デニッシュパン＆動
物あんパン」作り
■時１０月３日松・４日掌・１０日松～１２日
抄・１８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
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３日松～５日捷・１０日松～１２日
抄・１７日松～１９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
ソースで作る、おいしい！簡単！料理
教室
■時１０月３０日晶午前１０時～正午
■内ソースを用いて簡単に四日市とんて
きと名古屋焼きそば作りを体験
■定２０人（先着順）
■講コーミソース株式会社社員
■￥１５００円
■持エプロン、手拭きタオル、箸
■申申込締切日獅１０月２３日晶

スクラップブッキングでアルバム作り
一緒にアルバムのある暮らしを始め
ませんか？日常の写真から特別な写真
まで少し手を加えるだけで、素敵なペ
ージになりますよ。
■時１１月９日捷・３０日捷午前１０時～正午
（全２回）
■講時川安也香氏（クリエイティブメモ

あ や か

リーズ公認アルバムアドバイザー）
■定２０人（先着順）
■￥２０００円（材料費別途１０００円）
■申申込締切日獅１０月２３日晶

寄せ植え講座「ハボタンを入れて冬の
花飾り（ハンギングバスケット）」
■時１１月１３日晶午前１０時～正午
■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）

■申申込締切日獅１０月３０日晶

■時１０月２２日昭・２７日昇、１１月１３日晶・
２０日晶午前１０時３０分～１１時（全４回）
■場中央図書館
■内連続のおはなし会
■対１０カ月までの子とその保護者（４回
とも参加でき、受講経験のない人）

■定１５組（先着順）
■持バスタオル
■申１０月１０日松午前９時から電話で中央
図書館（緯〈７６〉６１１１）へ

赤ちゃん読み聞かせ えほ
んのとびらの『にこにこ会』

「美しいわたしたちの世界」をメイン
テーマに、市内約１２００人の子どもたち
が４つのブロックに分かれ、心を一つ
に合唱します。
私たちの生きている美しい世界をこ
れからもずっと大切にし、その世界を
次の世代に引き継いでいきたいという
願いを込めて、音楽会を創り上げてい
きます。
■時１０月２４日松午前９時３０分・午後１時
■場市民会館
■申１０月９日晶から市民会館・北部公民
館・桜井公民館・南部公民館で入場
整理券を配布します
※満席の場合、入場を制限すること
があります。
■問市教育研究会事務局（安祥中学校内
／緯〈７６〉７８１１）

第２１回安城市小中学校音楽
会「うたごえシンフォニー」

ハロウィンキャンディプレゼント
■時１０月３１日松午前９時から配布
※キャンディが無くなり次第終了。
※雨天の場合は１１月１日掌。

■内各有料遊具を利用した子どもに
キャンディを進呈
■対小学生以下
■定各３０人（当日先着順）
お菓子で作る人形マジパンDEパン
プキン
■時１０月３１日松午前１０時・１１時・正午
※雨天の場合は１１月１日掌。
※開始各１０分前に整理券を配布。

■内かぼちゃのお化けを作ろう
■対小学生以下
■定各１０人（先着順）
ハロウィンビンゴ大会

■時１０月３１日松午後２時・３時
※雨天の場合は１１月１日掌。
※開始各１０分前にビンゴカードを
配布。

■内ビンゴになった人にお菓子を進呈
■対小学生以下
■定各５０人（先着順）

■他詳細は問い合わせてください
■問堀内公園（緯〈９９〉５９４７）

■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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あおぞら歴史教室「都築弥
厚の足跡をたどるⅡ」
■時１１月２８日松午前９時～午後４時３０分
■場集合・解散獅歴史博物館
■内歴史博物館特別展「台地を拓く 都築
弥厚の夢」・本龍寺・弥厚公園・水の
かんきょう学習館・明治川神社（市
内）、明治用水頭首工・水源神社（豊

とう しゅ こう

田市）等をバスで巡る
■対市内在住・在勤・在学の人（小学生
は保護者同伴）
■定２０人（定員を超えた場合は抽選）
■￥中学生以上獅１５８０円 小学生獅１０８０
円 いずれも昼食代を含む

■持筆記用具、水筒、帽子、雨具、歩き
やすい服装・靴

■申１０月３０日晶までに、住所・氏名・年
齢又は学年・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３回あおぞら歴史教室」係
（〒４４６－００２６安城町城堀３０／胃〈７７〉
６６００／bunkashinko@city.anjo.ai
chi.jp／緯〈７７〉４４７７）へ
※１度に２人まで申し込み可。

８０２０歯の表彰式
表彰式にあわせて、講演会と吹奏楽
の演奏会を行います。
■時１１月１日掌午前９時４５分～１１時３０分
（受け付けは午前９時１５分から）
■場文化センター
■内講演会諮演題獅大人も必見！矯正歯
科治療の今 講師獅犬束信一氏（い

しん いち

ぬづか矯正歯科院長） 演奏会諮出
演獅JKハーモニー

■他表彰該当者は受診歯科医院より連絡
■問浅井歯科医院（緯〈７６〉８１１１）、大場歯
科医院（緯〈７６〉３７２９）、大東歯科クリ
ニック（緯〈７６〉３６３５）、市保健センタ
ー（緯〈７６〉１１３３）

満月と照明に照らされた幻想的な風
景を、心ゆくまで堪能してください。
■時１０月２５日掌は午後９時まで開苑
※入苑は午後８時３０分まで。

■￥入苑料獅１００円（中学生以下無料）
呈茶料獅３００円
■問丈山苑（緯〈９２〉７７８０）

丈山苑夜間開苑

■時１１月４日昌午後１時３０分～３時１５分
■場市教育センター
■内演題獅打って響かぬ子供なし
■講杉浦誠司氏（文字職人）

せい じ

■定２１０人（先着順）
■申１０月５日捷～９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

デンパークの展示会「押し
花アート展」
日本レミコ押し花学院の、四季折々
の押し花作品約５０点を展示します。
■時１０月１４日昌～１９日捷午前９時３０分～
午後５時

■￥入園料
■問デンパーク（緯〈９２〉７１１１）

都築弥厚の墓（本龍寺）

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２５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

矢作川

■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

南吉ゆかりの地安城市・半田市の交
流を図る半田市観光協会によるバスツ
アーです。
安城市出発の「半田編」は、新美南吉

記念館や童話「ごんぎつね」の舞台にも
なった矢勝川周辺の散策と紙芝居の鑑
賞。昼食は知多半島の温暖な気候の中
で育ったブランド牛の知多牛を味わい、
南吉の故郷半田を満喫できます。
■時１０月１８日掌午前９時３０分～午後５時
■場集合・解散獅市役所西駐車場
■定４０人（先着順）
※最小催行人員２０人。

■￥３０００円（昼食付）
■申１０月９日晶までの午前８時３０分～午
後５時３０分に、電話で半田市観光協
会（緯０５６９〈３２〉３２６４）へ

■問市企画政策課（緯〈７１〉２２０４）

新美南吉ゆかりの地バスツ
アー アロマテラピー体験会

■時１０月２０日昇午前１０時３０分～１１時３０
分

■内アロマテラピーの紹介と好きな香
りで保湿クリームをつくります

■対１８歳以上
■定１０人（先着順）
■￥１９００円
■申申込開始日獅１０月６日昇

はじめてのお灸～冷えを取り去り、
カラダを温めるツボ～
■時１０月２２日昭午前１０時３０分～正午
■内初歩的なお灸の仕方を体験
■対１８歳以上の女性
■定５人（先着順）
■￥１５００円
■持肘、膝を出せる服装（スカート不可）
■申申込開始日獅１０月８日昭

ベビーマッサージ
■時１０月２３日晶午前１０時３０分～正午
■対２カ月～１歳の子とその保護者
■定８組（先着順）
■￥１５００円（保護者が２人の場合は、
２０００円）
■持大きめのバスタオル・子どもの水
分補給用飲料等
■申申込開始日獅１０月９日晶

託児あり！トレーニングジム利用会
■時１０月２９日昭午前１０時３０分～正午
■対６カ月～未就園児とその保護者
■定５人（先着順）
■￥施設利用料
■持運動できる服装・室内用シューズ
■他修了証がない人は講習会にも参加
可
■申申込開始日獅１０月８日昭

■申各申込開始日の午前１０時から、電話でマーメイドパレス（緯〈９２〉７３５１）へ
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■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日捷午前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１７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
の処置等
■場■申碧南消防署救急係（緯〈４１〉２６２５）
普通救命講習Ⅰ
■時１０月１８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、止血法等
■場■申安城消防署救急係（緯〈７５〉２４９４）
普及員講習再教育
■時１０月２５日掌午前９時～正午
■内応急手当普及員の有資格者が、前回
の講習受講日から３年以内に再度受
講するための講習
■場■申知立消防署救急係（緯〈８１〉４１４４）

救命講習会

■場■申１０月６日昇～開催日前日の午前９
時～午後８時（休館日を除く）に、直
接か電話で市スポーツセンター（緯

〈７５〉３５４５）へ
体力しらべ会
■時１１月５日昭午前１０時～正午
■内６種目を測定し、体力レベルを算出
■対概ね６５～７９歳で運動制限のない人
■定１５人程度（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）
ノルディックウォーキング教室
■時１１月１２日昭・１９日昭・２６日昭午前１０
時３０分～１１時３０分（全３回）
※雨天中止（小雨決行。予備日１２月
３日昭）。
■場総合運動公園
■内２本のポール（ストック）を使ってよ
り効果的な歩行運動を行います
■対１８歳以上で運動制限のない人
■定１０人（先着順）
■持運動シューズ、運動のできる服装、
帽子、タオル、飲み物（ペットボト
ル）、ポール（借用希望者は受付時に
申し出てください）

市スポーツセンターの催し

農地・農業者年金に関する相談会を
開催します。
■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２０日昇午後１時３０分～４時
■内農業者年金・経営移譲年金等に関す
る説明、農業者年金の加入・受給等
に関する個別相談
農地相談
■時１０月２０日昇午後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７日松午前１０時３０分～午後１時
３０分
■場文化センター
■内ボジョレー解禁前に、環境配慮の視
点から、ワインに合う料理を学ぶ
※ワインの提供はありません。
■対市内在住の２０歳以上
■定３０人（定員を超えた場合は抽選）
■￥１人５００円
■持エプロン・筆記用具・ふきん・手拭
用タオル・不要な広告紙（ゴミ箱作
成用）
■申１０月２０日昇までの午前９時～午後５
時（松掌抄を除く）に、住所・氏名・
年齢・電話番号を電話かファクス・
Ｅメールで環境首都推進課（緯〈７１〉２
２０６／胃〈７６〉１１１２／kankyo@city.
anjo.aichi.jp）へ
※参加の可否は１０月中に連絡。

大人向けエコ・クッキング
「ワインに合う料理」

■時１０月３０日晶午前１０時～正午
■場市民交流センター
■内笑いとヨガの呼吸法を体験
■講荻野留美子氏（笑いヨガリーダー）

る み こ

■定２０人（先着順）
■持動きやすい服装、汗拭きタオル、水
分補給用の飲み物
■申１０月６日昇からの午前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

笑いヨガを楽しみましょう！

■時１１月２６日昭・２７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１１７人（先着順）
■￥４０００円（当日支払い）
■申１０月１９日捷～２３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

親子いちごプランター植え
付け体験
■時１１月７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日昭～８日昭午前８時３０分～
午後５時１５分（捷を除く）に、郵送
（必着）か電話・ファクス・Ｅメール
で、参加者の住所・氏名・連絡先・
参加者数（代表者含め、大人・子ど
もそれぞれの人数）を、アグリライ
フ支援センター（緯〈９２〉６２００／胃〈９２〉
６１２２／agrilife@city.anjo.aichi.
jp／〒４４４－１２０１石井町
辻原１３１－２）へ
※右のQRコード（応募
フォームが開きます）
からも申し込めます。

■時１０月３日松～２５日掌午前９時～午後
９時（５日捷・１９日捷を除く）
■時市民交流センター
■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（教育センター
内／緯〈７１〉２２５３）

小・中学校の秋花壇写真展

昨昨年最優秀校の安城西部小学昨年最優秀校の安城西部小学校校

■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１１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）

今月の再生家具入札販売

イベント等でAEDを活用
してください
１０月１日より貸出用の自動体外式除
動器（AED）を６台から１２台に増やし
ます。
■時貸出期間獅各種イベント等の開催期
間及びその前後の期間で、最長７日
間

■場貸出場所獅地区公民館１０館と文化セ
ンター・市保健センター

■他借受者は、医師等の医療従事者又は
消防署その他の講習機関が実施する
救急救命講習を修了した者を各種イ
ベント期間中、会場に配置するよう
努めてください

■申貸し出しを受けようとする日の原則
１週間前までの午前９時～午後５時
（休館日を除く）に、申請書を貸出場
所へ
※申請書は貸出場所で配布。

■問市保健センター（緯〈７６〉１１３３）

「防犯カメラ作動中」看板差
し上げます
防犯カメラを設置している家庭に、

「防犯カメラ作動中」の看板を差し上げ
ています。
■内看板仕様獅縦
６０尺×横４０尺
×厚さ０．３尺、
重さ約５７０守

■定１人２枚まで
（在庫がなく
なり次第、配
布を終了）

■申事前に電話で
在庫を確認して市民安全課（緯〈７１〉２
２１９）へ

児童・生徒に対する声かけ・つきま
とい事案があとをたちません。情報を
共有し、地域に暮らす皆さんひとりひ
とりの力と行政・警察が一体となって、
子どもたちが安全に過ごせるまちを目
指しましょう！
また、身近な犯罪情報等を配信しま
す。「できることからひとつでも」の気
持ちで防犯対策を心がけましょう！
■申登録方法獅subscribe@a-ansin.jp
に空メールを送信し、確認メールが
届き次第、受信登録できます
※受信制限等により受信できない場
合は適切な設定に変更してください。

■問市民安全課（緯〈７１〉２２１９）

安全安心メールに加入を

１０月１日を調査の期日として、平成
２７年国勢調査が行われています。調査
票配布時に、調査員と回収日時の約束
をした場合、調査員が皆さんの自宅へ
調査票を受け取りに訪問します。
また、郵送で提出する場合は、調査
票と同時に配布した郵送用封筒にてポ
ストへ投函してください。
まだ調査票が届いていない場合は、
経営管理課まで連絡してください。
■問経営管理課（国勢調査専用／緯〈７１〉２
２７５）

平成２７年国勢調査 調査票
の記入はお済みですか

常設展「三河真宗」、「新美南吉」、「一
向一揆」、「古代の集落」、「松平」のコー
ナーの展示替をしました。新しくなっ
た常設展をぜひ観覧ください。
■￥観覧料（中学生以下は無料）
■場■問歴史博物館（緯〈７７〉６６５５）

歴史博物館常設展示の展示
替をしました

２歳児の歯科健診とフッ化
物塗布
■時■対１０月２５日掌

※時間・対象は下表のとおり。
※いずれも市内に住民登録のある人。

■持母子健康手帳
■他平成２５年１１月～平成２６年４月生まれ
の子は来年６月に行う予定です

■場■問市保健センター（緯〈７６〉１１３３）

対象受け付け時間
平成２５年５月・６月
生まれ

午前９時～９時
４５分

平成２５年７月・８月
生まれ

午前９時４５分～
１０時３０分

平成２５年９月・１０月
生まれ

午前１０時３０分～
１１時１５分

平成２４年１１月～平成
２５年４月生まれで６
月のフッ化物塗布を
実施していない子

午前１１時１５分～
１１時３０分

■時１０月２１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１０月７日昌午前１０時から、直接か電
話でマーメイドパレス（緯〈９２〉７３５１）へ

マーメイドパレスの講座

■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

安安心を手の中安心を手の中にに

職場等で受診する機会のない場合、
子宮頸がん検診は２０歳以上、胃がん・
大腸がん・肺がん・前立腺がん検診は
４０歳以上の人は、年に１度市発行のが
ん検診票を使用して、市の助成額を除
いた一部自己負担額で受診できます。
検診票が必要な人は連絡してください。
この機会にぜひ受診しましょう。
詳しくは、本紙５月１日号８ページ
参照。
■問市保健センター（緯〈７６〉１１３３）

イベントにAEDを備えて安イベントにAEDを備えて安心心

がん検診受診率５０％達成に
向けた集中キャンペーン
１２月までに受けましょう
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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等
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
続き等の相談に応じます。
■時１０月１６日晶午後１時３０分～４時
■場市民会館
■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

１０月９日～１８日は町を美し
くする運動
期間中の１０月１１日掌・１８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・事業所が行う清掃活
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・
入選作品を各地区公民館で展示します。
■時１０月９日晶～１８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）

私立高等学校等の授業料を
補助
■対１０月１日昭現在、私立高等学校又は
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・別科在籍者の保護
者を除く。

■申在籍校でとりまとめを行う場合獅在
籍校の指定日までに、申請書を在籍
校へ提出 在籍校でとりまとめを行
わない場合獅１０月３０日晶までの午前
８時３０分～午後５時１５分（松掌抄を
除く）に、直接市教育委員会総務課
（教育センター内／緯〈７１〉２２５３）へ

＊＊＊＊＊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２５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、
３人の一般質問のほか、平成２６年度一般会計歳入歳出決算認定、平成２７年度
一般会計補正予算（第１号）等４議案を可決しました。

歳入（単位：円）
収入率構成比収入済額予算現額科目
１００．０％９６．０％４，９９８，０７４，４９２４，９９８，０７４，０００分担金及び負担金
１２３．２％０．４％１８，７９７，７３６１５，２５２，０００使用料及び手数料
０．０％０．０％０１，０００国庫支出金
１００．０％０．０％１６０，０００１６０，０００県支出金
３，０００％０．０％３０，０００１，０００財産収入
０．０％０．０％０１，０００寄付金
１００．０％３．２％１６８，３３６，５０８１６８，３３７，０００繰越金
１１８．８％０．４％２３，０２７，０７３１９，３８８，０００諸収入
１００．１％１００．０％５，２０８，４２５，８０９５，２０１，２１４，０００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
８５．９％０．１％２，１８２，７３７２，５４０，０００議会費
９２．６％３．７％１８８，６２８，３５８２０３，６３５，０００総務費
９７．７％９６．０％４，８５１，３２５，２３４４，９６４，５８９，０００消防費
９５．２％０．２％９，９４９，１９２１０，４５０，０００公債費
－－０２０，０００，０００予備費
９７．１％１００．０％５，０５２，０８５，５２１５，２０１，２１４，０００計

■平成２６年度衣浦東部広域連合一般会計歳入歳出決算

１０月１９日～２５日は行政相談
週間
総務大臣の委嘱を受けた行政相談委
員が、年金や福祉、交通安全等行政全
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利用してくだ
さい。 行政相談委員（敬称略）獅黒柳
一明（小川町）
かず あき

、髙見加代子（今本町）、小
か よ こ

宮路和子（高棚町）
かず 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）

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」等で
本を読むことの大切さを再度認識しま
しょう。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１１日～２０日は秋の安全
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
時間帯は空き巣が多く発生しています。
また、子ども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２０日昇午後２時～３時３０分
■場文化センター
■内式典、（劇）上海自転車による防犯劇

■時■場１０月４日掌午前９時３０分～午後４
時獅総合福祉センター １０月４日掌

午前１０時～午後３時３０分獅市役所北
庁舎前 １０月７日昌午前１０時～午後
４時獅碧海信用金庫本店（御幸本町）
■他刈谷・岡崎の献血ルームは、晶・年
末年始以外、毎日献血できます
■問市保健センター（緯〈７６〉１１３３）

献血にご協力ください！

■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。

会 広報あんじょう 201５.10.1

水道使用量のお知らせ（検
針票）への広告掲載者
市内約５万８０００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１枠縦
５５㎜×横６５㎜、４
色刷り 掲載期間
獅来年４月～平成
２９年３月
■定２枠
■￥最低提示額１２万円
（消費税等を含む）
■申１０月５日捷～１１月
６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。

広告イメージ

■内職務内容獅介護員業務 雇用期間獅

１１月１日～来年３月３１日（来年４月
以降更新の場合あり） 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１カ月に１０日程度、
１週間に２０時間未満 勤務場所獅西
部デイサービスセンター（西部福祉
センター内） 賃金獅時給１０７０円、
通勤割増１日２００円 選考獅面接（１０
月２２日昭）

■対介護福祉士又はホームヘルパー１級・
２級若しくは介護職員初任者研修修
了者のいずれかと普通自動車運転免
許の資格を有する人

■定１人
■申１０月６日昇～２０日昇午前９時～午後
５時（掌捷抄を除く）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。

社会福祉協議会臨時職員

■内職務内容獅保育アシスタント（保育
園の環境整備、保育補助） 雇用期
間獅１１月１日～来年３月３１日 勤務
日時獅捷～晶（抄を除く）午前８時３０
分～午後４時（休憩１時間あり） 勤
務場所獅市立保育園 賃金獅時給
８８０円、通勤割増１日２００円
■定４人程度
■申１０月１日昭～９日晶午前８時３０分～
午後５時（松掌を除く）に、顔写真付
きの履歴書を持って子ども課（緯〈７１〉
２２２８）へ

保育園臨時職員

シルバー人材センターでは、会員を
募集しています。様々な仕事が有りま
すので、健康維持のためにもシルバー
の会員になって社会参加をし、生きが
いを見つけ、また、仲間づくりをしま
しょう。女性会員も大歓迎です。あな
たのやる気と時間を大いに活用しま
しょう。
■内入会説明会諮日時獅毎月第２昌午前
１０時 場所獅シルバー人材センター
■対６０歳以上の健康で働く意欲のある人
■問市シルバー人材センター（緯〈７６〉１４１
５）

シルバー会員として週２日
程度働きませんか！

■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

高齢者・子どもインフルエ
ンザ予防接種
■場市内実施医療機関
■他医療機関の休診日に注意してください
■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
■時１０月１日昭～１２月３１日昭

■内１０月から個人通知予定。希望者は、
通知をよく読んで受けてください
■対１２月３１日時点で、６５歳以上の人又は
６０～６５歳未満で心臓、じん臓、呼吸
器の機能及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

■￥個人負担金獅１５００円
子どもインフルエンザ予防接種
■時１０月１日昭～１２月３１日昭

※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日掌までとします。

■内■対９月末に個人通知済。希望者は、
通知をよく読んで受けてください
助成回数諮平成９年４月２日～平成
１５年４月１日生まれ獅１回 平成１５
年４月２日～平成２６年１２月３１日生ま
れ獅２回

■￥助成金額獅１回１０００円

■時１１月２８日松～１２月２７日掌の松掌抄と来年１月２日松～５日昇の午後３時～
８時頃 演奏時間獅３０分間のステージを１・２回
■場デンパーク内花の大温室フローラルプレイス・イベント広場
■内音楽やダンス等デンパークのイメージに合うクリス
マスや新春にふさわしいもの
■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９日捷までに出演の可否を連絡します
■申１０月２３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CD・DVD等デモテープを、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人は提出不要。



（ ）内は前月比

〈平成27年9月1日現在〉
総 人 口
男 性
女 性

世 帯 数

18万5548人（＋31）
9万5051人（＋46）
9万497人（－15）

7万2008世帯（＋47）

火 災
救 急

（年間累計／前年対比）

刑 法 犯
交通事故
負 傷 者
死 者

135件（1151件／－131）
608件（4857件／＋ 55）
122人（812人／－ 52）
0人（ 5人／＋ 2）

人口・世帯

8月の火災・救急

8月の犯罪・事故

3件（うち建物 0件）
716件（うち急病491件）

■他公共交通機関で来場してください
■問高浜市文化スポーツグループ（緯〈５２〉
１１１１）
おまんと
法被に地下足袋姿の若者が、円形に
組んだ馬場で、疾走する馬に向かって
飛びつき、人馬一体となって駆け回る
勇壮な祭りで
す。
■時１０月３日松・
４日掌午前
８時～午後
５時頃

■場春日神社・八剱社（高浜市春日町）
射放弓（しゃほうきゅう）
「お弓奉納の儀」として、約３５０年の
歴史を誇る祭りです。裃に大小の刀を

かみしも

差した武者姿の若者が、東西へ白羽の
矢を放ちます。矢は見学者が拾い、護
符として家に飾る風習があります。
■時■場１０月１０日松獅八幡社（高浜市八幡
町）１０月１１日掌獅神明社（高浜市芳
川町） いずれも日の出～午後２時
３０分頃

高浜のまつり 高
浜

解広報あんじょう 2015.10.1

１２月５日松に市民会館で開催する、
あんぷくまつりで展示する作品を募集
します。
■内募集作品獅絵画（４ツ切り以下の画
用紙に描かれたもの、道具や題材等
は自由）
■対市内在住・在学で、特別支援学校・
特別支援学級・児童発達支援センタ
ー等に在籍する児童・生徒
■他こども作品展の作品は、１２月６日掌

～１３日掌に総合福祉センターでも展
示
■申１０月５日捷～３０日晶午前８時３０分～
午後５時１５分（松掌抄を除く）に、作
品と申込書を持って障害福祉課（緯

〈７１〉２２５９）へ
※申込書は同課・市公式ウェブサイ
トで配布。

■時１１月１日掌午前９時２０分～午後２時
（模擬店等は午前９時４０分から。雨
天決行）

■他自家用車で来場する場合は、臨時駐
車場の南部地区コミュニティ、南部
小学校、南中学校に駐車し、会場ま
で徒歩、又はトヨタ自動車株式会社
明知工場北側駐車場に駐車し、会場
までシャトルバス
■場■問緑と花のセンター（みよし市打越
町）（緯０５６１〈３４〉６１１１）
※子ども会まつりは、みよし市子育
て支援課（緯０５６１〈３２〉８０３４）。

農業まつり
農畜産物の販売やおにぎり、おしる
こ等を無料配布。
商工まつり
飲食店・事業所のおすすめ品の販売
等。
子ども会まつり
子ども会指導者によるレクリエーシ
ョン等。
各地の特産物の販売等
みよし市と友好提携を結んでいる北
海道士別市、長野県木曽町三岳地区、
木曽広域連合の特産物の販売や福祉団
体のバザー、自衛隊特殊車両の展示、
尾三消防本部はしご車の乗車体験等。

ステージイベント
みよしPR隊「ピンクフォックス」ス

テージ、ダンスステージ等。

産業フェスタみよし２０１５
み
よ
し

■時１０月３０日晶～１１月３日抄

■場岡崎公園多目的広場（岡崎市康生町）
■内家康公四百年祭のメーンイベント。
大型ドーム映像のほか、江戸の食・
暮らし・娯楽をテーマにした一大江
戸まつりを繰り広げます
※詳細は家康公四百年祭ウェブサイ
ト参照。
■問岡崎市観光課（緯０５６４〈２３〉６３８４）

家康公四百年祭 岡崎城ま
つり

岡
崎

あんぷくまつりこども作品
展作品

ああんぷくまつあんぷくまつりり

■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。

■内募集住宅獅下表のとおり
■申入居資格を事前に確認し、１０月９日
晶～１６日晶午前８時３０分～午後５時
１５分（松掌抄を除く）に、直接建築課
（緯〈７１〉２２４０）へ

※浴槽・風呂釜、駐車場はありません。

入居時家賃
（月額）

建設
年度

部屋番号
（間取り）住宅名

２０,７００～
４０，６００円S５９B３０１

（３ＤＫ）
小川
お がわ

（小川町） ２１,０００～
４１,２００円S６０

C２０６
（３ＤＫ）
C３０１
（３ＤＫ）

市営住宅入居者（抽選）

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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■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


