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■申申込み方法等 ■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５日掌から各講座開催３日前ま
での午前９時～午後９時（昌を除く。
開催３日前が昌の場合はその前日ま
で）に、講座名・住所・氏名・年齢・
電話番号・参加人数を直接か電話・
ファクスで環境学習センターエコき
ち（緯・胃〈７６〉７１４８）へ

安城の自然めぐり
■時６月１８日松午前９時５０分～１１時３０分
※雨天決行。

■場集合獅歴史博物館駐車場
■内安祥文化のさとで樹木等を観察
■講稲垣英夫氏（安城文化協会副会長）

ひで お

■対１８歳以上
■定２０人（先着順）
ネイチャーゲームわたしはだあれ？
■時６月１９日掌午前１０時～１１時３０分
■場環境学習センターエコきち
■講古居敬子氏（環

けい こ

境アドバイザー）
■対４歳以上の子
（小学１年生以
下は保護者同
伴）

■定１０人（先着順）
■￥１００円
初夏のエコクッキング
■時①６月２５日松午前１０時～１１時３０分
②６月２６日掌午前１０時～１１時３０分

■場環境学習センターエコきち
■内①獅水玉かんてんをつくろう ②獅

かしわ餅をつくろう
■講①獅杉浦ひろ子氏（環境アドバイザー）
②獅神谷直子氏

なお こ

■対４歳以上の子とその保護者
■定①獅１０組（先着順） ②獅１５人（先着
順）

■￥①獅１組２００円 ②獅１人１５０円
■持エプロン・三角巾・マスク・ふきん・
持ち帰り容器

■他①②どちらかを選択してください。
両方参加することはできません

エコきちの講座今月の再生家具入札販売
■時６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０９０〈９８９２〉２９３３）

デンパーククラブハウスの
講座
■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

■申各申込期限までの午前９時３０分～午
後５時に、直接か電話でデンパーク
クラブハウス（緯〈９２〉７１１２）へ
寄せ植え講座「観葉植物 室内のトロピ
カルガーデン」
■時７月８日晶午前１０時
■講野正美保子氏（コンテナガーデニン

み ほ こ

グマスター）
■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）

■申申込期限施６月２４日晶

フォトマスターEXによる写真講座
■時７月８日晶・２２日晶午前１０時（全２
回）

■内被写体との距離と写り方
■講鶴田郁夫氏（フォトマスターEX）

いく お

■定２０人（先着順）
■￥２３００円
■持カメラ
■申申込期限施７月１日晶

写真講座「デンパークでお散歩フォト」
■時７月１３日昌・２７日昌午前１０時（全２
回）

■講岡本由樹子氏
ゆ き こ

■定１５人（先着順）
■￥２３００円（２回目はコーヒー付）
■持カメラ
■申申込期限施７月６日昌

■時７月２１日昭・２２日晶午前９時４５分～
午後４時（全２回）

■場刈谷市産業振興センター
■定１０４人（先着順）
■￥４０００円
■申６月１３日捷～１７日晶午前８時３０分～
午後５時に、申込書・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

ラジオ体操を通して元気に明るいま
ちを目指しましょう。
■時対象期間獅７月２１日昭～８月３１日昌

午前６時３０分からの１０分間程度
■対地域でラジオ体操をするグループ
■他チャレンジ宣言をしたグループに、
ラジオ体操カードを配布し、会場を
市公式ウェブサイトに掲載します
※７月３日掌にラジオ体操の実技講
習会を開催。詳細は市体育館へ問い
合わせてください。

■申６月３０日昭までの午前８時３０分～午
後５時（捷を除く）に、チャレンジ宣
言書を持って市体育館（緯〈７５〉３５３５）へ
※チャレンジ宣言書は市公式ウェブ
サイトで配布。

おはよう！ふれあいラジオ
体操会

■￥施設利用料
■申６月５日掌から各開催日前日までの
午前９時～午後８時（休館日を除く）
に、直接か電話でスポーツセンター
（緯〈７５〉３５４５）へ
シニア水泳教室体験会
■時７月１日晶・８日晶・１５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）
■持水着・水泳帽子・ゴーグル
親子水泳教室
■時７月２日松・９日松・１６日松午前１０
時～１１時（全３回）

■内親子で楽しく水慣れから始めます
■対４歳～６歳の子とその保護者（子ど
も１人につき保護者１人）

■定１５組（先着順）
■持水着・水泳帽子・ゴーグル（必要な人）
夏のタイム測定会
■時７月１０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
まで申込可

スポーツセンターの催し

■時７月５日昇・６日昌・１２日昇午前６
時～７時３０分

■場総合運動公園野球場
■対市内の商店・企業・クラブ単位で編
成された軟式野球チーム

■￥１チーム１０００円
■他６月１８日松午後７時から市体育館で
開催する監督会議及び組合せ抽選会
に、参加者名簿と参加費を持って出
席してください

■申６月１７日晶までの午前９時～午後５
時（捷を除く）に、直接市体育館（緯

〈７５〉３５３５）へ

第４４回安城市早朝野球大会

■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・受講料等 ■持持ち物 ■他その他
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市内３０の消防分団が、消火技術を競
い合います。
■時６月５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）

ひとり語り 姫小川の伝説～綾姫様の
物語～
■時６月２５日松午後２時
■内姫塚古墳にちなんだ、

ひめ づか こ ふん

姫小川にまつわる綾
あや

姫様の物語を語りま
ひめ

す
■講 出演獅田中ふみえ
（語りべ ふみの会代表）、浅井大美子

た み こ

（筝曲千景の会代表）
■問歴史博物館（緯〈７７〉６６５５）

歴史博物館の催し

■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
ベビーマッサージ

■時６月１０日晶午前１０時３０分～正午
■内肌のふれあいによって、悩みを解消
するベビーマッサージの体験講座

■講竹本まどか氏（ロイヤルセラピスト
協会認定講師）

■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６月７日昇

目指せ美ボディ！骨盤エクササイズ
■時６月１７日晶午前１０時３０分～正午
■内左右の骨盤の歪みを整えてスタイル
や姿勢を改善する骨盤体操をします

■講岩瀬裕子氏
ゆう こ

■対１８歳以上の女性
■定８人（先着順）
■￥５００円
■持運動のできる服装・タオル・飲み物
（ペットボトル）・ヨガマット又はバ
スタオル

■申申込開始日獅６月８日昌

腰痛予防のための健康お灸
■時６月３０日昭午前１０時３０分～正午
■内お灸の安全な使い方、疲労回復に効
果的なツボ等初歩的なお灸の仕方を
を体験

■講高橋裕子氏（鍼灸マッサージ師）
ゆう こ

■対１８歳以上の女性
■定５人（先着順）
■￥１５００円（材料費込）
■持肘、膝を出せる服装（スカート不可）
■申申込開始日獅６月９日昭

マーメイドパレスの講座

■時６月１８日松午後１時３０分
■場勤労福祉会館
■内カナダ出身の外国人落語家桂三輝の

さんしゃいん

アコーディオン漫談や落語
■定８０人（当日先着順）
■￥１０００円
■問勤労福祉会館（緯〈７６〉２９０２）、商工課
（緯〈７１〉２２３５）

桂三輝 落語in安城

ボランティアの先生と一緒に、日本
語や学校の勉強をしましょう。
■時７月１９日昇・２１日昭・２６日昇・２８日
昭、８月１８日昭・２３日昇・２５日昭・
３０日昇午前１０時～１１時３０分（全８回）

■場文化センター
■内学校の教材や夏休みの宿題等を用い
た日本語の学習

■対市内在学の小学１～６年生の外国人
児童（外国にルーツを持つ子を含む）

■定１０人（先着順）
■￥４００円
■他子ども日本語教室ボランティアを随
時募集

■申６月６日捷～７月８日晶午前８時３０
分～午後５時１５分（松掌を除く）に、
直接か電話で市国際交流協会（緯〈７１〉
２２６０）へ

夏休み子ども日本語教室

わくわくネイチャースクー
ル
■時７月２５日捷午前８時～２６日昇午後４
時３０分頃、８月３日昌午前８時～４
日昭午後４時３０分頃

■場長野県下伊那郡根羽村内
■内魚つかみや五平餅作り、農家民泊、
間伐体験等の環境学習
※雨天時変更あり。
※安城から現地まではバスで移動。
※個人宅での宿泊のためアレルギー
対応不可。
※宿泊先や宿泊グループについて、
希望に沿えない場合あり。

■対市内在住の小学４～６年生（保護者
の同伴不可）

■定各４０人（定員を超えた場合は抽選）
■￥４０００円
■他参加の可否は６月中に通知します
■申参加希望日程（第１希望及び第２希
望）、参加者の住所・氏名・学年・性
別・電話番号を６月１５日昌までの午
前９時～午後５時（松掌を除く）に、
持参か郵送（必着）・電話で環境都市
推進課（〒４４６－８５０１住所記載不要／
緯〈７１〉２２０６）へ

環境講演会と対談
根羽村との交流から移住へ
中山間地での生活の素晴らしさを提
案します。
■時６月１９日掌午後１時３０分～４時３０分
■場文化センター
■内講義獅陰農山村からはじまる千年持
続社会 ②根羽村における村おこし
の取り組み

■講陰獅高野雅夫氏（名古屋大学教授）
まさ お

②獅大久保憲一氏（根羽村村長）
けん いち

※両講師による対談あり。
■定１５０人（当日先着順）
■問エコネットあんじょう事務局（緯〈５５〉
１３１５）、環境都市推進課（緯〈７１〉２２０６）

教科書展示会
■時■場６月１０日晶～７月４日捷 教育セ
ンター獅午前９時～午後８時（松掌

を除く） 中央図書館獅午前９時～
午後７時（捷、６月２４日晶を除く。
松掌は午後５時まで）

■問教育センター（緯〈７５〉１０１０）

第４１回安城市消防団消防操
法競練会

田田中ふみえ田中ふみえ氏氏
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■申申込み方法等 ■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。

■問行政課（緯〈７１〉２２０９）

実施機関別の請求（申出）状況 単位：件

計個人情報開示
請求公文書開示請求実施機関名

８０１９６１市長
８４４教育委員会

１０１固定資産評価
審査委員会

１０１議会
９０２３６７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

請求公文書開示請求決定内容

５０６４４全部開示
個人情報３４１４２０一部開示
不存在５３２非開示

１０１取下げ
９０２３６７計

救命講習会
■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（いずれの会場
でも受講できます）
※団体受講を希望する場合は、最寄
りの消防署へ問い合わせてください。

■申６月５日掌午前９時から、電話で各
申込先へ

■問衣浦東部広域連合消防課（緯〈６３〉０１３５）
普通救命講習Ⅲ
■時６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
の処置等

■場■申刈谷消防署救急係（緯〈２３〉１２９９）
普通救命講習Ⅰ
■時６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、止血法等

■場■申知立消防署救急係（緯〈８１〉４１４４）
普及員講習再教育
■時６月２６日掌午前９時～正午
■内応急手当普及員有資格者が、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■申碧南消防署救急係（緯〈４１〉２６２５）

デンパークの催し
■問デンパーク（緯〈９２〉７１１１）
ホタルまつり
■時６月１１日松・１２日掌・１８日松・１９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時頃から
※入園は午後８時３０分まで。
ボタニカルアート展～Beautiful
Flower's～
■時６月１５日昌～２７日捷

■内加古川利彦氏による草花の細密画約
とし ひこ

３０点を展示します

■時６月１８日松午前１０時３０分
■内曲目獅もののけ姫、威風堂々、カル
メン幻想曲、キャラバンの到着、ア
シタカセッキ、３６５日の紙飛行機、
アイーダ 他 出演獅伊藤奈美（トラ

な み

ンペット）、藤村佳恵（ピアノ）、水
よし え

野美奈子（ピアノ）、鈴木
み な こ

俊也（声楽）
とし や

■定１５９人
※未就学児の入場はご遠慮ください。

■他６月４日松午前９時から昭林公民館
で整理券を配布
※託児あり。６月１５日昌までに同館
へ申込みしてください。（１人３００円）

■場■問昭林公民館（緯〈７７〉６６８８）

昭林モーニングコンサート

■問マーメイドパレス（緯〈９２〉７３５１）
チビッコ抽選会
■時６月１８日松午前１０時
■対■内当日プールを利用した小学生以下
に抽選でお菓子の詰め合わせを進呈

■定５０人（当日先着順）
■￥施設利用料
父の日プレゼント
■時６月１９日掌午前１０時から
■対■内プール又はトレーニングルームを
利用した１８歳以上の男性に粗品を進呈

■定１００人（当日先着順）
■￥施設利用料
マーメイドパレス休館のお知らせ
■時６月２０日捷～２４日晶

■内施設点検・換水清掃を行うため、プ
ール・トレーニングルームを休館
屋外流水プール開放
■時６月２５日松～９月１９日抄

※夏休み期間以外は、松掌抄のみ。
※屋外開放は午後６時まで。

■他悪天候等で臨時に閉鎖する場合あり

夏のミニミニリサイクル本
フェア

■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１１日松午前１０時～午後３時（雨
天時は１２日掌に順延）

■対小学生以下
■定５０人（当日先着順）
水の舞台を松掌のみ開放
■時６月１１日松・１２日掌・１８日松・１９日
掌・２５日松・２６日掌午前１０時～午後
４時
※天候気温等により中止する場合あ
り。

■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
伴が必要。水遊び用おむつの上に水
着着用の子は利用可。
あじさいまつり
■時６月１８日松・１９日掌午前１０時～午後
３時

■内輪投げ等の模擬店
※景品が無くなり次第終了。

■￥各１００円

堀内公園の催し

図書館みんなのひろば

■時６月１８日松・１９日掌午後２時～４時
※雨天時は７月２日松・３日掌。

■内図書館で不要となった図書を配布。
文芸書、実用書、子どもの本等を約
１０００冊用意します
※１人１０冊まで。

■場■問中央図書館（緯〈７６〉６１１１）

マーメイドパレスの催し・
お知らせ

図書館で楽しいひと時をどうぞ。
■時■内６月１９日掌午前１０時獅ぬりえ・お
りがみ 午前１１時３０分獅マジックシ
ョー 午後１時３０分～３時獅ミニビ
ブリオバトル（書評合戦）
※ミニビブリオバトルへの参加は中
央図書館まで問い合わせてください。

■場■問中央図書館（緯〈７６〉６１１１）

不服申立て 単位：件

件数実施機関名

３市長
３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・受講料等 ■持持ち物 ■他その他

早期教育相談
■時７月２９日晶午前１０時～午後３時
■場県西三河総合庁舎（岡崎市明大寺本町）
■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０歳～小学校入学前の子とその保護者
■申６月１７日晶までに電話で学校教育課
（緯〈７１〉２２５４）へ
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子育て支援センター講習会
第２回パパ講座
■時７月３０日松午前１０時～１１時３０分
■内パパと遊ぼう！
■講安城市男性保育士
■対乳幼児とその父親
■定３０組（先着順）
■場■申６月１４日昇午前９時から、電話で
子育て支援センター（あんぱ～く内
／緯〈７２〉２３１７）

◆◆◆衣浦東部広域連合からのお知らせ◆◆◆

■６月５日～１１日は危険物安全週間
危険物は正しく保管し、安全に扱
えば大変便利なものですが、その取
扱いを誤れば火災を引き起こす危険
性があります。危険物の保管場所・
貯蔵容器・取扱いを再確認して、事
故のないよう注意しましょう。
推進標語獅危険物決めろ無事故の
ストライク
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

暫ガソリン等の危険物は火気の近く
では取り扱わない

暫ガソリンを入れる容器は専用の携
行缶を使用して灯油用ポリ容器に
は入れない

■問予防課（緯〈６３〉０１３７）
所有財産

（土地） ２８５．９８㎡
（建物）２０，２０４．４１㎡

単位：千円■歳出
執行率（％）構成比（％）支出済額予算現額科目
７５．４０．０１，７６７２，３４２議会費
８１．９３．６１６３，４６１１９９，４９８総務費
９１．７９６．２４，４００，９０６４，７９６，８９６消防費
９５．１０．２９，７６２１０，２６４公債費
０．００．００２０，０００予備費
９１．０１００．０４，５７５，８９６５，０２９，０００計

■財政状況の公表（平成２８年５月公表分）
３月３１日現在の平成２７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２７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
１００．０９６．２４，８２０，５４３４，８２０，５４２分担金及

び負担金
１３５．８０．４２０，２５６１４，９２１使用料及

び手数料
１７１．７０．０１０３６０県支出金
０．００．００１財産収入
０．００．００１寄附金

１００．０３．１１５６，３４０１５６，３４１繰越金
３４．６０．３１２，８５３３７，１３４諸収入
９９．６１００．０５，０１０，０９５５，０２９，０００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
０．００碧南市分

市
別

４９．４２２，０２０刈谷市分
３７．８１６，８４２安城市分
０．００知立市分
１２．８５，６８５高浜市分
１００．０４４，５４７計

８７．２３８，８６２
愛知県
都市職員
共済組合借

入
先
別 １２．８５，６８５
愛知県
中央信用
組合

１００．０４４，５４７計

県介護支援専門員実務研修
受講試験
■時試験日獅１０月２日掌 願書配布期間
獅７月４日捷まで

■申６月３日晶～７月４日捷に、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）

いじめ、虐待等子どもの人権にかか
わる悩みごと、心配ごと等の相談に応
じます。
相談内容の秘密は固く守られますの
で、ひとりで悩まず気軽に相談してく
ださい。
■時６月２７日捷～７月３日掌午前８時３０
分～午後７時
※７月２日松・３日掌は午前１０時～
午後５時。
※通常は平日午前８時３０分～午後５
時１５分。

■内相談専用電話（子どもの人権１１０番）
獅緯０１２０〈００７〉１１０

■問名古屋法務局人権擁護部（緯０５２〈９５２〉
８１１１）

全国一斉「子どもの人権１１０
番」強化週間

あいち救急医療ガイドホー
ムページをリニューアル
「今すぐ診てもらえる病院・診療所」
が検索できるホームページ「あいち救
急医療ガイド」を６月１日からリニュ
ーアルしました。
より使いやすくなっており、スマー
トフォンや携帯電話からもアクセス可
能です。
休日や夜間等、救急医療機関の検索
に役立ててください。
URL獅http://www.qq.pref.aichi.jp/
■他県救急医療情報センター（緯０５２〈２６３〉
１１３３）でも２４時間オペレータが案内

■問県医務国保課（緯０５２〈９５４〉６６２８）



（ ）内は前月比

〈平成28年5月1日現在〉
総 人 口
男 性
女 性

世 帯 数

186,188人（＋84）
95,486人（＋41）
90,702人（＋43）
72,805世帯（＋88）

火 災
救 急

（年間累計／前年対比）

刑 法 犯
交通事故
負 傷 者
死 者

133件（ 472件／－128）
552件（2,310件／－ 64）
94人（ 389人／＋ 2）
1人（ 1人／－ 2）

人口・世帯

4月の火災・救急

4月の犯罪・事故

3件（うち建物 2件）
545件（うち急病372件）
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■申申込み方法等 ■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。

保健センターの改修工事に伴い、来
年３月まで敷地の利用が一部制限され
ています。同センター・休日夜間急病
診療所の駐車場と入口への経路が一部
変更されていますので、注意してくだ
さい。
なお、乳幼児健診や母子手帳交付等
は、引き続き同センター西側駐車場内
の仮設健診室で実施しています。
■問市保健センター（緯〈７６〉１１３３）

農用地利用集積計画の縦覧
■時６月１５日昌～３０日昭午前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」の賃貸借の申出をとりま
とめたもの

■問農務課（緯〈７１〉２２３４）

市保健センターの敷地利用
の制限■内職種獅介護員 勤務内容獅入浴介助・

食事介助・レクリエーション・送迎
車の運転業務等 雇用期間獅７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分の間で
シフトにより指定した３時間～７時
間（抄を含む）の間で１週間に２０時間
未満 勤務場所獅安祥デイサービス
センター若しくは作野デイサービス
センター 賃金獅時給１１００円、通勤
割増１日２００円 選考獅面接（６月２２
日昌）

■対介護福祉士又はヘルパー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３人
■申６月７日昇～１７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
※申込書は同会館・同協議会ウェブ
サイトで配布。

社会福祉協議会臨時職員

暴走族は、強い犯罪集団性を持ち、
そのほとんどが未成年という実態から、
将来社会を支える青少年の健全育成の
面からも大きな社会問題となっていま
す。
市民と事業者の皆さんが一体となっ
て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～３０日
■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～

■問青少年愛護センター（青少年の家内
／緯〈７６〉３４３２）

６月は暴走族追放強調月間
県民運動

養育状況の確認のため、対象者へ５
月３１日付で現況届を発送しました。６
月３０日昭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。
現況届受付後は所得判定をし、受給
者の変更をお願いする場合があります。
■申提出方法獅陰郵送（必着） 隠子育て
支援課へ持参 韻明祥支所、桜井支
所及び北部出張所へ持参（記入済申
請書の受領のみ）

■問子育て支援課（緯〈７１〉２２２７）

児童手当現況届の提出

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２７年度防
犯カメラ設置届出状況等を報告します。
■内市及び市指定管理者の届出数獅４件
市の公の施設を管理する指定管理者
の届出数獅なし 町内会等の届出数
獅１３件 商店街振興組合の届出数獅

２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なし

■問市民安全課（緯〈７１〉２２１９）

防犯カメラ設置届出状況の
公表

県立岡崎高等技術専門校
在職者対象訓練受講者
■内訓練コース獅機械CAD製図① 訓
練内容獅機械製図の基本知識と
CADの基本コマンド操作（使用
CAD：AutoCADMechanical２０１５）
訓練期間獅７月１６日松午前９時１０分
～午後４時３０分・１７日掌午前９時
１０分～午後３時４０分

■対 CAD操作技術を習得したい人
■定１６人（定員を超えた場合は抽選）
■￥２３００円
■申６月２３日昭までに、講座名・郵便番
号・住所・氏名・生年月日・電話番
号・職業を往復はがきかEメールで
県立岡崎高等技術専門校（〒４４４－
０８０２岡崎市美合町平端２４／okazaki-
senmonko@pref.aichi.lg.jp／緯

０５６４〈５１〉０７７５）へ

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、１００，８２７，１７０円
です。
４月１日～３０日受付分／敬称略
鉄板焼らくだ
■問市社会福祉協議会（緯〈７７〉２９４１）

東日本大震災義援金ありが
とうございます

■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・受講料等 ■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

※申込みや問い合わせは、日本語で
お願いします。

※Inscriçõeseinformaçõessomente
emjaponês

※Applicationsandinquirieswillbein
Japanese.


