
■場 市スポーツセンター
■申 ６月５日�～開催日前日の午前９時
～午後８時（�を除く）に同センター
（�〈７５〉３５４５）へ
水中なんでも測定会　　　　　　　　
■時 ７月６日�午後１時～３時
■内 泳ぎ方は自由。２５・５０・１００ｍのう
ち最大２種目まで選択可能
■対 ２５ｍ泳げる人。小学３年生以下は保
護者の付き添いが必要です。
※保護者１人につき、子ども２人まで。
■定 ４０人
■持 水着・水泳帽子
■￥ 施設使用料が必要です。
■他 測定会前後にプールを利用できます。
親子で初めてひっぷほっぷ♪　　　　
■時 ７月１２日�・２０日�午後１時３０分～
２時３０分
■対 小・中学生とその保護者
■定 １５組３０人（先着順）
■持 運動に適した服装、タオル、室内シ
ューズ、飲み物（ペットボトル）

■場 ■問 マーメイドパレス（�〈９２〉７３５１）
■￥ 施設使用料が必要です。
■他 施設点検・換水清掃のため、６月１６
日�～２０日�まで休館。６月２１日�
に屋外プールがオープンします。

着衣水泳体験会「服着てドッボ～ン」　
■時 ６月１５日�午後６時～７時３０分
■内 水を含んだ服の重さを実感
■対 ■定 親子ペア３０組（先着順）
■持 濡れてもいい服、タオル、くつ（任
意）
■申 ６月５日�午前１０時からマーメイド
パレスへ　※電話予約可。
うなぎのつかみ取り大会　　　　　　
■時 ６月２２日�午前１１時
■定 ５０人（先着順）
※当日午前１０時３０分から整理券を配
布。

■時 ６月２０日�午後１時３０分～３時３０分
■場 衣浦東部保健所
■対 パーキンソン病関連疾患の患者と家
族
■内 講演会 ▼パーキンソン病の理解と日
常生活について
■講 村上 信  之 氏（刈谷豊田総合病院副院

のぶ ゆき

長）
■申 ６月１３日�までに電話で衣浦東部保
健所（�〈２１〉４７７８）へ

　安城・碧南・刈谷・知立・高浜市在
住、在勤の人はどの会場でも受講でき
ます。
■問 衣浦東部広域連合消防局消防課（�
〈６３〉０１３５）
小児・乳児応急手当講習会　　　　　
■時 ６月１４日�午前９時～１１時
■場 知立消防署
■内 小児・乳児の心肺 蘇  生 法、ひきつけ、

そ せい

のどに異物が詰まった時の処置
■定 １５人（先着順）
■申 ６月５日�午前９時から同署救急係
　（�〈８１〉４１４４）へ
普通救命講習会Ⅰ　　　　　　　　　
■時 ６月２２日�午前９時～正午
■場 高浜消防署
■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
など
■定 ２０人（先着順）
■申 ６月５日�午前９時から同署救急係
　（�〈５２〉１１９０）へ

■時 ６月１０日�午後２時～３時３０分
■場 安城商工会議所
■内 演題 ▼安城の観光とまちづくり
■講 須田寛   氏（東海旅客鉄道㈱相談役）

ひろし

■定 １００人
■申 安城商工会議所（�〈７６〉５１７５）へ

■時 ６月１９日�午前１０時～午後３時３０分
■場 刈谷市民会館
■内 講義と相談
■対 育児・介護などで退職し、再就職を
希望する人
■定 ２０人（先着順）
■申 ６月５日�午前９時から�２１世紀職
業財団愛知事務所（�０５２〈５８６〉７２２２）
へ

■時 ■場 ６月１１日
�～７月５
日�／市教
育センター
�午前９時
～午後８時
（��を除
く）　
　中央図書館�午前９時～午後７時
（�、第４�を除く。��は午後５
時まで）
■問 教育センター（�〈７５〉１０１０）

再就職準備セミナー ▼
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■場 ■問 同クラブハウス（�〈９２〉７１１２）
■他 入園料別途。都合により変更する場
合があります。詳細はお問い合わせ
ください。
押し花教室　　　　　　　　　　　　
■時 ６月７日�午前１０時
■講 長谷川はる子氏
■定 １００人（当日先着順）
■￥ ５００円から
木工教室　　　　　　　　　　　　　
■時 ６月１４日�・１５日�午前１０時
■講 水野 幸 春   氏

ゆき はる

■定 各１００人（当日先着順）
■￥ ５００円から
パン教室　　　　　　　　　　　　　
■時 ６月７日�・１４日�・１５日�①午後
１時　②２時３０分

■定 各４８人（当日先着順）
■￥ ５００円
■申 当日午前９時３０分からクラブハウス
へ

■場 ■問 デンパーク（�〈９２〉７１１１）
■￥ 入園料が必要です。
～命の故郷・青い星地球「母なる世界
へ」～
■内 自然環境の大切さを体感。「超小型ビ
オトープ」や「木工立体オブジェ」な
どの展示会
■時 ６月１８日�～２３日�午前９時～午後
５時

Ｙｕｕｋｉ少年の絵画の展示　　　　
■時 ６月１８日�～２３日�午前９時～午後
５時

自然環境保全講演会　　　　　　　　
■時 ６月２２日�午後３時
ハープとフルートの演奏会　　　　　
■時 ６月２１日�・２２日�
　※１日４回、時間未定。

■時 ６月７日�～２２日�午前９時～午後
４時３０分（�を除く）
■場 堀内公園
■内 円盤状の柔らかい物（フラインディ
スク）を投げて、遊ぶことができるニ
ュースポーツを体験してみませんか。
道具は、事務所で
貸し出します。
　※１グループ１５分
程度
■問 堀内公園（�〈９９〉
５９４７）

神経難病患者・家族教室 ▼

ニュースポーツ体験 ▼

救命講習会 ▼

安城商工会議所講演会 ▼

教科書展示会 ▼

スポーツセンターの
教室・講座

▼
▼

マーメイドパレスの
催し・講座

▼
▼

デンパーククラブハウスの
教室・講座

▼
▼

パンゲア・ライフ・
サミット２００８

▼
▼
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■時 ６月２１日�午後６時３０分～８時
■場 昭林公民館ホール
■内 曲目 ▼「革命」（ショパン）／「アイネ・
クライネ・ナハトムジーク」（モー
ツァルト）／歌劇“ラ・ボエーム”よ
り「私の名はミミ」（プッチーニ）　出
演者 ▼ 岩月 今日 子   （ピアノソロ・連

きょう こ

弾）・石川 志 保   （ピアノ連弾）・太田
し ほ

 志 麻   （ソプラノ・司会）
し ま

■定 １５９人　※整理券を６月７日�午前
９時から同館で配布。

■他 未就学児の入場はご遠慮ください。
■問 昭林公民館（�〈７７〉６６８８）

■時 ６月２９日�午前９時３０分～午後２時
３０分ごろ（雨天中止）
■内 コース ▼ＪＡあいち中央桜井支店駐
車場集合�本證寺�安正寺�志貴野
橋�八ツ面山山頂（昼食・レクリエ
ーション、帰路同じ）　距離 ▼ 往復
約１１㎞

■持 昼食、水筒、敷物、雨具など
■他 乗り合わせや公共交通機関で来場し
てください。

■問 市体育館（�〈７５〉３５３５）

　未来がかわる�～「安城市男女共同
参画推進条例」のめざすもの～
■時 ６月２８日�午後１時３０分～４時
■場 文化センター大会議室
■内 記念講演 ▼山は動くか？－伝えたい
未来のカタチ－　ディスカッション

▼「さんかく２１・安城」の過去・現在・
未来

■講 林 陽  子 氏（中部学院大学短期大学部
よう こ

教授）
■他 託児あり（有料、６月１３日�までに
要予約）

■問 市民活動課

■時 ７月９日�午前９時３０分～午後１時
■場 市保健センター
■内 栄養バランスのとれた食事、貧血予
防食を学ぶ講義と調理実習　献立 ▼

雑穀ごはん、なまり節と小松菜のご
ま・ねぎ風味、枝豆とひじきのサラ
ダ風、切干大根ときくらげの 炒 り 和 

い あ

え、黒豆茶、きな粉豆
■対 妊娠中（出産予定月９月～来年１月）
の人　※父親の参加も可。

■定 ２４人（先着順）
■￥ ４００円
■持 母子健康手帳、エプロンまたはかっ
ぽう着、手ふきタオル、筆記用具、
みそ汁１００㏄（塩分濃度測定希望者の
み）

■申 ６月５日�～７月２日�（��を除
く）午前８時３０分～午後５時１５分に
市保健センター（�〈７６〉１１３３）へ

■内 ヘルスメイトが行う料理教室。料理
の基本が学べます。　献立 ▼ カジキ
マグロの南蛮漬け、薄くず汁など

■時 ６月１７日�、７月１日�いずれも午
前１０時～午後１時

■場 文化センター
■対 料理初心者の男性
■定 １５人（先着順）
■￥ ３００円
■申 ６月５日�～９日�（��を除く）午
前８時３０分～午後５時に市保健セン
ター（�〈７６〉１１３３）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
■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。

昭林コンサート ▼
マタニティクッキング ▼

男性の料理教室 ▼

八ツ面山歩け運動 ▼

■時 ６月７日�午後１時３０分～４時
■場 文化センター
■内 講演 ▼地域における新しい支え合い
の姿を求めて　パネルディスカッシ
ョン ▼ご近所井戸端会議～当事者か
ら始まる地域づくり～
■講 木原 孝  久 氏（住民流福祉総合研究所

たか ひさ

長）
■問 社会福祉課

　外国人が対象の、日本の文化を体験
する交流会。
■時 ６月８日�午後１時～４時３０分
■場 秋葉いこいの広場レストハウス
■内 抹茶、習字、桜井 凧 、浴衣着付けな

だこ

どの紹介と体験
■問 市民活動課

　身近に相談しあえる仲間をつくりま
せんか？
■時 ６月１５日�午後１時３０分
■場 市総合福祉センター
■内 紙で遊ぼう！
■対 市内在住のひとり親家庭の親と子ども
■問 市母子福祉会成島清美さん（�〈９９〉
６５５４）、社会福祉課

■問 ■場 市子育て支援センター（錦保育園
内／�〈７３〉６３３６）
託児ボランティア講習会（１期生）　　
■時 ６月２３日�・２４日�・２６日�午前１０
時～１１時３０分　
■内 講義、実技、実演
■定 １０人（先着順）
■申 ６月６日�午前９時から電話で同セ
ンターへ
パパとママの子育てホットタイム　　
　パパとママと赤ちゃんと一緒にふれ
あい遊びを楽しみませんか。
■時 ６月２８日�午前１０時～１１時３０分
■対 ７か月～１歳の誕生日までの乳児と
その親
■定 １０組（先着順）　
■申 ６月５日�午前９時から電話で同セ
ンターへ

■時 ６月８日�午前９時～正午
■場 リサイクルプラザ
■問 清掃事業所（�〈７６〉３０５３）、当日の問
い合わせ（�０９０〈９８９２〉２９３３）

日本文化を体験 ▼

ひとり親家庭「情報交流会」 ▼

子育て支援センターの
催し・講座

▼
▼

今月の再生家具等入札販売 ▼

男女共同参画週間
６月２３日�～２９日�

▼
▼

地域福祉を考える
市民たすけあいフォーラム

▼
▼



■住宅用火災警報器の設置を義務付け
　住宅火災
発生時の逃
げ遅れによ
る被害をな
くすため、
すべての住
宅を対象に住宅用火災警報器の設置
が義務付けられました。まだ設置し
ていない人は、早急に設置してくだ
さい。
●設置場所　寝室、階段、台所
■問 衣浦東部広域連合消防局予防課
（�〈６３〉０１３６）
■携帯電話・ＩＰ電話からの１１９番
通報について
　９月１日から、携帯電話、ＩＰ電
話を使用した１１９番通報で通報者の
位置を特定できる「位置情報通知シ
ステム」の運用が始まります。
●注意事項　①携帯電話の位置情報
の精度は、携帯電話の機能などによ
り誤差が生じます。１１９番通報のと
きは、これまでどおり住所や目標物
などを伝えてください。　②１８４発
信の場合は位置情報が通知されませ
ん。　※緊急に位置情報が必要と判
断した場合には強制的に位置情報を
取得することがあります。
■他 尊い命を救うために、救急車の適
正利用にご協力をお願いします。
■問 衣浦東部広域連合消防局通信指令
課（�〈６３〉０１３８）

■危険物安全週間
６月８日�～１４日�
油類の保管場所・貯蔵容器・取り扱
いについて今一度確認してください。
平成２０年度危険物安全週間推進標語
「安全へ確かなスマッシュ保守点検」
ガソリンや軽油の危険性　　　　　
①ガソリンは気化しやすく、小さな
火源でも爆発的に燃焼する物質で
す。
②ガソリンの蒸気は空気より重いた
め、くぼみなどにたまりやすく、
思わぬ火源（裸火や静電気など）に
よって引火する危険性があります。
③軽油は一旦火災が発生すると大火
災になる危険性があります。

ガソリンや軽油を入れる容器　　　
①ガソリンや軽油
を入れる容器は、
一定の強度を有
し、材質により
容量が制限されています。
②灯油用ポリ容器にガソリンを入れ
るのは非常に危険です。
■問 衣浦東部広域連合消防局予防課
（�〈６３〉０１３７）
■広域連合長に安城市長
　３月２１日�に衣浦東部広域連合長
選挙を実施し、神谷学安城市長が当
選しました。任期は、４月１日～平
成２３年２月１４日。
■問 衣浦東部広域連合総務課（�〈６３〉
０１３１）
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■財政状況の公表（５月公表分）
　広域連合では、毎年５月と１１月の年２回、財政状況を公表しています。今
回は、３月３１日現在の平成１９年度予算執行状況をお知らせします。

広域連合債の現在高（消防債）

単位：千円
構成比（％）現在高区分
１００．０１３８，３００計

市　
　

別

４５．８６３，２８９安城市分
５．８８，０４５碧南市分
３４．１４７，１４０刈谷市分
０．００知立市分
１４．３１９，８２６高浜市分
１００．０１３８，３００計

借
入
先
別

７０．５９７，４８２愛知県職員
共済組合

２．４３，２６５
地方公務員
共済組合
連合会

２７．１３７，５５３信用金庫等

平成１９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

１００．０９６．３４，６２１，７５９４，６２１，７５９分担金及
び負担金

１０３．３０．２１１，４６４１１，０９３使用料及
び手数料

１００．００．５２３，０６６２３，０６６国庫支出金
２１０００．００．０２１０１財産収入
０．００．００１寄附金

１００．０２．６１２４，３１２１２４，３１２繰越金
６２．７０．４１７，７４６２８，３１２諸収入
０．００．００３，６６４県支出金
９９．７１００．０４，７９８，５５７４，８１２，２０８計

■歳出
執行率（％）構成比（％）支出済額予算現額科目
７６．００．０１，９４６２，５６１議会費
８９．２４．０１７３，４１８１９４，３６１総務費
９０．８９５．４４，１４７，４１８４，５６９，５４３消防費
９８．００．６２５，２４０２５，７４３公債費
０．００．００２０，０００予備費
９０．４１００．０４，３４８，０２２４，８１２，２０８計

所有財産

（土地）　  ２８５．９８㎡
（建物）２０，０３８．１５㎡

◆◆◆衣浦東部広域連合からのお知らせ◆◆◆

寝室に設置�

階段に設置�
子供部屋（寝�
室）に設置�

台所に�
設置�

■時 ７～９月
■内 身近な川の簡単な水質検査や様子を
観察し、リポートを作成
■対 小・中学生と成人の指導者のグルー
プ
■申 ６月１３日�までに、応募用紙を県水
地盤環境課（�０５２〈９５４〉６２１９）、市環
境保全課（�〈７６〉３０５３）へ　※応募用
紙は県水地盤環境課、市環境保全課
で配布。

■内 電柱などの違反広告物（はり紙）の除
却
■対 市内在住・在勤の１８歳以上が、３人
以上で構成する団体（営利目的の団
体を除く）
■他 団体の認定後、講習会があります
■申 申請書（必要書類を添付）を持って維
持管理課へ
　※申請書は同課で配布。

■内 ８０歳以上で歯の丈夫な人を対象に表
彰を行います。歯科医院の推薦が必
要ですので、最寄りの歯科医院（市
内に限る）に、お気軽にご相談くだ
さい
■対 昭和４年３月３１日以前に生まれた人
で、２０本以上自分の歯が残っている
人（すでに、表彰を受けた人は除く）
■申 ６月３０日�まで
に、市内の歯科
医院へ
■他 １０月に表彰式を
行う予定です。
■問 市保健センター
（�〈７６〉１１３３）

■時 ■内 ■講 第１回�６月２１日�／子どもと
話す性教育／田中 良 氏（人間と性教

りょう

育文化センター）　第２回�７月５
日�／性同一性障害とは／森田 菜  々  

な な

 恵 氏（ＧＩＤの会）　第３回�７月２６
え

日�／エイズって意外に身近�／近
藤 眞  庸 氏（岐阜大学教授）

まさ のぶ

　※いずれも午後１時３０分～３時３０分
■場 文化センター
■定 ３０人　※託児あり。（１人１回３００円）
■￥ ３００円
■申 文化センター（�〈７６〉１５１５）へ

水質パトロール隊 ▼

違反広告物追放推進ボラン
ティア団体

▼
▼

８０２０歯のコンクール ▼

市民企画講座参加者
きいちゃおっ！からだのこと

▼
▼

■内 勤務場所 ▼安城・あけぼの・西部・
小川・ゆたか・錦保育園　勤務時間

▼�～�午前７時３０分～８時３０分、
午後４時～６時または７時、�正午
～午後６時　※時間は園により異な
ります。　賃金 ▼時給１０５０円、通勤
割増１日２００円
■申 履歴書（顔写真付き）と保育士証を持
って子ども課へ

■時 ７月～来年２月の�～�１時間程度
（年末・年始、��を除く）
■内 ①遊びで育つもの　②子どもの食育
③心を育てるほめ方、しかり方
■講 市内公立保育園長・幼稚園長
■対 市内の会社・事業所
■申 希望日の１４日前までに電話で子ども
課へ

　子育ての手助けをしてほしい人「依
頼会員」と子育ての協力をしてくれる
人「提供会員」が、お互いに助け合う会
員組織です。活動を充実するため、新
たな会員を募集します。
■対 依頼会員�市内在住・在勤・在学の
人　提供会員�市内在住で、心身と
もに健康で自宅で子どもを預かるこ
とのできる人、子どもが好きでボラ
ンティア精神のある人　※資格や経
験、性別は問いません。
■問 ファミリー・サポート・センター
（市役所西会館内／�〈７２〉２３１５）
依頼会員希望者の入会説明会　　　　
　毎月２回説明会を行っています。事
前に同センターへ申し込みください。
提供会員希望者の講習会　　　　　　
■時 ６月１９日�午前９時～午後３時３０分
■対 提供会員希望者　※保育サポーター
の有資格者は必要ありません。
■申 事前に同センターへ

■内 勤務内容 ▼歴史博物館展覧会の受け
付け・案内業務　勤務日時 ▼８月９
日�～１０月５日�のうち、指定する
日の午前９時～午後５時（���勤
務）　賃金 ▼１時間８２０円、通勤割増
１日２００円
■対 ５０歳くらいまでの女性
■定 ６人程度
■申 ６月２０日�までに履歴書（顔写真付
き）を持って歴史博物館（�〈７７〉６６５５）
へ

延長パート保育士 ▼

子育て出前講座希望団体 ▼

ファミリー・サポート・セ
ンターの会員

▼
▼
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■問 ■場 歴史博物館（�〈７７〉４４７７）
新編安城市史報告書５ 安城市内村絵
図集
■内 市内の江戸時代の村絵図や明治初期
の絵図９５点をカラーで紹介
■￥ ２０００円
市文化財調査報告書第１集　本證寺伽
藍（がらん）
■内 本證寺の建造物の調査結果をまとめ
た初めての報告書

■￥ ２３００円
市埋蔵文化財発掘調査報告書　　　　
■内 ■￥ 第２０集野辺遺跡�古井町に所在す
る弥生時代～古代の集落跡の調査報
告書／１５００円　第２１集鹿乗川流域遺
跡群Ⅴ�鹿乗川流域の西三河におけ
る拠点集落の調査報告書／３５００円

調査報告書発売中 ▼

歴史博物館臨時職員 ▼

■時 ７月６日�午前１０時～正午
■場 市民ギャラリー
■内 １３５㎝×７０㎝の全紙の画仙紙に大き
な筆を使って、大字を創作

■対 小学生
■定 １５人（定員
を超えた場
合は抽せん）

■￥ ５００円
■申 はがきに講
座名・住所・氏名・学年・電話番号・
人数（１枚で２人まで応募可、参加
者全員の氏名・住所を記入）を記入
し、６月１４日�まで（必着）に市民会
館（�〈７５〉１１５１／〒４４６－００４１安城市
桜町１８番２８号）へ

ワークショップ受講者
「大字創作」

▼
▼

　願い事を天まで届けよう！七夕
まつりの事業である「願い事ふう
せん」のボランティア（企画・運営）
スタッフを募集します。
■対 中学生以下は大人の責任者が必
要

■申 所定の申し込み用紙に必要事項
を記入し、安城七夕まつり協賛
会（商工課内）へ　
※申し込み用紙は同課で配布

■問 青少年の家（�〈７６〉３４３２）
講習会　　　　　　　　　　　　
■時 ■場 ６月１７日�／安城北中学校、
１９日�／安城西中学校、２４日�
／安城南中学校、２６日�／桜井
中学校　※いずれも午後７時３０
分～９時。

■持 体育館シューズ
■他 乗り合わせや自転車で来場して
ください。

ＰＲポスター募集　　　　　　　
■内 盆踊り・夏まつりに関するもの
　※サイズ・画材は自由。
■対 中学生以下
■他 入賞者に記念品を贈呈
■申 ７月１日�までに青少年の家へ



　モスクワ・国立トレチャコフ美術館
所蔵の壁画「ユダヤ劇場への誘   い」など、

いざな

１６０点を展
示。自由な
想像力と美
しい色彩で
描き続けた
シャガール
の芸術と実像を紹介します。
■時 ６月１日�～７月１３日�午前１０時～
午後６時（�を除く／７月１２日�・
１３日�は午後７時まで）　※入館は
閉館３０分前まで。

■場 岡崎市美術博物館
■￥ 一般１０００円（８００円）、小・中学生５００
円（４００円）　※（　 ）内は２０人以上の
団体料金。各種障害者手帳を持つ人
とその介助者は無料。
■問 岡崎市美術博物館（�０５６４〈２８〉５０００）

清掃事業所夏期アルバイト募集�清掃事業所夏期アルバイト募集�清掃事業所夏期アルバイト募集�

　放置自転車の中で再利用可能なもの
を点検整備し、「安城市放置自転車リサ
イクル事業取扱店」で販売します。
■時 ６月２０日�から

※各店１・２台の販売です。
■問 維持管理課

　県の迷惑行為防止条例が一部改正さ
れ、６月１日から施行されます。
■内 主な改正点は、次のとおり
①風俗店などで働くよう勧誘する行為
の禁止
②風俗店などへの客引き行為の禁止
③風俗店などの広告ビラの 頒  布 、 貼 り

はん ぷ は

付け行為の禁止
④罰則の強化
■問 安城警察署（�〈７６〉０１１０）・市民安全課

　市とあいち中央農協は、猟友会の協
力を得て、農作物を食べ荒らすドバト、
ヒヨドリ、カラスなどの駆除を市内全
域で行います。十分注意して行います
が、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。
■時 ６月１５日�午前７時～正午
■問 農務課
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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
■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。

岡崎市美術博物館企画展
色彩の詩人「シャガール展」

岡
崎

放置自転車の再利用販売 ▼

　６月１日現在の年金の加入状況と養
育状況などを確認するため、対象者へ
６月上旬に現況届を郵送します。６月
末までに提出してください。提出しな
いと、６月以降の手当が受けられなく
なります。なお、出生・転入などによ
り、今年度の児童手当をすでに申請し
た人は提出の必要がありません。
■問 子ども課

　対象者に耐震診断申し込みの案内を
発送します。
■時 ６月と来年２月の２回に分け、地域
ごとに順次発送
■対 昭和５６年５月３１日以前に着工した旧
建築基準の木造住宅を所有している
人
■申 建築年・構造などを確認のうえ建築
課へ

　来年３月中学・高校卒業予定者の採
用を予定している企業を対象に説明会
を開催します。
■時 ６月１２日�午後１時３０分～４時
■場 刈谷市産業振興センター（刈谷市相
生町１丁目１番地６）
■問 ハローワーク刈谷求人企画部門（�
〈２１〉５００３）

県迷惑行為防止条例が改正 ▼

児童手当の現況届の提出を ▼

無料耐震診断 ▼

新規学卒求人取り扱い説明会 ▼

○人口・世帯　（　 ）内は前月比
　〈平成２０年５月１日現在〉
　総人口　１７万８６３２人　（＋３５２）
　　男性　９万１５８５人　（＋１８１）
　　女性　８万７０４７人　（＋１７１）
　世帯数　６万６１９７世帯（＋３３８）
○４月の火災・救急
　火災　　　３件（うち建物０件）
　救急　　　５１７件（うち急病３１９件）
○４月の犯罪・事故
　　　　　（年間累計／前年対比）
　刑法犯　　２４９件（９２０件／＋５３）
　交通事故　６６３件（２５４５件／＋２５）
　負傷者　　１４７人（５５３人／－１０８）
　死者　　　０人（１人／－２）

気をつけて！
鉄砲でドバト退治

▼
▼

所在地電話取り扱い店
別郷町〈７６〉８７０３山本自転車店

明治本町〈７６〉３３８７ソウリンサイクル商会

御幸本町〈７６〉２０２４サイクルショップ二藤

安城町〈７２〉１７７６サイクルアシストオオバ

高棚町〈９２〉０９３１神谷自転車モータース

古井町〈７５〉２３７５稲垣サイクル

和泉町〈９２〉００６６神本商会

和泉町〈９２〉０２７０兵藤モータース

　ごみ収集車に乗って、資源ごみの回収を
します。
■内 採用期間 ▼７月～９月（この間３５日以上
の勤務ができること）
勤務時間 ▼�～�の午前８時３０分～午後
５時（�も勤務）
賃金 ▼日額８５５０円、通勤割増１日２００円
■定 ５人程度
■申 ６月２日�～１８日�に電話で清掃事業所
（�〈７６〉３０５３）へ　

「街の上で」「街の上で」
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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。
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