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パン教室（動物あんパンとデニッシュ）
■時 ６月２０日�・２１日�・２７日�・２８
日�午後１時・２時３０分

■定 各４８人（先着順）
■￥ ５００円
■申 当日午前９時３０
分から同クラブ
ハウスへ
手作りアイスクリーム教室　　　　
■時 ６月２０日�・２１日�・２７日�・２８
日�午前１０時３０分
※２７日は午後のみ。
■定 各６０人（先着順）
■￥ ５００円
■申 当日午前９時３０分から同クラブハ
ウスへ
じゃがいも収穫体験　　　　　　　
■時 ６月１３日�・１４日�・２０日�・２１
日�午前１０時（雨天中止）

■定 各３０人（先着順）
■￥ ４００円（２株・焼きじ
ゃがいも付き）
■申 当日午前９時３０分か
ら同クラブハウスへ

アロマセラピー講座「英国の精油を使
って虫除けスプレーを作りましょう」
■時 ６月２２日�午後１時３０分
■定 ２０人
■￥ ２５００円
■講 内藤 満  里  子 氏

ま り こ

■申 ６月５日�午前９時３０分より同ク
ラブハウスへ

★★★デンパーククラブハウスの教室・体験・講座★★★

アートフラワー手作り花盆栽「朝顔」
■時 ７月１日�・１５日�午前１０時
■定 ２０人
■￥ ４０００円（２回分）
■講 青木 元  子 氏

もと こ

■申 ６月５日�午前９時３０分より同ク
ラブハウスへ

写真講座「マイ写真集を作ろう！」　
■時 ７月１日�・１５日�、８月５日�・
１９日�、９月２日�・１６日�午後
１時３０分

■定 ２０人
■￥ ５０００円（６回分、３か月間のパス
ポート付き・写真集代は別途）
■講 鶴田 郁  夫 氏

いく お

■申 ６月５日�午前９時３０分より同ク
ラブハウスへ

フラワーアレンジメント講座「涼し
さを大切にするアレンジ」
■時 ７月６日�午後１時３０分
■定 ２０人
■￥ ３０００円
■講 山口 秋  子 氏

あき こ

■申 ６月５日�午前９時３０分より同ク
ラブハウスへ

寄せ植え講座「多肉植物の寄せ植え」
■時 ７月１０日�午前１０時
■定 ２０人
■￥ ３５００円
■講 野正 美  保  子 氏

み ほ こ

■申 ６月５日�午前９時３０分より同ク
ラブハウスへ

■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。

■時 ７月１２日�午前９時～正午
■場 市総合運動公園陸上競技場
■講 青戸慎司氏（中京大学コーチ／ソウ
ル・バルセロナ・長野五輪出場）
■内 模範競技・個別指導会
■対 市内在住・在勤・在学の高校生以上
■定 ６０人（先着順）
■申 ６月６日�～２５日�午前９時～午後
５時に、申込書を持参・ファクス・
Ｅメールで市体育館（�〈７５〉３５５９／
anjotaikyo６@ybb.ne.jp）へ
※申込書は市体育館、ＮＰＯ法人安
城市体育協会ホームページで配布。
■他 小・中学生は学校単位の申し込み。
■問 市体育館（�〈７５〉５１８２）

■時 ６月２８日�午前９時３０分～午後２時
３０分（雨天中止）
■場 ＪＡあいち中央桜井支店駐車場集合
■持 昼食・水筒・敷
物など
■他 乗り合わせか公
共交通機関で来
場ください。
■問 市体育館（�〈７５〉３５３５）

■時 ６月２１日�午後６時～７時３０分
■場 マーメイドパレス
■対 おむつの外れた子～中学生とその親
■定 ３０組（先着順）
■￥ 施設使用料のみ
■申 ６月５日�午前１０時からマーメイド
パレス（�〈９２〉７３５１）へ

■時 ７月４日�・１１日�・１８日�午前９
時３０分～１１時３０分（全３回）
■場 安祥閣
■対 初心者
■定 ３０人
■￥ １回５００円
■他 １回のみの参加も可
■申 ６月１９日�午前９時
から安祥閣（�〈７４〉
３３３３）へ

■時 ６月２６日�午後１時３０分～３時３０分
■場 衣浦東部保健所（刈谷市）
■内 講話と実技「楽しくリハビリ～転ば
ぬ先の予防と工夫」
■対 神経系難病患者とその家族
■申 ６月２４日�までに衣浦東部保健所健
康支援課（�〈２１〉４７７８）へ

■時 ６月１４日�午後１時３０分
■場 総合福祉センター
■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（�〈７１〉２２２４）

■時 ６月１４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）

■時 ６月２７日�午前９時
■場 碧海信用金庫本店前（御幸本町）
■内 地元産野菜の販売・調理法のアドバ
イス
■問 農務課（�〈７１〉２２３３）

■時 ７月８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
■対 妊娠中（出生予定月９月～来年１月）
の人　※家族の参加も可。
■定 ２４人（先着順）
■￥ ４００円
■申 ６月５日�～７月１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

■時 ６月１７日�～２９日�午前９時３０分～
午後５時
■内 家具・雑貨・小物などに絵を描き、装
飾を施すトールペイント作品を展示
■場 ■問 デンパーク（�〈９２〉７１１１）

ひとり親家庭「情報交流会」 ▼

今月の再生家具等入札販売 ▼

今月のまちなか産直市 ▼トールペイント展 ▼

マタニティクッキング ▼

八ツ面山歩け運動 ▼

神経難病患者・家族教室 ▼

陸上ふれあい交流会 ▼

浴衣教室 ▼

着衣水泳体験会 ▼
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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。

■申 ６月９日�午前９時から電話で市子
育て支援センター（�〈７３〉６３３６）へ

■他 １人１講習まで
託児ボランティア講習会　　　　　　
■時 ■場 ６月２２日�・２３日�／市子育て支
援センター、２５日�／南部公民館、
いずれも午前１０時～１１時３０分（全３回）
■定 １０人（先着順）
親子遊び講習会　　　　　　　　　　
■時 ６月２５日�午前１０時～１１時３０分
■場 南部公民館
■内 ママと踊ろうキッドビクス
■対 乳幼児とその保護者
■定 ４０組（先着順）
パパとママの子育てホットタイム　　
■時 ６月２７日�午前１０時～１１時３０分
■場 市子育て支援センター
■内 飾り制作と親子遊び
■対 ７か月～１歳未満の子とその両親
■定 １０組（先着順）
育児講習会　　　　　　　　　　　　
■時 ７月１６日�午前１０時～１１時３０分
■場 昭林公民館
■内 子育ては心育て
■対 乳幼児とその保護者
■定 ４０組（先着順）
親子遊び講習会　　　　　　　　　　
■時 ７月２３日�午前１０時～１１時３０分
■場 桜井福祉センター
■内 親子ふれあい遊び
■対 乳幼児とその保護者
■定 ４０組（先着順）

　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可能。
■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２０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２１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

■内 ■時 かみのけ座�７日�・１４日�午後
１時３０分・午後３時
かんむり座�２１日�・２８日�午後１
時３０分・午後３時
※毎週�午後１時３０分・３時からの
投映でも生解説あり。

■場 ■問 文化センター（�〈７６〉１５１５）

■時 ６月２８日�午前９時３０分～午後１時
■場 市保健センター
■内 親子で調理実習
■対 ３歳児健診済みで就学前の子とその
保護者

■定 １２組（先着順）
■￥ １人４００円
■申 ６月５日�～１９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

■時 ７月９日�・１０日�午前９時３０分～
午後４時３０分（全２日）

■場 刈谷市産業振興センター
■定 １３２人（先着順）
■￥ ４０００円
■申 ６月２２日�～２６日�午前８時３０分～
午後５時に申込書を持って衣浦東部
広域連合消防局（�〈６３〉０１３６）または
安城消防署（�〈７５〉２４５８）へ

　※申込書は申込場所、同消防局ホー
ムページで配布。申し込み時に証明
写真が必要。

■場 ■問 歴史博物館（�〈７７〉６６５５）
連続講座「三河の古典をたずねる③」　
■時 ６月１３日�午後２時
■内 “今昔物語”三河入道大江定基のこと
■講 白井 伸  昂 氏（仏教文学会会員）

のぶ たか

歴博講座「安城の歴史を歩く③」　　　
■時 ６月２０日�午後２時
■内 桜井古墳群が語るもの
ミュージアム・コンサート　　　　　
■時 ６月２１日�午後２時
■内 懐かしのアメリカンポップス
映画会「なつかしの時代劇特集③」　　
■時 ６月２８日�午前１０時・午後２時
■内 上映映画�家光と彦左と一心太助　
出演�中村錦之助ほか

■場 ■問 市スポーツセンター（�〈７５〉３５４５）
■申 ６月５日�～開催日前日の午前９時
～午後８時（�を除く）に同センターへ
プールを楽しく水中運動体験会　　　
■時 ７月２日�・９日�午後３時～４時
（全２回）
■対 １８歳以上（初心者向け）
■定 １５人（先着順）
脂肪燃焼！！脱☆メタボ　　　　　　　
■時 ７月２日�・９日�・１６日�・２３日
�午後１時３０分～２時３０分（全４回）

■内 ウオーキング・簡単な筋トレ
■対 １８歳以上（中高年向け）
■定 １０人（先着順）
スポレク「ユニホッケー編」　　　　　
■時 ７月３日�午後７時３０分～８時３０分
■内 安全で簡単にできるホッケー
■対 １８歳以上
■定 ２０人（先着順）
水中なんでも測定会　　　　　　　　
■時 ７月５日�午後１時～３時
■対 ２５ｍ以上泳げる人（小学３年生以下
は保護者の付き添いが必要、保護者
１人に２人まで）
■定 ４０人（先着順）
スポレク「ティーボール編」　　　　　
■時 ７月１４日�午後７時３０分～午後８時
３０分
■内 投手がいない、野球に似たゲーム
■対 １８歳以上
■定 ２０人（先着順）

■時 ６月７日�午後２時～３時３０分
■場 文化センター
■内 市内の樹林保全地区・保護樹木
■問 エコネットあんじょう（�〈７７〉０７０１）、
環境首都推進課（�〈７１〉２２０６）

子育て支援センターの
催し・講座

▼
▼

スポーツセンターの
教室・講座

▼
▼

救命講習会 ▼

プラネタリウム
６月の生解説

▼
▼

甲種防火管理新規講習会 ▼

親子栄養スクール ▼

樹木調査発表会 ▼

歴史博物館の催し ▼
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■位置情報通知システム
　携帯電話（第３世代機種）・ＩＰ電話
（０５０で始まるものを除く）からの１１９番
通報では、通報者の音声にあわせて、
場所などの位置情報が自動で特定され、
迅速な出動につながります。
●注意事項　①１１９番通報では、これ

■危険物安全週間６月７日�～１３日
�「安全は　意識と知識と　心掛け」
　油類の保管場所・貯蔵容器・取り
扱いを今一度確認してください。
ガソリンや軽油の危険性　　　　　
�ガソリンは気化しやすく、小さな
火源でも爆発的に燃焼します。
�ガソリンの蒸気は空気より重く、
くぼみなどに溜まり、静電気など
によって引火する危険があります。
�軽油はいったん火災が発生すると、
大火災になる危険があります。
ガソリンや軽油を入れる容器　　　
　容器は、材質に
より容量が制限さ
れています。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 予防課（�〈６３〉０１３７）
■住宅用火災警報器の設置義務付け
　昨年６月１日
から、すべての
住宅に住宅用火
災警報器の設置
を義務付けまし
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 予防課（�〈６３〉０１３６）

◆◆◆衣浦東部広域連合からのお知らせ◆◆◆
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。
※緊急の場合、強制的に位置情報を
取得することがあります。
■問 通信指令課（�〈６３〉０１３８）

■時 ６月２７日�午後１時３０分～４時
■場 文化センター
■内 講演�金融危機時代の家計管理のヒ
ント
■講 板谷千晶氏（金融広報アドバイザー）
■他 託児あり（有料、要予約）
■問 市民活動課（�〈７１〉２２１８）

■場 ■問 丈山苑（�〈９２〉７７８０）
週末宵開苑　　　　　　　　　　　　
■時 ６月１４日�
■内 午後７時まで開苑（入苑は午後６時
３０分まで）
■￥ 入苑料１００円（中学生以下無料）
落語会　　　　　　　　　　　　　　
■時 ７月１８日�午後６時～７時２０分
■内 出演� 三 

さん

 笑 
しょう

 亭  夢  太  朗 、 三  遊  亭  小 
てい ゆめ た ろう さん ゆう てい こ

 笑 
しょう

■定 １３０人（先着順）
■￥ １０００円（中学生以下９００円。入苑料・
呈茶料含む）
■申 ６月１０日�午前９時から電話で同苑
へ

■時 ６月２０日�午後６時３０分～８時
■場 昭林公民館ホール
■内 曲目�ヴァイオリンとチェンバロの
ためのソナタ第４番ＢＷＶ１０１７（Ｊ．
Ｓ．バッハ）、シャコンヌ（Ｇ．Ｆ．ヘン
デル）　出演�田邊 藤  祐 （ヴァイオリ

ふじ ひろ

ン）、柳沢 知  津  江 （チェンバロ）
ち づ え

■定 １５９人
※整理券を６月６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）

昭林コンサート ▼

■場 ■問 堀内公園（�〈９９〉５９４７）
作って遊ぼう　　　　　　　　　　　
■時 ６月１３日�午前１０時～午後３時
■内 手軽にできる簡単工作遊び
■対 小学生以下
■定 １００人（先着順）
ふわふわ風船プレゼント　　　　　　
■時 ６月２０日�午前１０時～午後３時
　※雨天の場合６月２７日�に延期。
■対 小学生以下
■定 ５００人（先着順）
お話会　　　　　　　　　　　　　　
■時 ６月２０日�午前１１時・午後１時
■内 紙しばいの読み聞かせ
■対 未就学児とその親
■定 ２０組（先着順）

■時 ■場 ６月１１日�～７月５日�／市教育
センター���を除く午前９時～午
後８時　中央図書館��、６月２６日
�を除く午前９時～午後７時（��
は午後５時まで）
■問 市教育センター（�〈７５〉１０１０）

堀内公園の催し ▼

丈山苑の催し ▼

教科書展示会 ▼

寝室に設置�

階段に設置�
子供部屋（寝�
室）に設置�

台所に�
設置�

男女共同参画週間　こんな
時こそ女も男もひと工夫

▼
▼

■財政状況の公表（５月公表分）
　３月３１日現在の平成２０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
１００．０１２１，４３０計

市　
　

別

４４．３５３，８３１安城市分
４．５５，４６３碧南市分
３６．２４４，０００刈谷市分
０．００知立市分
１５．０１８，１３６高浜市分
１００．０１２１，４３０計

借
入
先
別

７３．７８９，４６０愛知県職員
共済組合

１．６１，９７５
地方公務員
共済組合
連合会

２４．７２９，９９５信用金庫等

所有財産

（土地）　  ２８５．９８㎡
（建物）２０，０７４．６０㎡

平成２０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

１００．０９７．３４，７５８，５８５４，７５８，５８５分担金及
び負担金

９８．７０．２１０，４２６１０，５６８使用料及
び手数料

０．００．００２２，８６９国庫支出金
１００００．００．０１００１財産収入
０．００．００１寄附金

１００．０２．１１０４，０６３１０４，０６３繰越金
８５．７０．４１６，７４７１９，５３８諸収入
０．００．００４，７９２県支出金
９９．４１００．０４，８８９，９２１４，９２０，４１７計

■歳出
執行率（％）構成比（％）支出済額予算現額科目
７３．００．０１，５８０２，１６３議会費
７９．５４．０１７５，９０９２２１，２５８総務費
９０．３９５．５４，２０３，２１５４，６５６，５４５消防費
９７．５０．５１９，９４６２０，４５１公債費
０．００．００２０，０００予備費
８９．４１００．０４，４００，６５０４，９２０，４１７計
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　「児童虐待」では？と周りが心配して
も、当事者には、虐待しているという
意識がない場合があります。気になる
子どもを見かけたら、虐待防止のため、
誰にでも通報の義務があることを知っ
ていますか？人ごとだと思わずに「お
かしい」と感じたら迷わず連絡を。通
報した人の秘密は守られます。
■問 社会福祉課（�〈７１〉２２２４）、県刈谷児
童相談センター（�〈２２〉７１１１）

　交通事故、詐欺などの犯罪の被害に
あい、検察や警察庁に訴えたが、検察
官がその事件を起訴してくれないのは
納得できない。
　このような不満を持つ人は、遠慮な
く岡崎検察審査会にご相談ください。
秘密は固く守られます。
■問 岡崎検察審査会（�０５６４〈５１〉５７９３）、
行政課（�〈７１〉２２０８）

■時 ６月１１日�午後１時３０分～４時
■場 刈谷市産業振興センター
■対 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

■問 ハローワーク刈谷（�〈２１〉５００３）、商
工課（�〈７１〉２２３５）

気づいたら　支えて
知らせて　見守って

▼
▼

検察審査会 ▼

■時 選考�６月２６日�面接・口頭試問
■内 勤務内容�介護保険の要介護認定の
ための訪問調査など　勤務日時��
～�の週２～５日。原則、午前９時
～午後５時の間で指定する時間帯　
賃金�時給１３００円、通勤割増１日
２００円　募集人数�２人程度　採用
予定�７月１日�

■対 昭和２９年４月２日～６１年４月１日生
まれで、保健師・看護師の資格のあ
る人、または介護保険法に規定する
介護支援専門員

■申 ６月２３日�までに採用申込書、各資
格免許証の写し、実務研修受講試験
の合格を証明する書類の写し（介護
支援専門員のみ）を持って介護保険
課（�〈７１〉２２５７）へ

　※募集要項、採用申込書は６月１日
�から同課、市公式ウェブサイトで
配布。

■内 テーマ�盆踊り・夏
祭り
サイズ・画材�自由

■対 中学生以下
■他 入賞者には記念品、
応募者に参加賞あり。

■申 ６月３０日�まで（�を除く）に作品を
持って青少年の家（�〈７６〉３４３２）へ

介護認定調査員臨時職員 ▼

■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　
④生活リズム
■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（�〈７１〉２２２８）へ

　男女共同参画社会の実現に向け、取
り組みや課題などを話し合う会議です。
■時 １０月３０日�・３１日�
■場 大阪府堺市
■対 平成２１年４月１日現在、市内在住・
在勤・在学の満２０歳以上で、会議に
２日間とも参加でき、過去会議に参
加したことのない人。
■定 １人
■申 応募用紙に必要事項を記入し、６月
１９日�までに市民活動課へ本人が直
接持参してください。
　※応募用紙は、同課・市公式ウェブ
サイトで配布。
■問 市民活動課（�〈７１〉２２１８）

■時 ７月３日�より１年の間の４か月間
■場 市役所北庁舎１階
■対 市内事業所で自社製品を出品できる
団体
■申 ６月１９日�までに商工課（�〈７１〉
２２３５）へ

■申 ①②③は８月１日�～９月１１日�に、
④は随時自衛隊愛知地方協力本部安
城案内所（�〈７４〉６８９４）へ

■問 行政課（�〈７１〉２２０８）
①航空学生　　　　　　　　　　　　
■時 １次試験�９月２３日�　２次試験�
１０月１７日�～２２日�　３次試験�１１
月１４日�～１２月１８日�

■対 高卒（見込みを含む）で２１歳未満の人
②一般曹候補生　　　　　　　　　　
■時 １次試験�９月１９日�　２次試験�
１０月８日�～１５日�
■対 １８～２６歳の人
③２等陸・海・空士（女性）　　　　　
■時 試験日�９月２７日�・２８日�
■対 １８～２６歳の人
④２等陸・海・空士（男性）　　　　　
■時 試験日�申し込み時にお知らせ
■対 １８～２６歳の人

子育て出前講座希望団体 ▼

日本女性会議２００９さかい
参加者

▼
▼

自衛官 ▼

市民盆踊りの集いポスター ▼

新規学卒求人取扱説明会 ▼

　該当する世帯へ、３月に申請書を送付しています。まだ、申請書を提出し
ていない人は、早めに提出してください。
■対 定額給付金�平成２１年２月１日現在、①安城市住民基本台帳に記録されて
いる人（世帯主にまとめて給付）　②安城市外国人登録原票に登録されてい
る人（不法滞在者、短期滞在者を除く）

　子育て応援特別手当�平成２年４月２日～１７年
４月１日生まれの子が２人以上いて、そのうち
第２子以降で平成１４年４月２日～１７年４月１日
生まれの子（世帯主にまとめて支給）

■問 定額給付金�企画政策課（�〈７１〉２２０４）　子育て
応援特別手当�子ども課（�〈７１〉２２２７）

物産品陳列ケース出品物 ▼



市
役
所
代
表�

放置自転車の再利用販売�放置自転車の再利用販売�

　「大地の画家」と称されるピサロとそ
の家族、ピサロと関わりのあったミレ
ー、ルノワ
ールの作品
など約９０点
を展示。フ
ランスの豊
かな田園風
景の美しさと、そこで働く人々の素朴
な姿を描いた印象派の魅力をご紹介し
ます。
■時 ６月２日�～７月１２日�午前１０時～
午後６時（�を除く）
※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）

�広報あんじょう　2009.6.1

■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。

「窓からの眺め」「窓からの眺め」

■時 ７月５日�午前８時１０分
■場 市保健センター
■対 安城市に住民票を有する２０歳以上で
今年度健康診査をしていない人
■定 ２５人（先着順）
■￥ 加入の健康保険で金額が異なります。
■申 ６月５日�からの午前８時３０分～午
後５時１５分（��を除く）に市保健セ
ンター（�〈７６〉１１３３）へ

　歯を失う原因の１つに、歯周疾患
（歯肉炎、歯周炎など）があります。成
人では、４０歳代を境に、急速に自分の
歯が失われていきます。歯の疾患は自
然には治りません。歯の状態を正確に
把握し、それに応じた予防に努めるた
め、定期的に検診を受けましょう。
　市保健センターでは、歯周疾患検診
のお知らせを対象者に個人通知します。
ぜひ受診してください。
■問 市保健センター（�〈７６〉１１３３）

　平成１９年度検査で未検査のはかりを
使用している人は、６月３０日�までに
商工課へご連絡ください。
■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など
■問 商工課（�〈７１〉２２３５）

日曜ドック ▼

歯周疾患に注意 ▼

はかり検査事前調査 ▼

　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、対象者に
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、６月から児童手当を新規に受ける
人は提出の必要はありません。
■問 子ども課（�〈７１〉２２２７）

　道路の穴ぼこ・陥没、ガードレール・
カーブミラーの損傷、側溝などの破損、
照明灯の球切れ・常時点灯を見つけた
ら、維持管理課へご連絡ください。
■問 維持管理課（�〈７１〉２２３７）

　家屋（住宅・店舗・工場・物置・車
庫など）を新築・増築すると、翌年度
から固定資産税がかかります。評価額
を決めるため、職員が家屋の内・外装
を調査しますので、立ち会いにご協力
ください。また、家屋を取り壊したと
きも確認を行います。上記に該当する
場合はご連絡ください。
■問 資産税課（�〈７１〉２２１５）

■時 告示日�６月２２日�、選挙日�６月
２９日�
■内 立候補の届出�６月２２日�・２３日�
午前８時３０分～午後５時に市選挙管
理委員会（行政課内）へ
選挙される総代数�１３選挙区６０人

■問 行政課（�〈７１〉２２０８）

児童手当の現況届の提出を ▼

道路の損傷
お知らせください

▼
▼

家屋調査にご協力を ▼

安城土地改良区総代選挙 ▼

（　）内は前月比�

〈平成21年５月１日現在〉�
　総人口�
　　男性�
　　女性�
　世帯数�

17万9730人（＋183）�
9万2245人（＋139）�
8万7485人（＋ 44）�
6万7200世帯（＋258）�

火　　災�
救　　急�

（年間累計／前年対比）�

刑 法 犯�
交通事故�
負 傷 者�
死　　者�

334件（1331件／＋412）�
563件（2238件／－307）�
108人（ 455人／－100）�
0人（　 2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）�
516件（うち急病329件）�

岡崎市美術博物館企画展
色彩派の巨匠「ピサロ展」

岡
崎

　保管期限が過ぎた
放置自転車の中から、
再利用できる自転車
を整備点検し、「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（�〈７１〉２２３７）

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
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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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