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■場 ■問 同クラブハウス（緯〈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。
男の料理教室「そば打ち」　　　　　　
■時 １１月２０日晶午前１０時
■定 ３０人
■￥ １０００円
■申 １１月５日昭午前９時３０分より同クラ
ブハウスへ

さつまいも茶巾教室　　　　　　　　
■時 １１月２１日松～２３日抄・
２８日松・２９日掌

■定 各４５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
手作りパン教室　　　　　　　　　　
■時 １１月２１日松～２３日抄・
２８日松・２９日掌

■定 各９６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
Ｘｍａｓリース教室　　　　　　　　
■時 １１月２１日松～２３日抄午前１０時から
■定 各５０人（当日先着順）
■￥ １５００円から
白磁のペンダント教室　　　　　　　
■時 １１月２８日松・２９日掌午前１０時から
■定 各１００人（当日先着順）
■￥ ６００円から
押し花講座「押し花で作る年賀状シー
ル」
■時 １２月４日晶午前１０時
■定 ２０人
■￥ １５００円
■講 長谷川はる子氏
■申 １１月５日昭午前９時３０分より同クラ
ブハウスへ

アロマセラピー講座「アロマキャンド
ルを作りましょう」
■時 １２月７日捷午後１時３０分
■定 ２０人
■￥ ３０００円
■講 内藤 満  里  子 氏

ま り こ

■申 １１月５日昭午前９時３０分より同クラ
ブハウスへ

寄せ植え講座「お正月の寄せ植え」　　
■時 １２月１１日晶午前１０時
■定 ２０人
■￥ ３５００円
■講 野正 美  保  子 氏

み ほ こ

■申 １１月５日昭午前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・講座

■他 託児あり（生後６か月～未就園児、
先着各１０人）

■申 １１月５日昭午前１０時からマーメイド
パレス（緯〈９２〉７３５１）へ
水中運動体験会　　　　　　　　　　
■時 １１月１１日昌午前１１時～正午
■対 １８歳以上の人
■定 ２０人（先着順）
■￥ 施設使用料のみ
初級水泳「クロールから始めましょう」
■時 １１月１８日昌午前１１時～正午
■対 １８歳以上の人
■定 ２０人（先着順）
■￥ 施設使用料のみ
トレーニングジムお昼講習会　　　　
■時 １１月１８日昌午後１時～２時３０分
■内 トレーニングマシンの使い方など
■対 生後６か月～未就園児の保護者
■定 １０人（先着順）
■￥ ２００円
■持 運動ができる服装・室内用の運動シ
ューズ・タオル・飲み物
アクアビクス　　　　　　　　　　　
■時 １１月２５日昌午前１１時～正午
■対 １８歳以上の人
■定 ４０人（先着順）
■￥ 施設使用料のみ
日本舞踊フィットネス「ＮＯＳＳ」　　
■時 １１月２７日晶午前１０時３０分～１１時３０分
■対 １８歳以上の人
■定 ２０人（先着順）
■￥ ５００円
■持 運動ができる服装・足袋または靴下・
タオル
トレーニングジム利用　　　　　　　
■時 １１月２５日昌午後１時～２時
■対 過去にトレーニングジム講習会を受
講した、生後６か月～未就園児の保
護者

■定 １０人（先着順）
■￥ ２００円
■持 運動ができる服装・室内用の運動シ
ューズ・講習修了証・タオル・飲み物

マーメイドパレスの
教室・講座

■時 下表のとおり

■対 ①獅どなたでも、②獅１８歳以上の人、
③獅１８歳以上の男性
　※①小学３年生以下の子は保護者の
付き添いが必要。

■定 ①獅各４人、②③獅各２０人
■￥ 施設使用料のみ
■申 ①獅随時、②③獅開催日当日にマー
メイドパレス受付（緯〈９２〉７３５１）へ

マーメイドパレス
ワンポイントレッスン

１１月１１日昌・１８日昌・２５
日昌午後６時～６時４０分

①個別レッス
ン（１人１０分、
予約制）

１１月１１日昌・１８日昌・２５
日昌午後１時～１時３０分

②ボディー
リセット

１１月２８日松午後１時～１
時３０分③アクア３０

■場 ■問 デンパーク（緯〈９２〉７１１１）
秋の山野草展　　　　　　　　　　　
■時 １１月１１日昌～１６日捷

■内 リンドウ・ダイ
モンジソウ・ホ
トトギス・野ギ
クなどの山野草
約２００点を展示
花の表装展　　　　　　　　　　　　
■時 １１月１８日昌～２３日抄

■内 掛軸・屏風・偏額など約３０点を展示

■時 １１月３０日捷午前１０時３０分～正午
■場 市役所西会館
■内 里親制度・里親研修の説明、養育型
里親・養子縁組型里親の体験発表

■問 県刈谷児童相談センター（緯〈２２〉
７１１１）、社会福祉課（緯〈７１〉２２２４）

里親養育体験発表会

■場 刈谷合同庁舎（刈谷市）
■定 各４０人（要予約）
■問 名古屋法務局刈谷支局（緯〈２１〉００８６）
相続・成年後見制度　　　　　　　　
■時 １１月２６日昭午後１時３０分～３時
遺言について　　　　　　　　　　　
■時 １１月２７日晶午後１時３０分～３時

法律問題市民講座

■時 １１月１５日掌午後１時３０分～４時
■場 油ヶ渕遊園地（碧南市）
■内 ドングリ拾い・植え付け、クワガタ
観賞

■問 県知立建設事務所都市施設整備課
（緯〈８２〉６４９３）

クワガタとドングリで
森を見つめる秋の日

デンパーク展示会

■場 ■問 歴史博物館（緯〈７７〉６６５５）
映画会「戦国武将特集②」　　　　　　
■時 １１月２２日掌午前１０時・午後２時
■内 風雲児織田信長　出演獅中村錦之助
ほか
連続講座「南吉を語る②」　　　　　　
■時 １１月２８日松午後２時
■内 安城から伝えるもの・のこすもの
■講 澤田 喜  久  子 氏、山田 孝  子 氏（安城の

き く こ たか こ

新美南吉に親しむ会）

歴史博物館の催し
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■時 １２月８日昇～来年３月１６日昇の毎週
昇晶午後１時～３時（１２月２９日、１
月１日を除く、全２７回）

■場 市スポーツセンター
■内 高齢者用トレーニング機器を使った
運動

■対 転倒や歩行に不安を感じていて、介
護保険の要支援・要介護認定を受け
ていない６５歳以上の人

■定 ８人程度（先着順）
■￥ １０００円
■申 １１月５日昭～１３日晶午前８時３０分～
午後５時１５分（松掌を除く）に市保健
センター（緯〈７６〉１１３３）へ

転ばぬ先の筋トレ教室

■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。

■時 １２月９日昌午前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（出産予定月来年２月～６月）
の人　※家族の参加も可。

■定 ２４人（先着順）
■￥ ４００円
■申 １１月５日昭～１２月２日昌午前８時３０
分～午後５時１５分（松掌抄を除く）に
市保健センター（緯〈７６〉１１３３）へ

マタニティクッキング

■時 １２月１３日掌午前９時３０分
■場 総合福祉センター
■対 市内在住ひとり親家庭の子と親
■定 １０組（先着順）
■￥ ５００円
■申 １１月８日掌～２２日掌に参加者の氏名・
年齢・電話番号をファクスで母子福
祉会成島清美さん（緯・胃〈９９〉６５５４）へ
　※８日午前８時～正午のみ電話受付可。
■問 社会福祉課（緯〈７１〉２２２４）

ひとり親家庭
「おやこクッキング」

■内 ■時 古代エチオピア王家物語獅１日掌・
８日掌午後１時３０分・３時　古代エ
チオピアのお姫様アンドロメダ獅１５
日掌・２２日掌午後１時３０分・３時、
２９日掌午後１時３０分　あんぷらスペ
シャル「星占いの星座たち（全編生解
説）」獅２９日掌午後３時
　※毎松抄午後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（緯〈７６〉１５１５）

プラネタリウム１１月の生解説

■時 来年１月～３月（全１８回）
■内 パソコン講習・医療事務
■場 パソコン講習初級獅名古屋・岡崎市
内　パソコン講習中級・医療事務獅

名古屋市内
■対 県内在住の母子家庭の母や寡婦で全
日程に出席できる人

■定 各２０人（医療事務のみ４０人、定員を
超えた場合は抽せん）

■￥ 教材費は自己負担
■他 医療事務は託児あり
■申 １１月４日昌～２５日昌午前８時３０分～
午後５時１５分（松掌抄を除く）に直接
社会福祉課窓口（緯〈７１〉２２２４）へ

母子家庭就業支援講習会

　徳川家康を輩出することとなる安城松平
一族ゆかりの資料を通じて、安城城を中心
とした安城市域、さらには三河の戦国期を
明らかにします。
■時 １２月６日掌まで（捷、１１月４日昌・２４日
昇を除く）　※１１月２３日抄は開館。

■￥ ３００円（中学生以下は無料）
■問 歴史博物館（緯〈７７〉６６５５）
歴博講座「桜井松平五代」　　　　　　　　
■時 １１月１４日松午後２時
歴博講座「安城合戦をたどる」　　　　　　
■時 １１月２１日松午後２時
■場 集合場所獅歴史博物館エントランスホー
ル
展示解説　　　　　　　　　　　　　　　
■時 １１月１５日掌・２２日掌・２９日掌、１２月６日
掌午前１０時・午後２時 松平一族連判状（岡崎市大樹寺蔵）

松平信光像（岡崎市信光明寺蔵）

■内 ■時 １１月１４日松諮火災報知機のパネル
展示獅午前１０時３０分～午後４時　消
防音楽隊の演奏獅午前１０時３０分・正
午　消防車（タンク車）展示と乗車体
験・起震車で地震体験・消防服を着
て子ども放水体験獅午前１１時～正午・
午後１時３０分～４時

■場 デンパーク
■問 デンパーク（緯〈９２〉７１１１）、安城消防
署（緯〈７５〉０１１９）

消防ひろば

■時 １１月２６日昭午後２時
■場 市教育センター
■内 演題獅子どもたちを被害者にも加害
者にもしないために

■講 市原千代子氏（少年犯罪被害者遺族）
■定 ２００人
■問 安城警察署（緯〈７６〉０１１０）、市民安全
課（緯〈７１〉２２１９）

犯罪被害者支援講演会

■時 １１月２９日掌午前１１時３０分～午後２時
■場 文化センター
■内 寄せ鍋の作り方と試食、防災の話
■対 市内在住の外国人
■定 ２５人（先着順）
■￥ ５００円
■他 やさしい日本語で説明します
■申 １１月５日昭～２４日昇（松掌抄を除く）
に市民活動課（緯〈７１〉２２１８）へ

日本料理教室

■時 １１月２２日掌午前１０
時～午後３時

■￥ 入苑料１００円（中学
生以下は無料）、呈
茶料３００円

■他 晴天時は野点あり
■場 ■問 丈山苑（緯〈９２〉７７８０）

紅葉茶会
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■１１月９日捷は１１９番の日です
　１１９番へ通
報すると「火
事ですか、救
急ですか」と
聞きます。落
ち着いて、次
の情報提供をしてください。
●火災の場合　住所（近くの目標物、
ビルの階数）、何が燃えているか、逃
げ遅れはないか、通報者の氏名・電
話番号
●救急の場合　住所（近くの目標物、
ビルの階数）、誰がどうしたか、通報
者の氏名・電話番号
●事故の場合　住所（近くの目標物）、
どういう事故か、けが人の状況、通
報者の氏名・電話番号
※携帯電話での通報は、管轄外の消
防本部へ接続されることがあり、
この場合は管轄消防本部へ転送さ
れます。確認のために、折り返し
電話をかけることがあるので、携
帯電話の電源は入れておいてくだ
さい。

■１１９番通報訓練をしよう
　消防本部では、地域の消防訓練な
どとあわせて、１１９番の通報訓練を
受け付けています。希望の場合は事
前に安城消防署へ相談してください。

■聴覚・言語・音声に機能障害のあ
る人の１１９番通報
　ファクス・Ｅメールでの通報が可
能です。詳しくは同消防局（緯〈６３〉
０１３８）へ

■消火器の廃棄
　老朽化した消火器の破裂による人
身事故が発生しています。ごみとし
て出したり、自分で廃棄処理をした
りしないでください。また、消火器
にサビ・キズ・変形などがある場合
は、使用せずに消火器を購入した業
者に引き取り（有料）を依頼してくだ
さい。
●悪質な消火器の訪問販売に注意
　消防署では、消火器を販売するこ
とはありません。必要のないときは、
はっきり断りましょう。一般の家庭
に消火器の法的設置義務はありません。

■秋季火災予防運動１１月９日捷～１５
日掌　「消えるまで　ゆっくり火の
元　にらめっ子」
　秋から冬にかけては、火災が発生
しやすい季節です。次のことに心が
け、火災予防に努めましょう。
●住宅防火いのちを守る７つのポイ
ント
３つの習慣獅寝たばこはやめる・ス
トーブは燃えやすいものから離れた
位置で使用・ガスコンロなどのそば
を離れるときは必ず火を消す
４つの対策獅住宅用火災警報器の設
置・防炎製品を使用・住宅用消火器
などを設置・お年寄りや身体の不自
由な人を守るために、隣近所の協力
体制をつくる

■住宅用火災警報器の設置
　すべての住宅に住宅用火災警報器
の設置が義務付けられています。ま
だ取り付けてない家庭は、早急に取
り付けましょう。

■問 衣浦東部広域連合消防局（緯〈６３〉０１１９）

■時 １１月２８日松午前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（緯〈７１〉２２３３）

今月のまちなか産直市

■時 １１月８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〈９８
９２〉２９３３）

今月の再生家具等入札販売

■場 ■問 堀内公園（緯〈９９〉５９４７）
シャボン玉遊び　　　　　　　　　　
■時 １１月７日松・８日掌午前１１時～午後
３時（雨天中止）

■対 小学生以下
■定 １００人（シャボン玉の液が無くなり次
第終了）

作って遊ぼう！　　　　　　　　　　
■時 １１月１４日松・１５日掌午前１１時～午後
３時

■内 簡単な工作遊び
■対 小学生以下
■定 １００人（材料が無くなり次第終了）

堀内公園の催し

■対 施設利用者
※トレーニングはオリエンテーション
を修了している人のみ。

■￥ 施設利用料
■他 毎月第５週目、イベント・教室開催
時は実施しません。また、都合によ
り変更する場合があります。

■問 市スポーツセンター（緯〈７５〉３５４５）
トレーニング　　　　　　　　　　　
■時 下表のとおり

■定 各１５人（イベントエアロは２５人）
■申 開始３０分前から整理券をトレーニン
グル―ムで配布
プール　　　　　　　　　　　　　　
■時 下表のとおり

■定 各５人
■申 開催当日に電話で同センター（緯〈７５〉
３５４５）へ
　※開始３０分前までに申込用紙を記入
して提出。

スポーツセンター
ワンポイントレッスン

毎週昌午後２時～２時
４５分

ホッとウオー
ク！

毎週昭午後３時～３時
５０分

マンスリーふぉ
～

毎週晶午前１１時～１１時
３０分歩っと♪Ｌｉｆｅ

第１松午後３時３０分～
４時１５分、第４掌午前
１０時３０分～１１時１５分

目指せ！！あんち
メタボ☆

第２掌午後３時３０分～
４時３０分、第３松午前
１０時３０分～１１時３０分

ＢＯＤＹコンデ
ィショニング

第１掌午後３時３０分～
４時３０分イベントエアロ

第１・３昌午後１時～
１時３０分、第２・４晶

午後６時～６時３０分

水中ウオーキン
グ（初心者向け）

第１・３晶午後１時～
１時３０分、第２・４昌

午後６時～６時３０分

基礎水泳指導
（４泳法）

■時 １２月１２日松午前１０時～午後４時
■場 市民会館
■対 分譲マンション管理組合役員・区分
所有者などマンション管理に関心の
ある人

■定 ５０人（定員を超えた場合は抽せん）
■申 １１月５日昭～１２月３日昭（必着）に、
住所・氏名・マンション名・電話番
号・参加人数を記入し、はがき・
ファクスで愛知県住宅計画課（〒４６０
－８５０１住所記載不要／（胃０５２〈９６１〉
８１４５））へ

■問 愛知県住宅計画課（緯０５２〈９５４〉６５６８）・
市建築課（緯〈７１〉２２４１）

マンション管理ワンポイント
解説＆相談会
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　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。
■対 依頼会員獅市内在住・在勤・在学の
人　提供会員獅市内在住で、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

■申 事前にファミリー・サポート・セン
ター（緯〈７２〉２３１５）へ
依頼会員希望者の入会説明会　　　　
　毎月２回説明会を開催しています。
提供会員希望者の講習会　　　　　　
■時 １１月２０日晶午前９時～午後３時３０分
　※保育サポーターの資格のある人は
講習会を免除。

ファミリー・サポート・セ
ンターの会員

■内 職種獅植物管理、ディスプレイなど
の大工仕事　勤務時間獅午前８時～
正午または午後１時～５時（松掌抄

も勤務有り）　時給獅７８０円から、通
勤割増１日２００円・松掌抄の時給は
１００円増　休日獅要相談

■対 １８～６２歳くらいの人
　※高校生不可
■他 面接時に写真付きの履歴書を持参し
てください

■申 電話でデンパーク（緯〈９２〉７１１１）へ

デンパークの
パート・アルバイト

■内 テーマ獅秋の彩り　応募作品獅プリ
ント４つ切（ワイド可）、１人３点まで
　※デジタルカメラでの作品もすべて
銀塩プリントで（画像加工不可）。

■対 １１月１５日掌～１２月６日掌に丈山苑内
を撮影した写真

■他 来年１月に入賞作品展を開催
■申 １２月２７日掌までに丈山苑（緯〈９２〉
７７８０）へ

丈山苑
四季写真コンテスト作品

■時 １２月５日松・１２日松午前１０時～１１時
（全２回）
■場 市スポーツセンター
■対 １８歳以上の人
■定 １５人程度（先着順）
■￥ 施設利用料
■持 水着・水泳帽子
■申 １１月５日昭～開催日前日の午前９時
～午後８時（休館日を除く）に同セン
ター（緯〈７５〉３５４５）へ

プールを楽しく
水中運動体験会

　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（緯

〈６３〉０１３５）
普通救命講習会Ⅰ　　　　　　　　　
■時 １１月１５日掌午前９時～正午
■場 知立消防署
■内 心肺 蘇  生 法（気道確保、人工呼吸、

そ せい

胸骨圧迫）、ＡＥＤの使用法、止血法
など

■定 ２０人（先着順）
■申 １１月５日昭午前９時から同署（緯〈８１〉
４１４４）へ
小児・乳児応急手当講習会　　　　　
■時 １１月２１日松午前９時～１１時
■場 刈谷消防署南分署
■内 小児・乳児の心肺蘇生法、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 １１月５日昭午前９時から刈谷消防署
（緯〈２３〉１２９９）へ
上級救命講習会　　　　　　　　　　
■時 １１月２８日松午前９時～午後３時・２９
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、
外傷の手当てなど

■定 ２０人（先着順）
■申 １１月５日昭午前９時から同署（緯〈７５〉
２４９４）へ

救命講習会

■時 １１月２１日松午後６時３０分～８時
■場 昭林公民館
■内 フォーク弾き語りライブ　曲目獅神
田川（南こうせつ）、東へ西へ（井上陽
水）、季節の中で（松山千春）ほか　出
演獅ストーン・リバー・マン（石川 満 ）

みつる

■定 １５９人
■他 未就学児の入場はご遠慮ください
■申 １１月７日松午前９時から整理券を昭
林公民館（緯〈７７〉６６８８）で配布

昭林コンサート

■時 １１月２５日昌午後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～手と
頭と心の体操～」

■講  宗  像  沙  千  子 氏（作業療法士）
むな かた さ ち こ

■対 神経難病患者とその家族
■申 １１月２０日晶までに衣浦東部保健所健
康支援課（緯〈２１〉４７７８）へ

神経難病患者・家族教室

■時 １２月１９日松午後２時～４時
■場 衣浦東部保健所（刈谷市）
■内 講演「消化器系難病の正しい知識と
理解」｢消化器系難病の食生活｣、試食
会「緩解期のモデル食」、医療相談

■講 細井 努 氏（安城更生病院医師）、山口
つとむ

 貴  代 氏（同院管理栄養士）
たか よ

■対 消化器系難病の患者と家族
■申 １２月１１日晶までに衣浦東部保健所健
康支援課（緯〈２１〉４７７８）へ

消化器系難病患者・家族教室

■時 １１月１５日掌午前９時３０分～午後５時
■場 文化センター
■内 民謡・詩吟・舞踊・大正琴・コーラ
スなど町内公民館で活動するグルー
プの発表会

■問 市民活動課（緯〈７１〉２２１８）

町内公民館芸能活動発表会

■時 １１月２１日松午後２時
■場 文化センター
■内 食卓からみた家族のふれあい
■講 永山 久  夫 氏（食文化史研究家）

ひさ お

■問 農務課（緯〈７１〉２２３３）

食育講演会
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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。

■時 １１月１日掌～３０日捷

■場 香嵐渓（豊田市足助町）
■内 期間中夜間（午後９時まで）ライトア
ップあり。
茶会、和太
鼓やお 囃  子 

はや し

の演奏、陶
器展、チン
ドンパレー
ド、猿回し
なども開催

■問 足助観光協
会（緯０５６５
〈６２〉１２７２）

香嵐渓もみじまつり 豊
田

　任期満了による改選に伴い、選挙人
名簿を縦覧します。
■内 選挙人名簿の縦覧期間獅１１月１７日昇

～３０日捷午前８時３０分～午後５時１５
分　選挙期日獅来年１月１７日掌

■場 ■問 区画整理課（緯〈７１〉２２４６）

安城桜井駅周辺特定土地区
画整理審議会委員の改選

　市選挙管理委員会の委員長および職
務代理者を改選しました。
■内 委員長獅稲垣 勝 氏（小川町）　委員長

まさる

職務代理者獅石川 學 氏（篠目町）
まなぶ

■問 行政課（緯〈７１〉２２０８）

選挙管理委員会委員長を改選

■時 １１月４日昌～１７日昇午前８時３０分～
午後５時１５分

■他 この案に意見のある人は、１２月１日
昇までに県へ意見書を提出できます
（都市計画として定められた事項を
除く）

■場 ■問 南明治都市整備事務所（緯〈７１〉
３７５１）

安城南明治第一土地区画整理
事業の変更事業計画案の縦覧

スローガン獅育てよう自分に勝てる子
負けない子
　子どもたちの健やかな成長には、親
や地域の温かい目が必要です。子ども
たちと正面から向き合って、いのちや
自然を思いやる心を育てましょう。ま
た、地域にも気を配り、子どもたちを
取り巻く環境の改善に努めましょう。
■問 青少年の家（緯〈７６〉３４３２）

青少年健全育成強調月間

　安城市国民健康保険に加入している
世帯向けの健康カレンダー配布を取り
やめます。
■問 国保年金課（緯〈７１〉２２３０）

カレンダーの配布取りやめ

　先の大戦において、外地など（事変
地・戦地の区域）に派遣され、戦時衛
生勤務に従事した旧日本赤十字社救護
看護婦・旧陸海軍従軍看護婦（慰労給
付金・普通恩給受給者を除く）に対し
て、内閣総理大臣名の書状を贈呈して
います。
■時 平成２３年３月３１日昭まで
■申 総務省大臣官房総務課管理室業務担
当（緯０３〈５２５３〉５１８２）
　※請求用紙は市社会福祉課窓口で配
布。

旧日本赤十字社救護看護婦
などへ書状を贈呈

■時 ■場 総務省が市内全世帯に配布した一
覧表で確認してください

■他 平成２３年７月２４日掌までにアナログ
テレビ放送は終了し、地上デジタル
放送に完全移行します

■問 総務省愛知県テレビ受信者支援セン
ター（緯０５２〈９５５〉５８１１）

　サラ金やクレジットの借金で悩んで
いる人に弁護士・司法書士などがお答
えします。相談内容の秘密は厳守します。
■時 ■場 １１月１４日松午前１０時～午後３時獅

西三河県民生活プラザ（岡崎市）　１１
月１２日昭・２６日昭午後１時～３時獅

市役所相談室
■他 西三河県民プラザは電話による相談
可、市役所相談室は予約可

■問 西三河県民生活プラザ（緯０５６４〈２７〉
０８００）、市民課（緯〈７１〉２２２２）

地上デジタル放送説明会

多重債務者無料相談会

■問 刈谷税務署（緯〈２１〉６２１１）、市民税課
（緯〈７１〉２２１４）
青色申告決算説明会　　　　　　　　
■時 １１月１８日昌午前１０時～正午
■場 文化センター
■対 個人の青色申告者
年末調整説明会　　　　　　　　　　
■時 １１月１８日昌午後１時３０分～３時３０分
■場 文化センター
■対 法人・官公庁・個人の白色申告者

青色申告決算・年末調整説明会

■時 １１月１４日松午後１時～４時、１５
日掌午前９時３０分～午後３時

■場 中部公民館
■内 「暮らしの中の環境－めざせ！
ごみ減量－」をテーマとした展
示・体験コーナー・発表など

■問 商工課（緯〈７１〉２２３５）
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INFORMAÇÕES ÚTEIS
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。

※ Inscrições e informações somente 
em japonês

※ Applications and inquiries will be 
in Japanese. 


