
■時 １２月１５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２～６月）の
人　※家族の参加も可。

■定 ２４人（先着順）
■￥ ４００円
■申 １１月５日晶～１２月８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

■内 ■時 １１月１３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・１１
時３０分、消防車（タンク車）展示と乗
車体験・煙体験・空気呼吸器体験・
大人子ども防火服試着獅午前１１時～
１１時３０分、午後１時～４時

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

■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。詳細は問い合わせて
ください
ジェルキャンドル教室　　　　　　　
■時 １１月２０日松・２１日
掌・２３日抄午前１０
時から

■定 各５０人（当日先着
順）

■￥ １２００円から
クッキーオーナメント教室　　　　　
■時 １１月２０日松・２１日掌・２３日抄・２７日
松・２８日掌午前１１時

■定 各５０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日掌・２３日
抄・２７日松・２８日
掌午後１時・２時
３０分

■定 各１８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
シルバーアクセサリー教室　　　　　
■時 １１月２７日松・２８日掌

午前１０時から
■定 各５０人（当日先着順）
■￥ １２００円から
焼き物講座「常滑焼きで干支の置物を
作ろう」
■時 １１月２９日捷午後２時
■講 ひまだみかん氏
■定 ２０人（先着順）
■￥ ２８００円（別途送料が必要）
■申 １１月８日捷午前９時３０分から同クラ
ブハウスへ
寄せ植え講座「お正月の寄せ植え」　　
■時 １２月１０日晶午前１０時
■講  野  正  美  保  子 氏

の まさ み ほ こ

■定 ２０人（先着順）
■￥ ３５００円
■申 １１月８日捷午前９時３０分から同クラ
ブハウスへ
アロマセラピー講座「フットバスの体
験」
■時 １２月１３日捷午後１時３０分
■講 内藤 満  里  子 氏

ま り こ

■定 ２０人（先着順）
■￥ ２５００円
■申 １１月８日捷午前９時３０分から同クラ
ブハウスへ

■時 １１月１４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〉３０
５３）、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

マタニティクッキング

消防ひろば デンパーククラブハウスの
教室・講座

■問 デンパーク（緯〈９２〉７１１１）
秋の山野草展　　　　　　　　　　　
■時 １１月１０日昌～
１５日捷

■内 リンドウ・ホ
トトギス・野
ギクなど、安
城植物友の会
が育てた山野
草約２００点を
展示

花の表装展　　　　　　　　　　　　
■時 １１月１７日昌～
２３日抄

■内 掛軸・屏風・
偏額など約３０
点を展示

デンパーク展示会

■時 １１月２７日松午前９時（商品がなくな
り次第終了）

碧海信用金庫本店前会場（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）
クリエーションプラザ会場（御幸本町）
■内 一色漁港で水揚げされた新鮮な魚介
類や海産物の販売

■問 商工課（緯〈７１〉２２３５）、クリエーショ
ンプラザ（緯〈７２〉５００２）

交流広場会場（御幸本町）　　　　　　
■内 地元産野菜や米粉パンなどの販売
■問 商工課（緯〈７１〉２２３５）、クリエーショ
ンプラザ（緯〈７２〉５００２）
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■定 各１５組程度（先着順）
■￥ ７０００円
■持 水着・水泳帽子（保護者も必要）
■申 １１月５日晶～開催日前日の午前９時
～午後８時（休館日を除く）に直接市
スポーツセンターへ

■場 ■問 市スポーツセンター（緯〈７５〉３５４５）
こども水泳スクール（４～６歳）　　　
■時 １２月４日松～来年３月１２日松の毎週
松午前１０時～１１時（来年１月１日、
２月５日・１２日を除く。全１２回）

■内 親子で水慣れから始めます
■対 ４～６歳の子とその保護者（各１人）
こども水泳スクール（小学１・２年生）
■時 １２月４日松～来年３月１２日松の毎週
松午前１１時～正午（来年１月１日、
２月５日・１２日を除く。全１２回）

■内 親子で水慣れから始めます
■対 小学１・２年生とその保護者（各１
人）

スポーツセンターの講座

■時 １１月２１日掌午前１０時～午後３時
■内 子ども服かえっこバザール、パソコ
ンで描く似顔絵講座、木でつくるペ
ン立て、おいしい日本茶のいれ方講
座、ローゼルスイーツの披露＆試食、
ステージ演奏、おしるこのふるまい、
福祉施設の販売ブースなど

■他 当日先着順で受け付けするイベント
あり

■場 ■問 市民交流センター（緯〈７１〉０６０１）

市民交流センターまつり

今月のまちなか産直市

■場 ■問 歴史博物館（緯〈７７〉６６５５）
連続講座「親鸞（しんらん）と三河の真
宗」
■時 １１月２０日松午後２時
■内 三河真宗のはじまり
■講  小  山 

お やま

 正 
しょう

 文 氏（大谷大学真宗総合研究
ぶん

所嘱託研究員）
映画会「ヒッチコック監督特集②」　　
■時 １１月２８日掌午前１０時、午後２時
■内  断  崖 （１９４１年作品）

だん がい

歴史博物館の催し

■時 １２月３日晶～来年３月１８日晶の毎週
昇晶午後１時～３時（１２月２８日昇・
３１日晶、来年１月４日昇、２月１１日
抄を除く。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 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 ５人（先着順）
■￥ １０００円
■他 事前に保健師が申込者を訪問します
■申 １１月５日晶～１５日捷午前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
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■場 ■問 堀内公園（緯〈９９〉５９４７）

回数券の販売　　　　　　　　　　　
■時 １１月５日晶～３０日昇（８日捷・１５日
捷・２２日捷・２４日昭・２９日捷を除く）

■場 同園管理事務所
■内 １０００円分の回数券を購入した人に、
遊具無料券を２枚進呈
じゃんけん大会　　　　　　　　　　
■時 １１月１３日松・１４日掌午前１１時、午後
１時・３時

■内 スタッフとじゃんけんで勝負して、
勝った人には粗品を進呈

■定 各５０人
スタンプラリー　　　　　　　　　　
■時 １１月２０日松・２１日掌・２３日抄・２７日
松・２８日掌午前９時３０分～午後４時

■内 ４つの有料遊具に乗って、スタンプ
を集めた人に遊具無料券を進呈

■定 各１００人
■￥ 各有料遊具利用料
■他 未就学児は１８歳以上の保護者の付き
添いが必要
電車で公園に行こう　　　　　　　　
■時 １１・１２月の松掌抄午前９時～午後４
時

■場 同園管理事務所
■内 名鉄電車の利用者（帰りの切符を持
参した人）に遊具無料券（当日券）を
２枚進呈

■時 １１月１７日昌午前１１時～正午
■対 １８歳以上の人
■￥ 施設使用料
■他 託児あり（生後６か月～未就園児、
先着１０人）

■申 １１月９日昇午前１０時からマーメイド
パレス（緯〈９２〉７３５１）へ
初級水泳「クロールから始めましょう」
■定 ２０人（先着順）
アクアビクス　　　　　　　　　　　
■定 ４０人（先着順）

　知り合いの外国人がいたら、紹介し
てください。
■時 １２月５日掌正午～午後３時
■場 文化センター
■内 巻き寿司の作り方と試食、ごみ分別
の話
※教室ではやさしい日本語を使用し、
通訳はありません。

■対 市内在住の外国人
■定 ２０人（先着順）
■￥ ５００円
■申 １１月５日晶～２５日昭（松掌抄を除く）
に市民活動課（緯〈７１〉２２１８）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。

■時 １１月１４日掌午後２時
※カードは午後１時４５分から配布。

■対 当日のプール利用者
■定 １００人（先着順）
■場 ■問 マーメイドパレス（緯〈９２〉７３５１）

■問 丈山苑（緯〈９２〉７７８０）
秋の夜間開苑　　　　　　　　　　　
　秋の夜長の
ひととき、ラ
イトアップし
た庭をお楽し
みください。
■時 １１月２０日松・２１日掌・２７日松・２８日
掌

■内 開苑時間を午後９時まで延長（入苑
は午後８時３０分まで）

■￥ 入苑料１００円（中学生以下は無料）、呈
茶料３００円
紅葉茶会　　　　　　　　　　　　　
■時 １１月２１日掌

午前１０時～
午後３時

■内 晴天時は 野 
の

 点 あり
だて

■￥ 入苑料１００円（中学生以下は無料）、呈
茶料３００円

マーメイドパレス水中講座

造波プールでＢＩＮＧＯ大会

堀内公園の催し

外国人向け日本料理教室

丈山苑の催し

■時 来年１月～３月
■場 名古屋市内
■内 パソコン講習初級・中級、医療事務、
経理事務中級

■対 県内の母子家庭の母および寡婦の人
で、全日程に出席できる人

■定 各２０人（定員を超えた場合は抽せん）
■￥ 教材費などは自己負担
■申 １１月１日捷～２２日捷（松掌抄を除く）
に社会福祉課（緯〈７１〉２２２３）へ

母子家庭就業支援講習会

■時 １２月１０日晶午前９時３０分～午後１時
■場 市保健センター
■内 親子で調理実習　献立獅三色おにぎ
り、きのこのみそ汁、ほうれんそう
のごま和え、かつおの香味焼き

■対 ３歳児健診済みで就学前の子とその
保護者

■定 １０組程度（先着順）
■￥ １人４００円
■申 １１月５日晶～１２月３日晶午前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

親子栄養スクール



危険物取扱者試験　　　　　　　　　
■時 来年１月３０日掌

■場 名古屋市内
■内 試験種類獅甲種・乙種第４類・丙種
■申 １２月１３日捷～２２日昌（松掌を除く）に、
電子申請か願書を持参、郵送（当日
消印有効）で除消防試験研究センタ
ー愛知県支部（〒４６１－００１１名古屋市
東区白壁１－５０）へ
※願書は、１１月２９日捷から消防各署
所で配布。

乙種第４類予備講習会　　　　　　　
■時 来年１月１２日昌

■場 文化センター
■￥ ８０００円
■定 １５０人（先着順）
■申 １１月２９日捷からの午前９時～午後５
時（松掌抄を除く）に、受講料を持っ
て安城消防署（緯〈７５〉２４６０）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可能。
■問 衣浦東部広域連合消防局消防課（緯

〈６３〉０１３５）
小児・乳児応急手当講習会　　　　　
■時 １１月１３日松午前９時～１１時
■場 刈谷消防署
■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 ２０人（先着順）
■申 １１月５日晶午前９時から同署（緯〈２３〉
１２９９）へ
上級救命講習会　　　　　　　　　　
■時 １１月２０日松午前９時～午後６時
■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日晶午前９時から同署（緯〈７５〉
２４９４）へ
普通救命講習会Ⅰ　　　　　　　　　
■時 １１月２１日掌午
前９時～正午

■場 碧南消防署
■内 心肺蘇生法
（気道確保、
人工呼吸、胸
骨圧迫）、ＡＥ
Ｄの使用法、
止血法など

■定 ２０人（先着順）
■申 １１月５日晶午
前９時から同署（緯〈４１〉２６２５）へ

救命講習会

危険物取扱者試験・
予備講習会

■問 衣浦東部広域連合消防局（緯〈６３〉０１１９）

　高棚分団が、震災救助の消防演技に
参加します。
■時 １１月１２日晶午前９時～午後４時
■場 蒲郡ボートレース場駐車場（ＪＲ蒲
郡駅からシャトルバス運行）

■問 防災危機管理課（緯〈７１〉２２２０）

全国消防操法大会

■時 １１月７日掌午前１０時３０分～午後４時
■場 愛・地球博記念公園（長久手町）
■内 テーマ「家具や書庫等の転倒防止」書
庫の固定や配置を考えましょう

■問 県防災危機管理課（緯０５２〈９５４〉６１９１）、
市防災危機管理課（緯〈７１〉２２２０）

あいち防災フェスタ
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■１１月９日昇は１１９番の日
　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、傷病
者の年齢・性別・持病・かかりつけ
の病院、通報者の氏名・電話番号
●事故の場合　住所（近くの目標物、
信号機の名前など）、どういう事故か、
けが人の状況（年齢・性別・けがの
状態など）、通報者の氏名・電話番号
●携帯電話からの通報　携帯電話か
らの通報は、通報場所の住所を確認
してください。分からない場合は、
近くの人に聞く、道路の看板、店の
名前などで確認してください。
　電波の特性上、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。転
送先でも、通報内容を繰り返し聞き
ますので、ご了承ください。また、
確認のため、折り返し電話をかける
ことがあります。
※「サイレンを鳴らさないで」との声
がありますが、消防車や救急車は、
赤色灯を回転させ、サイレンを鳴
らして走行するよう法律で義務付
けられています。ご理解ください。

■１１９番通報訓練をしよう
　地域の消防訓練などにあわせて、
１１９番の通報訓練を受け付けていま
す。希望する場合は、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、
同消防局通信指令課（緯〈６３〉０１３８）、
または同消防局ウェブサイトへ

■秋季火災予防運動１１月９日昇～１５
日捷　「『消したかな』　あなたを守
る　合言葉」
　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。
　なお、運動期間中、午後９時に３０
秒のサイレンが鳴ります。
●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
の設置が義務づけられています。ま
だ取り付けてない家庭は、早急に取
り付けましょう。

■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
者へ引き取り（有料）を依頼してくだ
さい。
老朽化した消火器を回収（有料）　　
■時 １１月１１日昭午前１０時～正午
■場 安城消防署
●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。
■問 同消防局予防課（緯〈６３〉０１３６）
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　ヘルスメイト（食生活改善推進員）と
は、食生活を通じた健康づくりを広め
るボランティアのことです。
■時 １２月６日捷、来年１月１８日昇、２月
２１日捷、３月１５日昇（全４回）

■場 市保健センター
■内 栄養を中心とした講義と実習
■対 食生活に関心があり、講座にすべて
出席でき、修了後ヘルスメイトとし
て活動できる人

■定 ２０人（先着順）
■￥ １６００円
■申 １１月５日晶～２９日捷（松掌抄を除く）
に市保健センター（緯〈７６〉１１３３）へ　減量プログラムを作成し、３か月程

度減量に取り組みます。
■内 自身の生活を数値化する機械を１週
間程度装着し、データに基づき、相
談員と減量計画を立てる
※相談は、１１月～来年３月午前９時
～午後８時のうち１時間程度で、３
～８回程度。

■対 市内在住または在勤のおおむね１８～
３９歳で、ＢＭＩ判定（※）２３以上でや
せたいと思っている人
※ＢＭＩ＝体重（㎏）÷身長（ｍ）÷身
長（ｍ）

■定 １０人程度（先着順）
■他 プランの相談日・相談場所は調整し
ます

■申 １１月１５日捷～２９日捷午前８時３０分～
午後５時（松掌抄を除く）に電話で市
保健センター（緯〈７６〉１１３３）へ

■内 職種獅植栽スタッフ（植物管理など）、
勤務日時獅午後１時～５時（松掌抄

も勤務あり）、時給獅７８０円から（松掌

抄の時給は１００円増）、通勤割増１日
２００円、休日獅要相談

■対 １８～６０歳の人（高校生不可）
■定 １人
■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

ヘルスメイト

「わたしの減る脂い（へるし
い）プラン」参加者

デンパークのパート・
アルバイト

　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、自宅に
子どもを預かることができる、子ど
も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１８日昭午前９時～午後３時３０分
※保育サポーター養成講座、子育て
ネットワーカー養成講座を修了した
人は講習会を免除。

ファミリー・サポート・セ
ンターの会員

　安城文化協会
創立６５周年記念
として、作品集
を発刊します。
■内 募集作品獅１
応募につき、
俳句１２句また
は短歌８首

■対 市内在住・在勤の人（小・中学生を
除く）、文化協会会員

■￥ 作品集代４０００円
■申 １２月２７日捷までの捷午後１時～３時、
昇～晶午前１０時～午後４時（抄を除
く）に、指定の原稿用紙に作品を記
入し、作品集代とともに安城文化協
会（市役所西庁舎内）へ
　※指定の原稿用紙は、同協会、市民
会館で配布。
　■問 安城文化協会（緯〈７４〉６０６６）、市民
会館（緯〈７５〉１１５１）

「市民俳句短歌作品集」掲載
俳句・短歌作品

■時 １１月２１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
など各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）

■時 １１月２７日松午前１０時～午後３時３０分
■場 あおいパーク（碧南市）
■内 食育かるたとり大会、地域農産物の
即売・試食など

■問 碧海農業フェスティバル実行委員会
事務局（緯〈７６〉２４００）、市農務課（緯

〈７１〉２２３３）
しめ縄体験会　　　　　　　　　　　
■時 １１月２７日松午前１０時３０分～正午
■定 ２０人（定員を超えた場合は抽せん）
■￥ ５００円
■申 １１月１０日昌までに、「しめ縄体験希望」
と明記のうえ、氏名・電話番号を
ファクスで同事務局（胃〈７６〉３１９４）へ

碧海農業フェスティバル

■時 １１月２６日晶午前９時３０分～午後１時
■場 桜井福祉センター
■講 ヘルスメイト
■対 料理初心者の男性で、市内在住の６０
歳以上の人または障害者

■定 １０人（１１月５日晶午前９時の時点で
定員を超えた場合は抽せん）

■￥ ３００円
■申 １１月５日晶午前９時から、参加費を
持って桜井福祉センター（緯〈９９〉７３
６５）へ

男の料理講座

■時 １１月２０日松・２１日掌午前９時～午後
４時

■内 作品展、箏の発表会、お茶・お菓子
の提供など

■￥ 呈茶料２００円
■問 安祥閣（緯〈７４〉３３３３）

安祥閣まつり



■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日捷～３０日
昇

■場 香嵐渓（足助町）
■内 １１月３日抄午後１
時・３時獅五平も
ちフェア・五平も
ちじゃんけん、１１月６日松午後５時
～６時３０分獅竹の楽器による夜の演
奏会、１１月８日捷～１２日晶午前９時
～午後４時獅三河の陶器展、また、
期間中夜間（午後５時～９時）はライ
トアップあり。そのほか、松掌抄を
中心に、猿回しや和太鼓・お 囃  子 の

はや し

演奏、茶会などのイベントあり
■問 足助観光協会（緯０５６５〈６２〉１２７２）

香嵐渓もみじまつり 豊
田

　「いい日いい日」と覚えやすい語呂合
わせとなっています。介護について家
族や地域で考えてみましょう。また、
市では、次の事業も実施しています。
介護相談員派遣事業　　　　　　　　
　介護相談員が、介護サービス提供の
場を訪問し、利用者や家族からの相談
を聞いて、不満や不安の解消を図って
います。
■問 介護保険課（緯〈７１〉２２２６）

■時 １１月１８日昭～２５日昭

■内 電子申告、電子納税、電子申請・届
出のサービスを停止

■他 １１月２６日晶以降、ｅＬＴＡＸを利用
できるパソコンの主な環境は次のと
おりです。その他の環境では、動作
保証ができません
WindowsXP（SP３）／ Vista（SP
２）／７、InternetExplorer７／８

■問 ｅＬＴＡＸサポートデスク（緯０５７０
〈０８１〉４５９または緯０３〈５３３９〉６７０１）、
市民税課（緯〈７１〉２２１４）

ｅＬＴＡＸ（エルタックス）
サービスを一時停止 １１月１１日昭は介護の日

■時 １１月７日掌午前９時３０分～午後３時
■場 緑と花のセンター「さんさんの 郷 」

さと

（打越町）
■内 農畜産物の即売、おにぎり・おしる
こなどの無料配布、飲食店・事業所
おすすめ品の販売、キャラクターシ
ョー、子ども会指導者のレクリエー
ション、長野県木曽町三岳地区と北
海道士別市の特産物販売、福祉団体
バザー、自衛隊特殊車両展示、尾三
消防本部はしご車乗車体験、文化活
動団体活動ＰＲなど

■他 会場へは、臨時駐車場から徒歩また
はシャトルバスでお越しください

■問 農政商工課（緯０５６１〈３２〉８０１５）

市制施行記念
産業フェスタみよし２０１０

み
よ
し

スローガン獅育てよう　自分に勝てる
子　負けない子
　近年、犯罪、出会い系サイトなどの
インターネットの有害環境や児童虐待
など、子どもたちをめぐる問題が深刻
です。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

　請求書類がまだ届いていない場合は、
独立行政法人平和祈念事業特別基金ま
で連絡してください。
■時 平成２４年３月３１日松まで
■対 シベリア戦後強制抑留者で、今年６
月１６日に日本国籍を有する、現在生
存者

■問 独立行政法人平和祈念事業特別基金
（緯０５７０〈０５９〉２０４、ＩＰ電話・ＰＨ
Ｓは緯０３〈５８６０〉２７４８）、市社会福祉課
（緯〈７１〉２２２４）

　個人事業税第二期の納期限は１１月３０
日昇です。県から納付書を１１月中旬に
送付します。最寄りの金融機関、コン
ビニエンスストア、県税事務所などで、
期限までに納めてください。
　Pay-easy（ペイジー）に対応してい
るインターネットバンキングまたはＡ
ＴＭを利用して納付することもできま
す。また、口座振替もできますので、
希望する人は、口座のある金融機関で
手続きをしてください。
■問 西三河県税事務所（緯０５６４〈２７〉２７１３）、
市民税課（緯〈７１〉２２１４）

シベリア戦後強制抑留者への
特別給付金の請求受け付け

個人事業税の納税を
お忘れなく

　１０月１日付けで、人権擁護委員に岩
月 浩  治 氏（野寺町）と山口 俊  雄 氏（池浦

こう じ とし お

町）が委嘱されました。任期は３年です。
■問 市民課（緯〈７１〉２２２２）

人権擁護委員が決定
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岩月氏 山口氏
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