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■場 市スポーツセンター
■￥ 施設利用料
■申 ６月７日昇～開催日前日の午前９時
～午後８時（捷を除く）に同センター
（緯〈７５〉３５４５）へ
スポエク☆タイム測定会☆　　　　　
■時 ７月３日掌午後１時～３時
■内 ２５ｍ・５０ｍ・１００ｍを、２泳法まで
測定

■対 ２５ｍ以上泳げる人（小学３年生以下
は、２人につき１人の保護者が必要）

■定 ５０人（先着順）
■持 水着・水泳帽子（保護者も必要）
親子で基礎水泳　　　　　　　　　　
■時 ７月６日昌・１３日昌午後４時～５時
■内 楽しく水慣れから始めます
■対 小学１～３年生とその保護者
■定 １５組（先着順）
■持 水着・水泳帽子・ゴーグル
やってみよう！健康体操♪　　　　　
■時 ７月７日昭・１４日昭・２１日昭・２８日
昭午後１時３０分～２時３０分

■内 自宅でしやすい運動やリズム体操
■対 １８歳以上の人（中高年向け）
■定 １０人（先着順）
■持 運動のできる服装・タオル・室内シ
ューズ・飲み物（ペットボトル）
ジュニアスイミング（レベルアップ編）
■時 ７月１８日抄午前１１時～正午
■対 小学４～６年生で、初心者の人
■定 １５人（先着順）
■持 水着・水泳帽子・ゴーグル

スポーツセンターの講座

ワイン講座「香りが分かる」　　　　　
■時 ６月１６日昭午前１０時３０分
■内 ワインを飲みながら、香りの表現の
仕方を学ぶ

■講 大橋 徹  也 氏（ソムリッチオーナー）
てつ や

■定 ２０人（先着順）
■￥ ２５００円
■申 ６月５日掌午前９時３０分から同クラ
ブハウスへ

木工教室　　　　　　　　　　　　　
■時 ６月１８日松・１９日掌午前１０時から
■定 各１００人（先着順）
■￥ ５００円から
■申 当日午前９時３０
分から同クラブ
ハウスへ

クッキーファクトリー　　　　　　　
■時 ６月１８日松・１９日掌・２５日松・２６日
掌午前１０時～午後３時３０分

■内 型抜きして楽しくクッキー作り。バ
ラ味やきなこ味があります

■￥ ７００円
動物あんパンとデニッシュパンづくり
■時 ６月１８日松・１９日掌・２５日松・２６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

■時 ■対 ７月２１日昭・２２日晶・２６日昇～２９
日晶　４～６歳児施午前１０時～１１時
小学１～３年生施午前１１時～正午
（全６回）

■場 市スポーツセンター
■定 各２０人（定員を超えた場合は抽せん）
■￥ ６０００円（水泳帽子代含む）
■申 ６月７日昇～２４日晶午前９時～午後
８時（捷を除く）に、直接同センター
（緯〈７５〉３５４５）へ
　※電話予約不可。

夏休みこども水泳短期教室

　自転車購入費補助金交付申請に必要
な講習会です。補助金の詳細は本紙４
月１日号をご覧ください。
■時 ６月２５日松、７月２３日松午前１０時～
１１時３０分

■場 市民会館
■申 各講習日の３日前までに、都市計画
課（緯〈７１〉２２４３）へ

自転車安全利用講習会

■時 ６月１０日晶～２０日捷（１４日昇を除く）
■場 デンパーク
■内 日本ハイビスカス協会の会員所有の
約７０鉢を展示。販売もあり

■問 デンパーク（緯〈９２〉７１１１）

ハイビスカス展

■時 ６月２４日晶～２６日掌午前９時～午後
５時（２４日は午後１時から、２６日は
午後３時まで）

■内 安城野草会による
展示

■￥ 入苑料１００円（中学
生以下は無料）

■場 ■問 丈山苑（緯〈９２〉７７８０）

丈山苑野草展

男の料理教室「夏のスタミナ料理」　　
■時 ７月１日晶午前１０時
■定 ２０人（先着順）
■￥ １２００円
■申 ６月５日掌午
前９時３０分か
ら同クラブハ
ウスへ
日本酒講座「暑気払い、夏のお酒を楽
しむ」
■時 ７月７日昭午後１時３０分
■講 榊原 洋  子 氏（利き酒師・日本酒学講

よう こ

師）
■定 ２０人（先着順）
■￥ ２０００円
■申 ６月５日掌午前９時３０分から同クラ
ブハウスへ
寄せ植え講座「手作りバスケットでか
わいく寄せ植え作り」
■時 ７月８日晶午前１０時
■講 野正 美  保  子 氏

み ほ こ

■定 ２０人（先着順）
■￥ ３５００円
■申 ６月５日掌午
前９時３０分か
ら同クラブハ
ウスへ
フォトマスターＥＸ写真講座「夏の力
強さを撮る」
■時 ７月８日晶・２２日晶午前１０時（全２
回）

■講 鶴田 郁  夫 氏
いく お

■定 ２０人（先着順）
■￥ ２３００円
■申 ６月５日掌午前９時３０分から同クラ
ブハウスへ

■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

デンパーククラブハウスの教室・講座
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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。

■場 ■問 歴史博物館（緯〈７７〉６６５５）
連続講座「安城の歴史入門③」　　　　
■時 ６月１８日松午後２時
■内 江戸時代の村の医師たち
ミュージアム・コンサート　　　　　
■時 ６月１９日掌午後２時
■内 テノールの響きに魅せられて
■講 山田 正  丈 氏

まさ たけ

映画会「森繁久弥特集③」　　　　　　
■時 ６月２６日掌午前１０時、午後２時
■内 喜劇駅前百年　出演獅森繁久弥、淡
島千景ほか

■￥ 施設利用料
■申 ６月８日昌午前１０時からマーメイド
パレス（緯〈９２〉７３５１）へ
水中講座　　　　　　　　　　　　　
■時 ６月１５日昌午前１１時～正午
■内 ■定 初級水泳「クロールから始めま
しょう」施２０人　アクアビクス施４０
人（いずれも先着順）

■対 １８歳以上の人
託児あり！トレーニングジムで体を動
かしませんか？
■時 ６月１７日晶午前１０時３０分～正午
■対 ６カ月以上の子の保護者で、トレー
ニングジム講習会を受講済みの人

■定 １０人（先着順）
■持 運動ができる服装・室内用運動シュ
ーズ・講習の修了証・タオル・飲み
物
着衣水泳体験会「服着てドッボ～ン」　
■時 ６月１９日掌午後６時～７時３０分
■内 服を着たままプールへ入り、服の重
さを体験。その他、水難事故の対処
法、心肺蘇生法なども実施

■対 小・中学生とその保護者
■定 ３０組（先着順）
■持 タオル・濡れてもいい服（洗濯済み
のもの）

マーメイドパレスの講座

■時 ６月２９日昌～７月１日晶・６日昌～
８日晶午後４時～４時５０分（全６回）

■場 マーメイドパレス
■対 ■定 ４歳～未就学児施２０人　小学１～
３年生施３０人（いずれも、定員を超
えた場合は抽せん）

■￥ ３２００円
■申 ６月７日昇～１２日掌午前１０時～午後
７時３０分に、直接マーメイドパレス
（緯〈９２〉７３５１）へ
　※電話予約不可。

夏の短期水泳教室

■内 ■時 四神青龍が夜空に舞う施５日掌・
１２日掌午後１時３０分・３時　天を支
えるうしかい座物語施１９日掌・２６日
掌午後１時３０分・３時（２６日は午後
１時３０分のみ）

■場 ■問 文化センター（緯〈７６〉１５１５）

安城プラネの仲間たち
６月の生解説

■時 ７月２日松午前１０時～正午
■場 和泉町七ツ田（デンパーク正面ゲー
トより西へ４００ｍ、北梶橋南）

■内 田んぼに生息する生物の調査
■対 小学生以下の子とその保護者
■定 ２０組（先着順）
■持 汚れてもよい服装・長靴・軍手
■他 田んぼアート鑑賞会もあり
■申 ６月６日捷～２０日捷午前８時３０分～
午後５時１５分（松掌を除く）に、氏名・
住所・電話番号を、電話かファクス、
Ｅメールで農務課（緯〈７１〉２２３３／胃

〈７６〉１１１２／nomu@city.anjo.aichi
　.jp）へ

田んぼの生き物を調べよう

■時 ６月２５日松午後１時３０分～４時
■場 市民交流センター
■内 テーマ施メディアリテラシー「情報
を読み解く」　広報あんじょうの解
説、研究発表など

■他 託児の必要な人は、６月１５日昌まで
に市民協働課へ（有料）

■問 市民協働課（緯〈７１〉２２１８）

　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 ６月１１日松午前９時～１１時
■場 碧南消防署
■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 ６月５日掌午前９時から同署救急係
（緯〈４１〉２６２５）へ
普通救命講習会Ⅰ　　　　　　　　　
■時 ６月２６日掌午
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）、ＡＥ
Ｄの使用法、
止血法など

■定 ２０人（先着順）
■申 ６月５日掌午前９時から同署救急係
（緯〈５２〉１１９０）へ

救命講習会

■他 商品が無くなり次第、終了します
クリエーションプラザ会場（御幸本町）
■時 ６月１１日松・２５日松午前９時
■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）
碧海信用金庫本店前会場（御幸本町）　
■時 ６月２５日松午前９時
■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）
交流広場会場（御幸本町）　　　　　　
■時 ６月２５日松午前９時
■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）

今月のまちなか産直市

■時 ６月１８日松午後６時３０分～８時
■場 昭林公民館
■内 曲目施アルハンブラの思い出（タレ
ガ）、タンゴの歴史（ピアソラ）など

　出演施長縄 広  紀 （ギター）、平岩 雅  子 
ひろ き まさ こ

（フルート）、榎本 和  俊 （ギター伴奏）、
かず とし

森藤さちよ（ピアノ伴奏）
■定 １５９人（先着順）
■他 未就学時の入場はできません
■申 ６月４日松午前９時から、整理券を
同館（緯〈７７〉６６８８）で配布

昭林コンサート

歴史博物館の催し

男女共同参画週間イベント
さんかく楽（がく）集会
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■場 ■問 堀内公園（緯〈９９〉５９４７）
あじさいまつり　　　　　　　　　　
■時 ６月１１日松午前１０時～午後３時（雨
天の場合は１２日掌に順延）

■内 輪投げなどの模擬店を開催（有料）
■他 景品が無くなり次第終了

父の日汽車無料開放　　　　　　　　
■時 ６月１９日掌

■対 子どもと利用する、１８歳以上の男性
保護者

メッセージカード作り　　　　　　　
■時 ６月１９日掌午前１０時～正午
■場 同園展示棟
■内 お父さんへ、メッセージカードを書
いてプレゼントしよう

■対 小学生以下
■定 ５０人（先着順）
■申 当日、直接会場へ

堀内公園の催し

■時 ７月６日昌午後２
時～３時３０分

■場 安城商工会議所
■内 演題施「激動する
国際情勢と日本の
針路」

■講 手嶋 龍 
りゅう

 一 氏（外交ジャーナリスト、
いち

作家）
■定 １２０人（先着順）
■申 ６月６日捷から電話かファクスで安
城商工会議所（緯〈７６〉５１７５／胃〈７６〉
４３２２）へ

■問 市商工課（緯〈７１〉２２３５）

時局講演会

■時 ６月２５日松午後１時３０分～３時３０分
■場 秋葉いこいの広場環境学習センター
「エコきち」

■内 五感で公園の自然を感じよう
■講 杉山 時  雄 氏（トヨタの森インタープ

とき お

リター）
■対 小学生（保護者も参加可）
■定 １５人（定員を超えた場合は抽せん）
■持 水筒・汚れてもよい動きやすい服装
■申 ６月７日昇～１７日晶午前９時～午後
９時（捷を除
く）に、氏名・
住所・電話番
号・参加人数
を、電話で同
センター（緯

〈７６〉７１４８）へ
■問 環境首都推進課（緯〈７１〉２２０６）

自然を体験しよう

◆◆◆衣浦東部広域連合からのお知らせ◆◆◆

■６月５日掌～１１日松は危険物安全
週間「危険物　無事故のゴールは　
譲れない！」
　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　　　　　
暫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

暫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

暫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（緯〈６３〉０１３７）

所有財産

（土地）　  ２８５．９８㎡
（建物）２０，１４５．１１㎡

単位：千円■歳出
執行率（％）構成比（％）支出済額予算現額科目
７３．２０．０１，５７３２，１５０議会費
８７．４３．７１６３，５６２１８７，０７１総務費
９４．０９５．９４，３０５，９８６４，５８０，２０９消防費
９７．３０．４１８，１５６１８，６５８公債費
０．００．００２０，０００予備費
９３．４１００．０４，４８９，２７７４，８０８，０８８計

■時 ６月１２日掌午後１時３０分
■場 総合福祉センター
■内 情報交流会、紙バンドの小物作り
■対 市内在住のひとり親家庭の親子
■問 市母子福祉会成島清美さん（緯・胃

〈９９〉６５５４）、市社会福祉課（緯〈７１〉
２２２３）

ひとり親家庭情報交流会

■時 ■場 ６月１１日松～７月５日昇　教育セ
ンター施午前９時～午後８時（松掌

を除く）　中央図書館施午前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）

教科書展示会

■財政状況の公表（５月公表分）
　３月３１日現在の平成２２年度予算執行状況をお知らせします。
■問 総務課（緯〈６３〉０１３１）

広域連合債の現在高（消防債）
単位：千円

構成比（％）現在高区分
１００．０８８，６６７計

市
　
　
別

３９．２３４，７９２安城市分
１．７１，４６４碧南市分
４２．５３７，７２０刈谷市分
０．００知立市分
１６．６１４，６９１高浜市分
１００．０８８，６６７計

借
入
先
別

８３．４７３，９７６
愛知県都
市職員共
済組合

１６．６１４，６９１
愛知県
中央信用
組合

平成２２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

１００．０９６．３４，６３３，７９０４，６３３，７８９分担金及
び負担金

１３２．３０．２１１，５１６８，７０７使用料及
び手数料

１００．００．４１９，８３２１９，８３２国庫支出金
０．００．００５，８９１県支出金

１４９００．００．０１４９１財産収入
０．００．００１寄付金
１００．０２．７１２８，１１２１２８，１１３繰越金
１４４．２０．４１６，９４６１１，７５４諸収入
１００．０１００．０４，８１０，３４５４，８０８，０８８計
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　男女共同参画社会の実現に向けた取
り組み・課題について、さまざまな分
野からアプローチしていく、全国規模
の会議です。
■時 １０月１３日昭～１５日松

■対 市内在住・在勤・在学の２０歳以上で、
全日程に参加できる人
　※過去に日本女性会議に参加した人
は除く。

■定 １人（書類選考にて決定）
■申 ６月１６日昭午前８時３０分～午後５時
１５分（松掌を除く）までに、所定の応
募用紙を持って市民協働課（緯〈７１〉
２２１８）へ
　※応募用紙・募集要領は、同課、市
民交流センター、市公式ウェブサイ
トで配布。

「日本女性会議２０１１松江」
参加者

■内 勤務内容施介護保険の要介護認定の
ための訪問調査など　勤務日時施捷

～松の週２～５日午前９時～午後５
時で指定する時間帯　賃金施時給
１４００円（通勤割増１日２００円）　選考日
施６月２３日昭（面接・口頭試問）　採
用予定日施７月１日晶

■対 保健師・看護師・准看護師・歯科衛
生士・理学療法士・作業療法士・介
護福祉士・社会福祉士・言語聴覚士
のいずれかの国家資格があり、実務
経験年数が３年以上の人。または、
介護保険法に規定する介護支援専門
員

■定 ２人
■申 ６月１６日昭午前８時３０分～午後５時
１５分（松掌を除く）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（緯〈７１〉２２５７）へ
　※募集要項・採用申込書は、６月１
日昌から、同課、市公式ウェブサイ
トで配布。

介護認定調査員

■時 ８月２２日捷まで
■内 店舗名称施エイデン安城店（三河安
城東町）　縦覧内容施大規模小売店
舗において小売業をする者の氏名・
名称（法人は代表者の氏名）・住所

■場 ■問 県商業流通課（緯０５２〈９５４〉６３３８）、
市商工課（緯〈７１〉２２３５）

大規模小売店舗立地法に係
る届出書の縦覧

　７月２４日掌で、アナログテレビ放送
が、地上デジタル放送（地デジ）へ移行
します。移行後は、アナログテレビで
の視聴はできません。
■問 地デジコールセンター（緯０５７０〈０７〉
０１０１）、デジサポ愛知（緯０５２〈３０８〉
３９３０）、市企画政策課（緯〈７１〉２２０４）
地デジ臨時相談コーナーを開設　　　
■時 ６月２０日捷～８月１２日晶午前１０時～
午後５時（松掌抄を除く。ただし、
７月２３日松・２４日掌は開設）

■場 市役所北庁舎１階（７月２３日は本庁舎）
低所得世帯への受信機器を支援　　　
■内 ■対 ＮＨＫ放送受信料全額免除世帯や
市民税非課税世帯へ、地デジ対応簡
易チューナー１台を無償給付

■申 ７月２４日掌までに総務省地デジチュ
ーナー支援実施センター（緯０５７０〈０２〉
３７２４、緯０４３〈３３２〉２５２５）へ
　※申請書は、市役所、各福祉センタ
ーで配布。

地デジへ移行します

　平成２２年度の情報公開制度・個人情報保護制度の実施状況は、次のとおり
です。
※任意公開申出とは、平成１２年４月１日以前に作成または取得した、条例対
象外の公文書を、申し出により任意に公開することです。

■問 行政課（緯〈７１〉２２０９）

開示・非開示の決定状況　単位：件

非開示の
主な理由計個人情報

開示請求
公文書

任意公開申出
公文書
開示請求決定内容

１７４０１３全部開示
個人情報１３００１３一部開示
不存在１１５０６非開示

４１９０３２計

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
任意公開申出

公文書
開示請求実施機関名

３３９０２４市長
８００８教育委員会
４１９０３２計

　８月２０日松・２１日掌の事業仕分けに
先立ち、対象とする事業の市民投票を
実施します。
■時 ６月１日昌～１７日晶午前８時３０分～
午後５時１５分（閉庁・休館日を除く）

■場 経営管理課、市政情報コーナー、文
化センター、各地区公民館、中央図
書館

■内 投票方法施各投票場所の申込用紙に
氏名・住所と、対象事業候補から５
事業まで記入してください（投票は
一人１回までとし、複数回投票した
ものは無効）

■他 市公式ウェ
ブサイトか
らも投票で
きます

■問 経営管理課（緯〈７１〉２２０５）

事業仕分け対象事業
市民投票を実施



■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。
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　家屋（住宅、店舗、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、
立ち合いにご協力をお願いします。ま
た、家屋を取り壊したときも、連絡を
してください。
■問 資産税課（緯〈７１〉２２１５）

家屋調査にご協力を

　特別養護老人ホームなどの介護保険
施設へ入所、またはショートステイを
利用した場合にかかる食費・居住費の
負担額を軽減します。該当すると思う
人は、問い合わせてください。
■対 世帯全員が市民税非課税の人
認定証を更新してください　　　　　
　現在の介護保険負担限度額認定証は、
６月３０日昭で有効期限が切れます。５
月に発送した申請書を、早めに提出し
てください。
■問 介護保険課（緯〈７１〉２２２６）

介護保険負担限度額
認定申請を受け付け

　施設点検・換水清掃のため、プール・
トレーニングジムを休館します。
■時 ６月２０日捷～２４日晶

■問 マーメイドパレス（緯〈９２〉７３５１）

マーメイドパレスの休館

　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、右の
「安城市放置
自転車リサイクル事業取り扱い店」
で販売します。
■時 ６月２０日捷から
　※各店１・２台の販売です。
■問 維持管理課（緯〈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

　西三河都市計画区域の整備、開発及
び保全の方針に係る変更（案）が次の通
り縦覧できます。縦覧期間中は、これ
についての意見書を県へ提出すること
ができます。
■時 ■場 ６月１４日昇～２８日昇（松掌を除く）
県都市計画課施午前８時４５分～午後
５時３０分　市都市計画課施午前８時
３０分～午後５時１５分

■問 県都市計画課（緯０５２〈９５４〉６５１６）、市
都市計画課（緯〈７１〉２２４３）

都市計画の変更（案）の縦覧

■時 ６月上旬～１１月下旬
■内 下水道接続促進員が、早期接続のお
願いと未接続理由などのアンケート
をします

■他 促進員は名札を着用し、身分証明書
を携帯していますので、不審な場合
は提示を求めてください

■対 下水道使用可能区域で未接続の家庭
■問 下水道管理課（緯〈７１〉２２５８）

下水道の接続促進活動

　名古屋法務局刈谷支局の商業・法人
登記事務の取扱庁を、同岡崎支局に変
更します。また、これに伴い刈谷支局
における会社法人番号を変更するため、
今までの番号が使用できなくなります。
■時 ９月２６日捷から
■他 商業・法人登記に係る登記事項証明
書、印鑑証明書の交付事務（動産・
債権譲渡登記に係る概要記録事項証
明書の交付事務を含む）は、刈谷支
局でも引き続き取り扱います。また、
刈谷支局で交付した印鑑カードは、
いずれの登記所でも利用できます。
※商業・法人登記の申請、登記事項
証明書や印鑑証明書の請求は、オン
ライン申請（http://www.touki-
kyoutaku-net.moj.go.jp/）、郵送申
請でも可能です。

■問 名古屋法務局刈谷支局（〒４４８－０８５８
刈谷市若松町１－４６－１／緯〈２１〉
００８６）、同岡崎支局（〒４４４－８５３３岡崎
市羽根町字北乾地５０－１／緯０５６４
〈５２〉６４１５）

名古屋法務局のお知らせ
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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. 


