
■場 ■問 同クラブハウス（緯〈９２〉７１１２）
■他 入園料別途。都合により変更の場合
あり。詳細は問い合わせてください
レカンフラワー教室　　　　　　　　
■時 １０月７日晶午前１０時３０分
■内 色・形をそのまま残す立体押し花
■講 近藤 貴  子 氏

たか こ

■定 ２０人（先着順）
■￥ ２５００円
■申 １０月５日昌午前９時３０分から同クラ
ブハウスへ
ジェルキャンドル教室「ハロウィン」　
■時 １０月８日松～１０日抄午前１０時
■定 各５０人（当日先着順）
■￥ １２００円から
ハロウィンパンとデニッシュパン作り
■時 １０月８日松～１０日抄、１５日松午後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
白磁のペンダント教室　　　　　　　
■時 １０月１５日松・１６日
掌午前１０時から

■講 鈴木 由  美  子 氏
ゆ み こ

■定 各５０人（当日先着
順）

■￥ ６００円から
寄せ植え講座「冬の花飾り」　　　　　
■時 １１月１１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 １０月５日昌午前９時３０分から同クラ
ブハウスへ

■時 １０月１２日昌～２４日捷

■内 鉄の作品約３０点を展示
■￥ 入園料
■場 ■問 デンパーク（緯〈９２〉７１１１）

トピアリーエスキースと鉄
の仕事展

デンパーククラブハウスの
教室・講座

■時 １０月８日松～１１月６日掌午前９時～
午後４時３０分（捷、１０月１１日昇、１１
月４日晶を除く）

■場 堀内公園管理棟
■問 市教育委員会総務課（緯〈７１〉２２５３）
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■時 １０月２８日晶午前１０時～１１時３０分
■場 堀内公園
■内 健康運動指導士の初心者向け教室
■対 ６０歳以上の人
■定 １５人（先着順）
■持 運動ができる服装（ベルトが必要な
服装は不可）、運動靴、タオル、水筒

■申 １０月１８日昇～２７日昭午前１０時～午後
４時に、直接同園管理事務所（緯〈９９〉
５９４７）へ
　※電話申し込み不可。

シニアウオーキング教室

小・中学校秋花壇写真展 ■時 １１月６日掌午前１０時～正午
■場 文化センター
■内 ごみの現状・分別方法の講座
■対 小学３～６年生の子（親子参加可）
■定 １５人（先着順）
■持 筆記用具
■申 １０月７日晶～２５日昇午前９時～午後
５時（掌捷抄を除く）に、氏名、学年、
保護者氏名、住所、電話番号をエコ
ネットあんじょう事務局（緯・胃〈５５〉
１３１５／info@econetanjo.org）へ

■問 環境首都推進課（緯〈７１〉２２０６）

子どもごみ分別ソムリエ
養成講座

■￥ 入苑料１００円（中学生以下は無料)、呈
茶料３００円

■場 ■問 丈山苑（緯〈９２〉７７８０）
秋の夜間開苑　　　　　　　　　　　
　庭園をライトアップします。
■時 １０月１６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）
安城七夕親善大使写真撮影会　　　　
■時 １０月２２日松午前１０時３０分～正午

丈山苑の催し

■時 １０月１６日掌午前９時
■場 犬山市石作公園から犬山城の約１２㎞
■持 昼食・飲み物・雨具・健康保険証
■問 県自然環境課（緯０５２〈９５４〉６２２７）、市
環境首都推進課（緯〈７１〉２２０６）

自然歩道を歩こう大会

　行政全般への苦情・意見・要望など
の相談に行政相談委員が応じます。
■時 １０月１８日昇午前９時～午後３時
■場 市役所相談室
■他 行政相談委員（敬称略）施黒柳 一  明 

かず あき

（小川町）、大見 智  子 （新明町）、 見 加 
とも こ か

 代  子 （今本町）。また、名古屋総合行
よ こ

政相談所（緯０５２〈９６１〉４５２２）、行政苦
情１１０番（総務省中部管区行政評価局
首席行政相談官室／緯０５７０〈０９０〉１１０）
でも相談に応じます

■問 市民課（緯〈７１〉２２２２）

秋の行政相談週間
１０月１７日捷～２３日掌

■￥ 観覧料
■場 ■問 文化センター（緯〈７６〉１５１５）
今夜の空はアクアリウム　　　　　　
■時 １日松・２日掌・８日松～１０日抄午
後１時３０分・３時

幸せの星　　　　　　　　　　　　　
■時 １５日松・１６日掌・２２日松・２９日松・
３０日掌午後１時３０分・３時、２３日掌

午後１時３０分

プラネタリウム
１０月の生解説

　市長が市民のみなさんと直接話し合
う会です。
■時 １０月２８日晶午後７時～９時
■場 二本木公民館
■対 対象地区施二本木町、美園町、緑町、
二本木新町、三河安城町、三河安城
本町、三河安城南町、三河安城東町

■他 対象地区は目安です。どの地区の人
でも参加できます

■問 秘書課広報広聴係（緯〈７１〉２２０２）

まちかど座談会

■時 ■内 １０月５日昌　合同企業説明会・職
業適性診断施午前１０時～午後４時　
専門家による個人相談施午前１０時・
１１時、午後１時・２時・３時　鬼頭
 和  裕 氏（社会保険労務士・キャリア
かず ひろ

カウンセラー）による面接対策講座
施午後１時３０分～３時３０分

■場 文化センター
■対 来春卒業予定の学生、４０歳未満の人
またはその家族

■問 商工課（緯〈７１〉２２３５）

ヤング・ジョブ・キャラバ
ンＩＮ安城

■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）

よみがえる本證寺伽藍①　　　　　　
■時 １０月２２日松午後２時
■内 本證寺と西三河真宗寺院の庫裏調査
から

■講 岩田 敏  也 氏（愛知工業大学非常勤講
とし や

師）
映画会「ジョン・フォード監督特集①」
■時 １０月２３日掌午前１０時、午後２時
■内 駅馬車　出演施ジョン・ウェインほ
か

第２回松平シンポジウム　　　　　　
■時 １０月３０日掌午後１時３０分
■内 三河逆心～桶狭間以前の１０年間～
■講 村岡 幹  生 氏（中京大学教授）ほか

みき お

入門講座「古文書手ほどき」　　　　　
■時 １１月９日昌・２３日抄、１２月７日昌・
２１日昌、来年１月１１日昌・２５日昌、
２月８日昌・２２日昌、３月１４日昌・
２８日昌午前１０時（全１０回）

■￥ １０００円
■定 １５人（先着順）
■申 １０月８日松からの午前９時～午後５
時（休館日を除く）に、電話で歴史博
物館へ

歴史博物館の催し
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■時 １１月７日捷午後２時～３時３０分
■場 安城商工会議所
■内 演題「今後の世界情勢と日本の課題、
日本復興への道すじ」

■講 村田 晃  嗣 氏（同志社大学法学部長）
こう じ

■申 １０月３１日捷までの午前９時～午後５
時（松掌抄を除く）に、安城商工会議
所（緯〈７６〉５１７５）へ

■問 市商工課（緯〈７１〉２２３５）

経済講演会

■時 毎月第３昭午後１時～４時
■場 安城商工会議所
■内 売買契約、債権・債務などの相談
■他 事業に関する相談のみ。事前に相談
内容を連絡してください

■問 安城商工会議所（緯〈７６〉５１７５）、市商
工課（緯〈７１〉２２３５）

弁護士による定例法律相談

■時 １０月２８日晶～１２月１６日晶の毎週晶午
前１０時３０分～１１時３０分（全８回）

■場 総合福祉センター
■内 毎回なつかしいテーマを、楽しく語
り合います（回想法）

■対 市内在住の７０歳以上の人
■定 １０人（先着順）
■申 １０月５日昌からの午前９時～午後５
時１５分（掌捷、１１日昇を除く）に、総
合福祉センター（緯〈７７〉７８８８）へ
　※電話受け付けは、５日は午後１時
から、６日以降は午前８時３０分から。

回想法スクール
いきいき凡凡（ぼんぼん）

■時 １１月２１日捷午前１０時３０分～午後１時
■場 市保健センター
■内 ３歳児の食生活の講義、調理実習
■対 ３歳児健診済みの平成１９年１１月～平
成２０年１０月生まれの子とその保護者

■定 ６組（先着順）
■￥ １人３００円
■持 エプロン・筆記用具
■申 １０月６日昭～１１月１４日捷午前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

３歳の栄養教室

　食品表示などについて、勉強してみ
ませんか。
■時 １０月１３日昭午後１時～３時
■場 勤労福祉会館
■講 東海農政局派遣講師
■問 市商工課（緯〈７１〉２２３５）

食の安全・安心

■時 １０月１５日松～１１月２６日松の毎週松午
前１０時～午後４時（１１月１２日を除く、
全６回）

■場 安城商工会議所
■内 ビジネスプランの作成など
■対 創業・経営に興味のある人など
■￥ １万円
■申 １０月１３日昭までの午前９時～午後５
時（松掌抄を除く）に、電話かファク
スで安城商工会議所（緯〈７６〉５１７５／
胃〈７６〉４３２２）へ
　※ファクスは、同会議所・同ウェブ
サイトで配布する用紙で提出。

■問 市商工課（緯〈７１〉２２３５）

創業塾

■時 １０月２９日松～１２
月１７日松の毎週
松午前１０時～１１
時３０分（全８回）

■場 市民会館
■内 学校生活などで必要な日本語の学習
■対 市内の小学校に通う外国籍児童（外
国にルーツを持つ子も含む）

■定 １５人（定員を超えた場合は抽せん）
■￥ ４００円
■他 子どもに日本語を教えるボランティ
アも、随時募集しています

■申 １０月５日昌～２０日昭午前８時３０分～
午後５時１５分（松掌抄を除く）に、市
民協働課（緯〈７１〉２２１８）へ

秋期子ども日本語教室

■時 １０月９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〈９８９２〉２９３３）

今月の再生家具等入札販売

■時 １１月１１日晶午後１時３０分～４時３０分
■場 刈谷合同庁舎（刈谷市）
■内 遺言・相続について
■定 ４０人（予約制）
■申 電話で名古屋法務局刈谷支局（緯〈２１〉
００８６）へ

■問 市市民課（緯〈７１〉２２２１）

法務局市民講座

■時 １０月２１日晶午後１時３０分～４時
■場 西尾市文化会館
■内 油ヶ淵水質浄化に関する取り組み発
表・展示、桂 文 

ぶん

 喬 氏（落語家）の講演
きょう

■問 県水地盤環境課（緯０５２〈９５４〉６２１９）、
市清掃事業所（緯〈７６〉３０５３）

アクション油ヶ淵in西尾



　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。
■定 各２０人（先着順）
■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 １０月１６日掌午前９時～正午
■場 刈谷消防署
■内 心肺蘇生法、ＡＥＤの使用法、止血
法など

■申 １０月５日昌午前９時から同署（緯〈２３〉
１２９９）へ
上級救命講習会　　　　　　　　　　
■時 １０月２２日松午前９時～午後６時
■場 高浜消防署
■内 心肺蘇生法、ＡＥＤの使用法、止血
法、外傷の手当てなど

■申 １０月５日昌午前９時から同署（緯〈５２〉
１１９０）へ
小児・乳児応急手当講習会　　　　　
■時 １０月２３日掌午前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、
のどに異物が詰まった時の処置

■申 １０月５日昌午前９時から同署（緯〈８１〉
４１４４）へ

救命講習会
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■￥ 施設使用料
■場 ■問 マーメイドパレス（緯〈９２〉７３５１）
平日限定「利用料還元フェア」　　　　
■時 １０月２０日昭・２１日晶、２５日昇～２８日
晶

■内 当たりが出たら、施設利用券を進呈
■対 プール・トレーニングルーム利用者
造波プールで「ジャンケン」大会　　　
■時 １０月２３日掌午後２時
■内 勝った人に施設利用券を進呈
水中講座　　　　　　　　　　　　　
■時 １０月２６日昌午前１１時～正午
■内 ■定 アクアビクス獅４０人、初級水泳
「クロールから始めましょう」獅２０人
　※いずれも先着順。
■対 １８歳以上の人
■他 託児あり（生後６カ月～未就園児、
先着１０人）

■申 １０月５日昌午前１０時からマーメイド
パレスへ

６０歳からはじめる水中運動体験会　　
■時 １１月２日昌・９日昌・３０日昌、１２月
７日昌午前１１時～正午（全４回）

■対 ６０歳前後の人
■定 ３０人（先着順）
■他 １回のみの参加も可
■申 １０月５日昌午前１０時からマーメイド
パレスへ

マーメイドパレスの
催し・講座

　人の動きを調査するパーソントリッ
プ調査を実施します。ご協力をお願い
します。ウェブ調査（https://chuky
opt.info）は誰でも回答可。
■問 中京都市圏パーソントリップ調査相
談窓口（緯０１２０〈１０１〉７１１）、市都市計
画課（緯〈７１〉２２４３）

パーソントリップ調査

　地域住民・自治体・国が一体となっ
て河原のごみ拾いをする清掃活動です。
■時 １０月２３日掌午前９時（小雨決行）
■場 小川町天神の矢作川河川敷
■問 維持管理課（緯〈７１〉２２３７）

川と海のクリーン大作戦

　売上の一部を、東日本大震災被災地
への支援金として寄付します。
■時 １０月１５日松午前１０時～午後４時、１６
日掌午前９時～午後３時

■内 施設の紹介、作業製品の展示・即売、
防災コーナーなど

■場 ■問 名古屋刑務所（みよし市／緯０５６１
〈３６〉２２６０）

東海北陸・みよし矯正展

■時 １１月１９日松・２０日掌午前９時１０分～
午後４時３０分（２０日は午後３時４０分
まで、全２回）

■場 県立高浜高等技術専門校
■定 １５人（定員を超えた場合は抽せん）
■￥ ２３００円（別途テキスト代など）
■申 １０月３日捷～２４日捷（必着）に、はが
きに講座名、郵便番号、住所、氏名、
生年月日、電話番号、勤務先名、勤
務先電話番号を記入し、県立高浜高
等技術専門校（〒４４４－１３２４高浜市碧
海町４－１－６／緯〈５３〉００３１）へ
　※同校ウェブサイトからも申し込み
可。

第二種電気工事士技能講座

■時 １１月１３日掌午前１１時
■場 デンパーク
■内 ソーセージバイキング
■対 市内在住ひとり親家庭の子とその親
■定 ４５人（先着順）
■￥ １人８００円（入園料別途、３歳以下は
無料）

■申 １０月９日掌～２３日掌に、参加者氏名・
住所・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）

なり しま きよ み

へ（９日午前８時～正午のみ電話可）
■問 社会福祉課（緯〈７１〉２２２３）

ひとり親家庭「おたのしみ会」

■場 市スポーツセンター
■申 １０月５日昌～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
スポエクＳｗｉｍｍｉｎｇ（大人の基礎水泳） 
■時 １１月２３日抄午前１１時～正午
■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
体力しらべ会（高齢者向け）　　　　　
■時 １１月２４日昭午前１０時～正午
■内 ６種目の体力測定（血圧も計ります）
■対 運動制限の無い、６５～７９歳の人
■定 １５人程度（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）
プール休館のお知らせ　　　　　　　
■時 １１月２８日捷～１２月１２日捷

■内 設備の点検・換水清掃などのためプ
ールを休館します

スポーツセンターの
催し・講座

　行政書士制度は、官公署に提出する
各種申請書・届出書の作成や代理提出、
相談などをするための制度です。
　行政書士会の会員でない人が、報酬
を得て各種申請書などを作成すること
は、行政書士法で禁止されています。
■問 県法務文書課（緯０５２〈９５４〉６０２３）、市
行政課（緯〈７１〉２２０８）、県行政書士会
（緯０５２〈９３１〉４０６８）
行政手続きに関する相談会　　　　　
■時 １０月７日晶午後１時～４時
■場 市民交流センター
■内 官公署に提出する許認可申請代理と
申請手続きなど

■問 県行政書士会碧海支部安城地区（緯

〈７５〉１５５５）、市行政課（緯〈７１〉２２０８）

＊＊＊＊＊衣浦東部広域連合議会から＊＊＊＊＊

　農地転用は、転用者や目的に制限が
あり、無許可での転用は、農地などの
権利が得られず、罰則も適用されます。
　市街化区域内の農地転用や、田から
畑への転換など農地改良は、農業委員
会への届け出が必要です。また、農用
地区域内の農地は、原則農地転用はで
きません。やむを得ず転用する場合は、
農用地利用計画の変更手続きが必要で
す。農地転用などの計画が生じた場合
は、必ず事前に相談してください。
■問 農務課（緯〈７１〉２２３４）
農地相談　　　　　　　　　　　　　
■時 １０月１９日昌午後２時～４時３０分
■場 市役所大会議室
■内 農地の転用・権利の移動などの相談
農業者年金受給説明会・相談会　　　
■時 １０月１９日昌午後１時３０分～４時３０分
■場 市役所大会議室
■内 農業者年金・経営移譲年金の説明、
農業者年金の加入・受給などの相談
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　第２回衣浦東部広域連合議会定例会を８月２３日に開催しました。議会では、
一般質問のほか、平成２２年度一般会計歳入歳出決算認定、同認定に基づく決
算剰余金８３３１万９０００円を繰越金として補正計上する平成２３年度一般会計補正
予算（第１号）など、３議案を可決しました。
■平成２２年度衣浦東部広域連合一般会計歳入歳出決算を認定

歳　　入（単位：円）
収入率構成比収入済額予算現額科　目
１００．０％９６．２％４，６３３，７８９，５１４４，６３３，７８９，０００分担金及び負担金
１３５．５％０．２％１１，８０６，６３８８，７０７，０００使用料及び手数料
１００．０％０．４％１９，８３２，０００１９，８３２，０００国 庫 支 出 金

１４，８９０．０％０．０％１４８，９００１，０００財 産 収 入
－－０１，０００寄 附 金
９９．９％２．７％１２８，１１２，４８６１２８，１１３，０００繰 越 金
１４４．１％０．４％１６，９４５，９４９１１，７５４，０００諸 収 入
１００．０％０．１％５，８９１，０００５，８９１，０００県 支 出 金
１００．１％１００．０％４，８１６，５２６，４８７４，８０８，０８８，０００計

歳　　出（単位：円）
執行率構成比支出済額予算現額科　目
８３．６％０．０％１，７９９，５４３２，１５０，０００議 会 費
９２．１％３．７％１７２，４１１，５９２１８７，０７１，０００総 務 費
９８．７％９５．９％４，５２０，８４１，１９７４，５８０，２０９，０００消 防 費
９７．３％０．４％１８，１５６，０１３１８，６５８，０００公 債 費
－－０２０，０００，０００予 備 費
９８．０％１００．０％４，７１３，２０８，３４５４，８０８，０８８，０００計

■問 衣浦東部広域連合事務局総務課（緯〈６３〉０１３１）

　８月３１日までに市社会福祉協議会へ
寄せられた義援金は９１１４万４６６１円にな
りました。
８月１６日～３１日受け付け分／敬称略　
　夢の扉、末広町内会、高棚町内会、
募金箱への多数の寄付者

東日本大震災義援金
ありがとうございます

　前年より従業員を一定以上増やすな
どの要件を満たした事業主が、法人税
または所得税の控除を受けられます。
■申 事業年度開始後２カ月以内に、雇用
促進計画を刈谷公共職業安定所（刈
谷市／緯〈２１〉５００３）へ

■問 市商工課（緯〈７１〉２２３５）

雇用促進税制をスタート

■対 １０月１日松現在、私立高等学校また
は専修学校（修業年限３年で、卒業
時高等学校卒業資格が得られる学校）
に在籍する人の保護者
　※市外在住の人や市奨学金を受けて
いる人、授業料全額免除の人、専攻
科・別科に在籍する人を除く。

■申 申請書を各校または１０月３１日捷まで
（松掌抄を除く）に市教育委員会総務
課（緯〈７１〉２２５３）へ
　※申請書は、１０月上旬から各校・市
教育委員会総務課で配布。

私立高等学校などの授業料
を補助

　市の節電対策のため、引き続き正午
までとします。詳細は本紙９月１５日号
をご覧ください。
■問 市民課（緯〈７１〉２２２１）、市民税課（緯

〈７１〉２２１３）

土曜窓口の開設時間を引き
続き正午までに

行政書士制度のお知らせ

　読書は、感動や知識、人の考え方・
生き方を学ぶことができます。読書の
大切さを再認識し、図書館などへ、子
どもと本を探しに出かけましょう。
スローガン施育てよう　豊かな心　読
書から
■問 青少年の家（緯〈７６〉３４３２）

青少年によい本をすすめる
県民運動１０月１日松～３１日捷

　本紙６月１日号に掲載した「西三河
都市計画区域の整備、開発及び保全の
方針」は、９月９日に変更しました。
■問 県都市計画課（緯０５２〈９５４〉６５１６）、市
都市計画課（緯〈７１〉２２４３）

西三河都市計画の変更

農地・農業者年金相談会の
お知らせ



　鬼みちの沿道に鬼あかりが飾られま
す。地元グルメや瓦づくり体験もあり。
■時 １０月１５日松午後１時～７時３０分
■場 高浜港駅～森前公園（かわら美術館）
■問 高浜市地域産業グループ（緯〈５２〉
１１１１）

■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。

　浄土宗を開いた
法然上人８００回忌
の年に当たり、大
樹寺、信光明寺、
随念寺など由緒あ
る寺をはじめとす
る三河の浄土宗寺
院に伝わる至宝約
１２０件を展示し、
浄土教美術の粋を
紹介します。
■時 １０月８日松～１１月２０日掌（休館日を
除く）午前１０時～午後５時（入館は午
後４時３０分まで）

■￥ 一般６００円、小・中学生３００円
　※障害者手帳所有者と介助者は無料。
■場 ■問 岡崎市美術博物館（緯０５６４〈２８〉
５０００）

　五穀豊穣を
祈って開催す
る三好八幡社
秋の大祭。江
戸時代の建造
といわれる、
市指定文化財「 三  好  上 ・ 三  好  下 の 山  車 」

み よし かみ み よし しも だ し

２台を、 囃  子 の音色とともに、威勢の
はや し

いい男衆が市内を引き回します。　夜、
約２００個の 提 

ちょう

 灯 に灯がともるさまは、
ちん

優雅そのもの。囃子の音色と提灯あか
りの 饗 

きょう

 宴 が、幻想的な秋のひと時を演
えん

出します。
■時 １０月１６日掌午後６時～９時
■場 三好八幡社とその周辺道路
■問 みよし市秘書広報課（緯０５６１〈３２〉
８３５７）

鬼みちまつり 高
浜

三好八幡社秋の大祭
み
よ
し

■時 １０月３０日掌

■持 母子健康手帳
■他 平成２１年１１月生まれ以降の子は、来
年６月３日掌に実施

■場 ■問 市保健センター（緯〈７６〉１１３３）

２歳児の歯科健診・
フッ化物（フッ素）塗布

対象受付時間
平成２１年５・６月生まれ
の子

午前９時
～９時４５分

平成２１年７・８月生まれ
の子

午前９時４５分
～１０時３０分

平成２１年９・１０月生まれ
の子

午前１０時３０分
～１１時１５分

平成２０年１１月～平成２１年
４月生まれで今春のフッ
化物塗布が未実施の子

午前１１時１５分
～１１時３０分
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■対 高等学校を卒業または来年３月卒業
見込みの人、高等学校卒業と同等の
学力のある人

■定 ４０人
■内 ■時 推薦・社会人入試獅１１月５日松、
出願期間施１０月１８日昇～２８日晶

　※願書は、同校・同校ウェブサイト
で配布。

■問 安城市医師会碧海看護専門学校（緯

〈７７〉８５８８）

安城碧海看護専門学校学生
を募集

法然上人８００回忌
三河浄土宗寺院の名宝

岡
崎

　対象者へ１０月初旬に通知しますので、１２月中旬までに市内指定医療機関で
受けてください。なお、高齢者を除く非課税世帯への費用助成はありません。
高齢者インフルエンザ予防接種　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
■対 １２月３１日松時点で、６５歳以上か心臓・じん臓・呼吸器機能・ヒト免疫不全
ウイルス（ＨＩＶ）による免疫機能の障害（身体障害者手帳１級）を持つ６０～
６４歳の人

■￥ １０００円
子どもインフルエンザ予防接種費用助成　　　　　　　　　　　　　　　　
■対 ■内 助成回数諮平成５年４月２日～平成１１年４月１日生まれ施１回　平成１１
年４月２日～平成２２年１２月３１日生まれ施２回　助成金額諮１回１０００円

■他 医療機関により接種費用が異なります。２回接種者で１回目を１２月３１日松

までに受けた人は、２回目の接種期限が来年１月３１日昇までになります

■問 市保健センター（緯〈７６〉１１３３）
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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. 


