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■時 １１月１９日松午後２時
■内 西三河の縄文時代晩期研究「安城市
内の縄文遺跡」

■講 川 みどり氏（日本考古学協会会員）
■場 ■問 歴史博物館（緯〈７７〉６６５５）

考古学最前線Ⅰ

■￥ 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　　　　　　　　　　　
■時 １１月１９日松・２０日掌・２６日松・２７日
掌

■内 庭園をライトアップし、開苑を午後
９時まで延長（入苑は午後８時３０分
まで）

紅葉茶会　　　　　　　　　　　　　
■時 １１月２７日掌午前１０時～午後３時
■内 晴天時は 野  点 あり

の だて

丈山苑の催し

　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）
小児・乳児応急手当講習会　　　　　
■時 １１月１２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、
のどに異物が詰まった時の処置

■申 １１月５日松午前９時から同署（緯〈２３〉
１２９９）へ
上級救命講習会　　　　　　　　　　
■時 １１月１９日松午前９時～午後６時
■場 安城消防署
■内 心肺蘇生法、ＡＥＤの使用法、止血
法、外傷の手当てなど

■申 １１月５日松午前９時から同署（緯〈７５〉
２４９４）へ
普通救命講習会Ⅰ　　　　　　　　　
■時 １１月２０日掌午前９時～正午
■場 碧南消防署
■内 心肺蘇生法、ＡＥＤの使用法、止血
法など

■申 １１月５日松午前９時から同署（緯〈４１〉
２６２５）へ

救命講習会

■問 安城消防署予防係（緯〈７５〉２４６０）
乙種第４類予備講習会　　　　　　　
■時 来年１月１２日昭

■場 碧南市文化会館
■定 １５０人（先着順）
■￥ ８０００円
■申 １１月２１日捷午前９時から、費用を持
って安城消防署へ
危険物取扱者試験　　　　　　　　　
■時 来年１月２２日掌

■場 名古屋市内
■内 甲種、乙種、丙種
■申 １２月３日松～１２日捷に除消防試験研
究センター愛知県支部の公式サイト
から、または１２月６日昇～１５日昭に
願書を郵送・持参で同所（〒４６１－
００１１名古屋市東区白壁１－５０）へ
　※願書は、１１月２１日捷から安城消防
署で配布。

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）

■１１月９日昌は１１９番の日
　１１９番へ通報するときは、落ち着
いて、次の情報提供をしてください。
●火災　住所（近くの目標物、ビル
の階数）、何が燃えているか、逃げ遅
れの有無、通報者の氏名・電話番号
●救急　住所（近くの目標物、ビル
の階数）、傷病者の状態（意識・呼吸
の有無）・年齢・性別・持病・かかり
つけの病院、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、電波の特性上、ほかの
市の消防本部へつながることがあり
ます。この場合は管轄消防本部へ転
送します。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。

■１１９番通報訓練をしよう
　実際に１１９番通報を体験できます。
希望する場合は、安城消防署（緯〈７５〉
２４５８）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、
衣浦東部広域連合消防局通信指令課
（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日昌～１５
日昇

　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。
スローガン施「消したはず　決めつ
けないで　もう一度」
●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。未
設置の家庭に比べ、設置した家庭で
は、住宅火災による死者数・損害額
などが半減したという成果がありま
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。消火器に
サビ・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日晶午前１０時～正午
■場 安城消防署

■時 １１月１２日松午後２時３０分～３時３０分
■場 文化センター
■内 出演施劇団笑劇派
■問 市社会福祉協議会総務課（緯〈７７〉２９
４１）

福祉お笑い演劇「地域の力
で悪徳商法を撃退しよう」

■時 １１月１３日掌正午～午後５時
■内 昭林公民館利用者によるライブ
■場 ■問 昭林公民館（緯〈７７〉６６８８）

アマチュアバンドライブ

■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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■時 来年１月～３月
■場 名古屋市
■内 パソコン初級・中級、医療事務、経
理事務

■対 県内の母子家庭の母・寡婦で、すべ
ての日程に参加できる人

■定 ２０人（定員を超えた場合は抽せん）
■￥ 教材費
■申 １１月１日昇～２２日昇午前８時３０分～
午後５時１５分（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

■￥ 施設使用料
■場 ■問 マーメイドパレス（緯〈９２〉７３５１）
利用料還元くじ引き　　　　　　　　
■時 １１月８日昇～１１日晶、１５日昇～１８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
水中講座　　　　　　　　　　　　　
■時 １１月１６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」獅２０人、アクアビクス獅４０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 １１月８日昇午前１０時からマーメイド
パレスへ
コンディショニング（体調改善補助）体
験会
■時 １１月２５日晶午後１時～２時
■対 １８歳以上の人
■定 ３０人（先着順）
■￥ ５００円
■持 動きやすい服装・バスタオル・フェ
イスタオル各２枚

■申 １１月８日昇午前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

■時 １２月４日掌午後０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その親
■定 ２０人（先着順）
■￥ １人８００円（３歳以下は無料）
■他 昼食を用意します
■申 １１月６日掌～２０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（６日は午前８時から受け付け。
同日正午までは電話受け付け可）

■問 社会福祉課（緯〈７１〉２２２３）

■時 １１月１４日捷午前１０時３０分～正午
■場 市役所西会館
■内 里親制度・研修の説明。養育型・養
子縁組型里親の体験発表会

■問 刈谷児童相談センター（緯〈２２〉７１１１）、
市社会福祉課（緯〈７１〉２２２３）

里親養育体験発表会

■時 １１月１６日昌午後２時３０分～４時
■場 文化センター
■内 高齢者などに多い消費者トラブルの
事例などを寸劇で紹介

■定 １００人（先着順）
■講 弁護士、消費生活アドバイザー　寸
劇施劇団異空間

■申 １１月７日捷～１５日昇午前８時３０分～
午後５時１５分（松掌を除く）に、商工
課（緯〈７１〉２２３５）へ■問 商工課（緯〈７１〉２２３５）、農務課（緯〈７１〉

２２３３）、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 １１月２６日松午前９時
■内 地元産野菜の販売・調理法のアドバ
イス
クリエーションプラザ会場（御幸本町）
■時 １１月１２日松・２６日松午前９時
■内 一色漁港からの新鮮な魚介類を販売
交流広場会場（御幸本町）　　　　　　
■時 １１月２６日松午前９時～午後３時
■内 地元産野菜や米粉パンなどの販売

まちなか産直市

ひとり親家庭「クリスマス
会」

■時 １１月２６日松午前９時～午後４時３０分、
１２月３日松午前９時～午後３時４０分
（全２回）
■場 愛知障害者職業能力開発校（豊川市）
■内 Ｅｘｃｅｌ２００７ビジネス活用
■対 在職障害者でエクセルの基本操作が
できる人

■定 １０人（定員を超えた場合は抽せん）
■申 １１月１８日晶まで（必着）に、講座名、
住所、氏名、電話番号、生年月日、
障害の程度を、郵送かファクス、Ｅ
メールで愛知障害者職業能力開発校
（〒４４１－１２３１豊川市一宮町上新切３３
－１４／緯０５３３〈９３〉２１０２／胃０５３３〈９３〉
６５５４／ｎｏｒｙｏｋｕｋａｉｈａｔｓｕｋｏ＠ｐｒｅｆ．ａｉ
ｃｈｉ．ｌｇ．ｊｐ）へ

障害者スキルアップ講座
在職者訓練

消費生活講演会

■場 ■問 堀内公園（緯〈９９〉５９４７）
シャボン玉で遊ぼう　　　　　　　　
■時 １１月１２日松午前１０時～午後３時
※雨天時は１３日掌に変更。

■内 シャボン玉を飛ばしたり、中に入っ
たりする
風船をプレゼント　　　　　　　　　
■時 １１月１９日松午前１０時～午後３時
※雨天時は２０日掌に変更。

■対 小学生以下
■定 １００人（先着順）

堀内公園の催し
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■場 ■問 同クラブハウス（緯〈９２〉７１１２）
■他 入園料別途。都合により変更の場合
あり。詳細は問い合わせてください
スイートポテト教室　　　　　　　　
■時 １１月５日松・２０日掌午後１時・２時
３０分、１２日松午後１時、１３日掌午前
１１時・午後１時

■定 各１６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
木工教室　　　　　　　　　　　　　
■時 １１月１２日松・１３日掌午前１０時から
■定 各１００人（当日先着順）
■￥ ５００円から
メロンパンと動物あんパン作り　　　
■時 １１月１２日松・１３日掌・１９日松・２０日
掌・２３日抄午後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

ジェルキャンドル教室「クリスマス」　
■時 １１月１９日松・２３日抄午前１０時から
■定 各５０人（当日先着順）
■￥ １２００円から
寄せ植え講座「迎春の寄せ植え」　　　
■時 １２月９日晶午前１０時
■講  野  正  美  保  子 氏（ＲＨＳＪコンテナガー

の まさ み ほ こ

デニング・マスター）
■定 ２０人（先着順）
■￥ ３５００円
■申 １１月５日松午前９時３０分から同クラ
ブハウスへ

デンパーククラブハウスの
教室・講座

■￥ ５０円（中学生以下は無料）
■場 ■問 文化センター（緯〈７６〉１５１５）
１１月の生解説　　　　　　　　　　　
■時 ■内 カシオペヤに思う施３日抄・５日
松・６日掌・１２日松・１３日掌午後１
時３０分・３時、エチオピア王家物語
施１９日松・２０日掌・２３日抄・２６日松

午後１時３０分・３時、２７日掌午後１
時３０分
癒しのプラネタリウム　　　　　　　
■時 １１月の毎週松午後７時
■内 アロマの香り、クラシックやジャズ
などの音楽とともに投映します

■￥ 入園料
■場 ■問 デンパーク（緯〈９２〉７１１１）
消防ひろば　　　　　　　　　　　　
■時 １１月５日松午前１０時３０分～午後４時
３０分

■内 消防車展示・乗車体験、煙体験、防
火服試着体験など。午前１１時、午後
１時に消防音楽隊演奏あり
秋の山野草展　　　　　　　　　　　
■時 １１月９日昌～１４日捷

■内 安城植物友の会によるリンドウ・ホ
トトギスなど、約２００点を展示

デンパークの催し

プラネタリウムの催し

■時 １１月２０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、大正琴など
■他 来場者にエコバッグを進呈
■問 市民協働課（緯〈７１〉２２１８）

町内公民館芸能活動発表会

■時 １１月２０日掌午前１０時～午後３時
■場 市民交流センター
■内 子ども服かえっこバザール、ドラム
をたたいてみよう、ものづくり体験、
簡単！ポリ袋ｄｅ炊き込みご飯、市
民活動団体の展示、市内福祉施設の
製品販売などあり

■問 市民交流センター（緯〈７１〉０６０１）、市
民協働課（緯〈７１〉２２１８）

市民交流センターまつり

■場 文化センター
■内 下記の全３回
■対 市内在住・在勤・在学の人
■定 ４０人（先着順）
■他 託児あり（生後６カ月～未就学児、
１人３００円）

■申 １１月１日昇～１８日晶午前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
五感イキイキ！心と体を育てる食育　
■時 １２月４日掌午前１０時～正午
■講 小川 雄  二 氏（名古屋短期大学教授）

ゆう じ

男も女も自立の時代　　　　　　　　
■時 来年１月２１日松午前１０時～正午
■講 原田 雅 

まさ

 司 氏（社会福祉法人岡崎市福
し

祉事業団副理事長）
つくってみよう！ポリ袋非常食　　　
■時 来年２月２５日松午前１０時～正午
■講 間瀬トシ子氏（安城防災ネット）

さんかく２１カレッジ「生活
の中に共同参画を」

■時 １１月２７日掌午前１０時～午後１時３０分
■場 あおいパーク（碧南市）
■内 農産物の即売、堀江 美  穂 氏のトーク

み ほ

ショー、手づくりお菓子の試食など
■問 碧海農業フェスティバル実行委員会
（緯〈７６〉２４００）、市農務課（緯〈７１〉２２３３）
クリスマスのガーデニング体験講座　
■時 午前１０時３０分～正午
■定 ２０人（先着順）
■￥ ５００円
■申 １１月７日捷からの午前９時３０分～午
後５時（松掌抄を除く）に、碧海農業
フェスティバル実行委員会へ

碧海農業フェスティバル

■時 １１月２３日抄午前９時～午後１時
■場 集合施文化センター
■内 秋野菜を収穫し、調理・試食。献立
施煮みそ、鬼まんじゅうなど

■対 市内在住の小学生とその保護者
■定 ３０人（定員を超えた場合は抽せん）
■持 水筒・エプロン・三角巾・マスク・
ふきん・持ち帰り用容器・軍手など

■申 １１月１２日松午前９時～正午に、直接
生涯学習ボランティアセンター（文
化センター内／緯〈７６〉１６３０）へ
　※電話申し込み不可。
■問 農務課（緯〈７１〉２２３３）

とれたて野菜で親子クッキ
ング

■時 １１月２５日晶午後１時～３時
■場 市民会館
■内 ごみ減量と市民活動～リユースとリ
デュースについて～

■講 飯尾 歩 氏（中日新聞論説委員）
あゆみ

■対 市内在住・在勤・在学で１８歳以上の
人

■定 ５０人（先着順）
■申 １１月１０日昭～１７日昭午前９時～午後
５時（掌捷を除く）に、氏名・住所・
電話番号を、電話かファクス、Ｅメ
ールでＮＰＯ法人エコネットあん
じょう（緯・胃〈５５〉１３１５／info@e

　conetanjo.org）へ
■問 環境首都推進課（緯〈７１〉２２０６）

ごみ減量講座
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■内 検針日時施来年２月以降で指定月の
１日～１０日　検針地区施今池・和泉
地区など　賃金施メーター１個につ
き６４円　選考施面接

■対 市内在住で、昭和４２年４月２日以降
生まれの人

■定 １人
■申 １１月１８日晶までの午前８時３０分～午
後５時１５分（松掌抄を除く）に、写真
付きの履歴書を持って水道業務課
（緯〈７１〉２２４９）へ

水道メーター検針員

　子育ての手助けがほしい「依頼会員」
と子育ての協力をする「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
もに健康で自宅に子どもを預かるこ
とができ、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（あんぱ～く内／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１６日昌午前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

　パーク＆ライドに活用してください。
■￥ 月額諮全日施１台１万円　平日のみ
施１台８０００円　日額施１台７５０円

■場 ＭＡパーク（三河安城町）
■問 ＭＡパーク（緯〈７４〉８５６０）、市維持管
理課（緯〈７１〉２２３７）

ＭＡパーク定期駐車契約者

■時 １１月１３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〈９８９２〉２９３３）

今月の再生家具等入札販売

　各制度などについての詳細は県ウェブサイト（http://www.pref.aichi.jp
/saigaijoho/)をご覧ください

■問 防災危機管理課（緯〈７１〉２２２０）

■愛知県受け入れ被災者登録制度
　県内へ避難した被災者に対しての、
適切なサポートや、被災自治体から
の情報提供などを目的とした制度で
す。
■対 東日本大震災および福島原子力発
電所の事故に伴う原子力災害によ
り、本市へ避難した人
　※市外在住の人は、在住市町村に
問い合わせてください。

■申 捷～晶午前８時３０分～午後５時１５
分（抄を除く）に、市市民課（緯〈７１〉
２２２１）へ

■問 県被災者受入対策プロジェクトチ
ーム（緯０５２〈９５４〉６７２４）

■愛知県被災者用賃貸住宅借上事業
　民間賃貸住宅などを借り上げて提
供します。
■内 対象住宅施貸主が事業に同意し、
家賃などが一定の条件を満たす賃
貸住宅　入居期間施来年３月３１日
松まで（災害救助法の適用範囲（２
年）以内で再契約可）

■対 福島県、宮城県、岩手県から避難
し、一定の条件を満たす人

■他 既にほかの住宅に入居済みの人は、
県の借り上げ契約に置き換えるこ
とができる場合があります

■申 １１月１日昇～３０日昌に、県公営住
宅課県営住宅管理室（緯０５２〈９５４〉
６５７９）へ

■時 １１月１９日松午後１時～３時３０分、来
年１月２１日松午後３時１５分～４時
（全２回）
■場 リサイクルプラザ
■内 スターターキットを使った、生ごみ
たい肥化講習会

■講 安城市消費生活学校会員
■対 市内在住で１８歳以上の人
■定 １５人（先着順）
■￥ ７００円
■申 １１月７日捷からの午前９時３０分～午
後５時（松掌を除く）に、清掃事業所
（緯〈７６〉３０５３）へ

ダンボールコンポスト講習
会

■場 ■問 衣浦東部保健所（刈谷市／緯〈２１〉
４７７８）

神経系難病患者・家族教室　　　　　
■時 １１月１１日晶午後２時～４時
■内 講話・実技「歌って、奏でて、楽し
くリハビリ」、交流会

■講 野村 裕  子 氏、若山 美  幸 氏（いずれも
ゆう こ み ゆき

音楽療法士）
■対 神経系難病患者とその家族
■定 ３０人（先着順）
■申 １１月４日晶～１０日昭午前９時～午後
５時に、衣浦東部保健所へ

うつ病家族教室　　　　　　　　　　
■時 １１月１４日捷午後２時～４時
■内 講話「社会参加に向けた支援とは」、
交流会

■講 小瀬木 尚  美 氏（矢作川病院産業精神
なお み

保健（ＩＭＨ）研究所所長）
■対 うつ病患者の家族
■申 １１月１１日晶までの午前９時～午後５
時に、衣浦東部保健所へ

衣浦東部保健所の催し



■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６日掌午前９時３０分～午後３時
■場 緑と花のセンター
■内 農業まつり施農畜産物の即売、おに
ぎり・お汁粉などの無料配布　商工
まつり施飲食店などのおすすめ品の
販売、ライブイベント　子ども会ま
つり施子ども会指導者によるレクリ
エーション　その他、福祉団体のバ
ザーなどあり

■他 自家用車の人は、南部地区コミュニ
ティ、南部小学校、南中学校から徒
歩で、またはトヨタ自動車明知工場
からシャトルバスでお越しください

■問 みよし市農政商工課（緯０５６１〈３２〉
８０１５）

■時 １１月５日松～１２月４日掌

■場 小原ふれあい公園、和紙のふるさと、
北部生活改善センター、川見四季桜
の里

■問 小原観光協会（緯０５６５〈６５〉３８０８）
オープニングイベント　　　　　　　
■時 ■内 １１月５日松午前１０時施和紙のふる
さと太鼓、菓子投げなど　６日掌午
前１０時施特産品抽せん会（先着順）

■場 小原ふれあい公園
メインイベント　　　　　　　　　　
■時 １１月１３日掌いずれも午前１０時から
■場 ■内 小原ふれあい公園施特産品抽選会
（先着順）　和紙のふるさと施抹茶の
 野 
の

 点 ・琴の演奏
だて

小原四季桜まつり 豊
田
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産業フェスタみよし２０１１
み
よ
し

　９月３０日までに市社会福祉協議会へ
寄せられた義援金は９１５７万１７９９円にな
りました。
■問 市社会福祉協議会総務課（緯〈７７〉
２９４１）
９月１６日～３０日受け付け分／敬称略　
　植村秀子、異酒屋ん、古雅、高棚町
内会、ＮＰＯ法人おやこでのびっこ安
城、ふれあい田んぼアート実行委員会、
匿名、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

　高齢化などで、介護の必要な人が増
えています。介護について家族や地域
で考えてみましょう。
■問 介護保険課（緯〈７１〉２２２６）
介護相談員派遣事業　　　　　　　　
　相談員が介護サービス提供の場を訪
れ、利用者の話を聞き、不安・不満の
解消やサービスの向上につなげます。

１１月１１日（いい日いい日）は
介護の日です

　委員長および同職務代理者が改選さ
れました。
■内 委員長施石川 學 氏（篠目町）　同職務

まなぶ

代理者施三浦 宏  己 氏（和泉町）
ひろ み

■問 市選挙管理委員会（行政課内／緯〈７１〉
２２０８）

市選挙管理委員会委員長な
どの改選

　ニート・引きこもりなど、社会生活
に困難を抱える子ども・若者への支援
に、地域ネットワークづくりを推進す
る「子ども・若者育成推進法」が、昨年
４月に施行されました。この機会に、
子ども・若者育成支援への理解を深め
ましょう。　
スローガン施「育てよう　自分に勝て
る子　負けない子」
■問 青少年の家（緯〈７６〉３４３２）

１１月は子ども・若者育成支
援強調月間

　「子育てに悩んでいる」「自分が虐待
しそう」。そんな時は、ひとりで悩まず
相談してください。また、近くで虐待
を疑うようすを見かけたら、迷わず通
報してください。
スローガン施「守るのは　気づいたあ
なたの　その勇気」
■問 刈谷児童相談センター（緯〈２２〉７１１１）、
市社会福祉課（緯〈７１〉２２２３）

　個人事業税第２期の納期限は１１月３０
日昌です。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、県税事務所で納付してく
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
ＡＴＭ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）、
市市民税課（緯〈７１〉２２１４）

個人事業税の納税をお忘れ
なく

１１月は児童虐待防止推進月
間

　労働者（アルバイトを含む）を一人で
も雇っている事業主は、労働保険（労
災保険・雇用保険）に加入する義務が
あります。
　まだ加入手続きをしていない事業主
は、今すぐ手続きが必要です。
■問 刈谷公共職業安定所（緯〈２１〉５０９７）、
刈谷労働基準監督署（緯〈２１〉４８８５）

労働保険に入っていますか
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