
■時 ８月１日�～２９日�のうち３日間午
前８時３０分～午後４時（��を除く）
■場 市内公立保育園
■対 市内在住・在学の中学生・高校生
■￥ ５４０円（昼食代を含む）
■他 ７月２５日�午前中に説明会を行いま
す。
■申 ７月９日�～２２日�午前９時～午後
５時１５分（���を除く）に市子育て
支援センター（錦保育園内／�〈７３〉
６３３６）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でき
ます。
■問 衣浦東部広域連合消防局消防課（�
〈６３〉０１３５）
小児・乳児応急手当講習会　　　　　
■時 ７月１９日�午前９時～１１時
■場 高浜消防署
■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 １５人（先着順）
■申 ７月５日�午前９時から同署救急係
　（�〈５２〉１１９０）へ
普通救命講習会Ⅰ　　　　　　　　　
■時 ７月２０日�
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）、
ＡＥＤの使
用法、止血
法など
■定 ２０人（先着順）
■申 ７月５日�午前９時から同署救急係
　（�〈４１〉２６２５）へ
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■時 ８月３日�午前９時３０分～午後３時
■場 市スポーツセンター
■内 種目 ▼下表のとおり
■対 市内在住・在勤・在学のアマチュア
競技者
■￥ １００円　※小中学生は無料。
■他 大会当日は駐車場に制限があるため、
車での来場はご遠慮ください。なお、
大会のため市スポーツセンタープー
ルは８月２日�午後５時から３日�
午後５時まで一般利用できません。
■申 ７月３日�～２０日�午前９時～午後
５時（�を除く）に申込書を持って市
体育館（�〈７５〉３５３５）へ
※申込書は市体育館・市スポーツセ
ンター・マーメイドパレス・体育課
ホームページで配布。

■時 ７月９日�～２１日�午前９時３０分～
午後５時
■場 デンパーク
■内 ハエトリグサ・
ドロセア・サラ
セニアなどの食
虫植物７０点を展
示
■問 デンパーク（�〈９２〉７１１１）

■場 ■問 同クラブハウス（�〈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。
押し花教室　　　　　　　　　　　　
■時 ７月５日�・６日�午前１０時
■講 長谷川はる子氏
■定 各１００人（当日先着順）
■￥ ５００円から
木工教室　　　　　　　　　　　　　
■時 ７月１２日�・１３日�午前１０時
■講 水野 幸 春   氏

ゆき はる

■定 各１００人（当日先着順）
■￥ ５００円から
手作りアイスクリーム教室　　　　　
■時 ７月５日�・６日�・１２日�・１３日
�午前１０時
３０分・１１時
３０分、午後
１時・２時・
３時
■定 １５人（当日
先着順）
■￥ ５００円
フォトマスターによる写真講座　　　
■時 ８月８日�・２２日�午前１０時（全２
回）　※２２日はデンパーク館で開催。
■内 ８日�撮影実習　２２日�講評
■講 鶴田 郁  夫 氏

いく お

■定 ２０人（先着順）
■￥ ２０００円（写真現像代別途）
■持 対象機材 ▼レンズ付きフィルム、コ
ンパクトカメラ、一眼レフ、デジタ
ルカメラ
■申 ７月１１日�午前９時３０分から電話で
同クラブハウスへ

■時 ７月１７日�・１８日�午後７時３０分～
９時
■場 青少年の家
■内 盆踊りを楽しむための太鼓講習会
■定 ２０人（先着順）
■申 ７月５日�午前９時から青少年の家
（�〈７６〉３４３２）へ

救命講習会 ▼

　トレーニングジムを利用するには、
事前に講習会を受ける必要があります。
■時 ７月２０日�～８月３１日�の開催は右
表のとおり
■定 各１０人（要予約）
■持 トレーニングのできる服装、室内専
用シューズ、タオル
■対 高校生以上
■￥ ２００円（６５歳以上１６０円、身体障害者１００
円※）　※身体障害者手帳が必要です。
■申 電話でマーメイドパレス（�〈９２〉
７３５１）へ

中学生・高校生保育体験 ▼

太鼓講習会 ▼

第２９回安城選手権大会
夏季水泳競技会

▼
▼

食虫植物展 ▼

マーメイドパレストレーニングジム講習会 ▼

デンパーククラブハウスの
教室・講座

▼
▼

①午前１０時３０分～正午、午後７時～８
時３０分　②午後７時～８時３０分

と　　き

２２日�・２４日�・２８日�・
３０日�

７月

① １日�・５日�・７日�・
１１日�・１３日�・１５日�・
１９日�・２１日�・２５日�・
２７日�・２９日�

８月

２０日�・２６日�７月
② ３日�・９日�・１７日�・

２３日�・３１日�
８月

女　子男　子部

５０ｍ自・平・背５・６年
小学生

２００ｍＲ

１００ｍ自・平・背
４００ｍＲ中学生

５０ｍバタ１００ｍバタ

１００ｍ自・平・背
・バタ
４００ｍＲ

１６歳以上
（高校生・
大学生含む）

５０ｍ自・平・背
２００ｍＲ

２０歳以上
（大学生含む）

５０ｍ自・平・背３０歳以上

２５ｍ自・平
５０ｍ自・平４０歳・５０歳以上
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　平成２０年第１回衣浦東部広域連合議会臨時会を、５月２８日に広域連合議場
（刈谷市役所内）で開催しました。この議会は安城市・碧南市・高浜市選出の
広域連合議会議員が辞職し、３市議会で後任の広域連合議会議員が選出され
たことに伴うものです。
　議会では正副議長の選挙を行い、議長に竹内 廣  治 議員を、副議長に山本

ひろ はる

 允 
まこと

議員を選出しました。引き続き、議会運営委員会委員の選任と監査委員（議
会選出）の人事案件に同意しました。　　　　　　　　　　〈以下敬称略〉
●今回選出の衣浦東部広域連合議会議員（議席番号順）
安城市選出�神谷 昌  宏 、深津 忠  男 、山本允、桐生 則  江 

まさ ひろ ただ お のり え

碧南市選出�下島 良 
りょう

 一 、竹内廣治、木村 健  吾 
いち けん ご

高浜市選出�鈴木 勝  彦 、内藤とし子
かつ ひこ

●正副議長　議長／竹内廣治（碧南市）
　　　　　　副議長／山本允（安城市）
●議会運営委員会　
　　　　　　委員長／西口 俊  文 （刈谷市）

とし ふみ

　　　　　　副委員長／高橋 憲 二   （知立市）
けん じ

　　　　　　委員／木村健吾（碧南市）、
                    石川 孝 文   （安城市）、内藤とし子（高浜市）

たか ふみ

●同意された人事　
　　　　　　広域連合副長／神谷 和 也   （安城市副市長）

かず や

　　　　　　監査委員（議選）／鈴木勝彦（高浜市）
■問 衣浦東部広域連合事務局総務課（�〈６３〉０１３１）

■場 埋蔵文化財センター
■他 いずれも午後１時～４時
■対 市内在住・在学の小学校４年生～高
校生

■定 各２０人
■￥ １講座３００円
■申 ７月５日�午前９時から、電話で同
センター（�〈７７〉４４９０）へ

縄文土器をつくる　　　　　　　　　
■時 ７月２６日�・８月９日�（全２回）
■内 縄文時代と同じ方法で土器を作り、
焼きます。この世に１つしかない自
分だけの縄文土器を作ってみよう！

埋蔵文化財センター探検隊　　　　　
■時 ８月１０日�
■内 埋蔵文化財センターの仕事を見てみ
よう。土器の復元にチャレンジ！

石器をつくる　　　　　　　　　　　
■時 ８月１７日�
■内 獲物を仕留めるために作られたやじ
りを作ります。材質は石だけど、そ
の切れ味にはきっと驚くはず！

縄文の布を編む　　　　　　　　　　
■時 ８月２０日�
■内 縄文人が作っていた布を編んでみよ
う。

■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。

子ども考古学講座 ▼

竹内議長 山本副議長

神谷広域連合副長

■時 ８月１６日�午後１時～１７日�午前１１
時１５分

■場 安城市作手高原野外センター（新城
市／現地集合・解散）
■定 ２５組１００人（先着順）
■対 市内在住・在勤・在学で小学生以上
の子どもがいる家族
■￥ 高校生以上�１１００円、小中学生�
１０００円　※テント使用料、あまご、
五平もち材料代、保険代。
■内 キャンプファイヤー、あまごつかみ、
五平もち作り
■申 ７月１１日�～３１日�午前９時～午後
５時（�を除く）に所定の申込書（市
体育館で配布）に、参加料を添えて
市体育館（�〈７５〉３５３５）へ　※他家族
の代理申請はできません。

■対 市内在住・在勤・在学の人
■内 卓球・シェイプアップ・ソフトテニ
ス・エアロビクス・バトミントン・
アーチェリー・健康体操など
■申 ７月２日�～１５日�午前９時～午後
５時（�を除く）に所定の申込書（市
体育館で配布）に必要事項を記入し、
持参・郵送（１５日消印有効）で市体育
館へ
※詳細は市体育協会ホームページへ。
■問 市体育館（�〈７５〉５１８２）

ファミリーキャンプ ▼

　愛知万博開催を記念して開催される
愛知駅伝大会（１２月６日�開催）の第１
回代表選考会です。
■時 ７月１３日�午後６時
■場 市総合運動公園陸上競技場
■内 選考会名 ▼ナイター陸上競技会　種
目 ▼１５００ｍ（一般男子）、５０００ｍ（一般
男女）

■対 市内在住・在勤の人
■￥ ３００円
■申 当日会場で受け付け
■他 第２回選考会として安城選手権大会
秋季競技会を予定しています。（小中
学生は第２回選考会のみ）

■問 市体育館（�〈７５〉３５３５）

■時 ７月１３日�午後２時
■場 歴史博物館エントランスホール
■内 スイス生まれの筑前琵琶師範が「 祇 

ぎ

 園 
おん

 精 
しょう

 舎 」や
じゃ

「 那  須  与  一 」などを披露　
な すの よ いち

演奏 ▼シルヴァン・ 旭 
きょく

 西 ・ギニャー
さい

ル
■問 歴史博物館（�〈７７〉６６５５）

■時 ７月１３日�午前９時～正午
■場 リサイクルプラザ
■問 清掃事業所（�〈７６〉３０５３）、当日の問
い合わせ（�０９０〈９８９２〉２９３３）

愛知駅伝代表選考会 ▼

ミュージアム・コンサート ▼

今月の再生家具等入札販売 ▼

スポーツスクール・教室
（２期）

▼
▼



■時 ８月８日�午前９時２０分
■場 愛知県西三河県民事務所集合　見学
施設 ▼豊田市渡刈クリーンセンター・
愛知県緑化センター・豊田市グリー
ンクリーンふじの丘
■定 ２０組４０人（定員を超えた場合は抽せん）
■対 小学校４～６年生の児童と保護者
■持 昼食、飲み物
■申 開催日・住所・参加者全員の氏名・
電話番号・学校名・学年を記入し、
７月２５日�（当日消印有効）までに郵
送・ファクス・Ｅメールで県資源循
環推進課（〒４６０ー８５０１（住所不要）／
�０５２〈９５３〉７７７６／ junkan@pref.ai

　chi.lg.jp）へ
■問 県資源循環推進課（�０５２〈９６１〉２１１１）

■内 活動内容 ▼ スカウトとしての技術
（ロープワーク・救急法・レクリエ
ーション）の習得、キャンプ・サイ
クリング・ウオークラリー・スキー
訓練、公園
や安城七夕
まつりでの
奉仕活動、
緑の羽根共
同募金・ユ
ニセフ募金
など
■対 幼稚園・保育園の年長児以上
■問 青少年の家（�〈７６〉３４３２）
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　口座振替は、納期限ごとに金融機関
に出向く手間や納め忘れがなく、確実
に振り込みができる便利な納付方法で
す。
■内 取扱金融機関 ▼三菱東京ＵＦＪ銀行・
大垣共立銀行・三重銀行・愛知銀行・
名古屋銀行・中京銀行・碧海信用金
庫・岡崎信用金庫・西尾信用金庫・
東海労働金庫・愛知県中央信用組合・
あいち中央農協・西三河農協・あい
ち三河農協・あいち豊田農協・ゆう
ちょ銀行　申請場所 ▼取扱金融機関、
水道業務課
■持 通帳、通帳の届け出印
■問 水道業務課

■時 ８月３１日�、９月７日�
■場 名古屋市内
■内 試験の種類 ▼甲種・乙種
■申 ７月２２日�～３０日�に申込用紙を記
入し、郵送・持参で�消防試験研究
センター愛知県支部（�０５２〈９６２〉
１５０３）へ　
※申込用紙は７月７日�から衣浦東
部広域連合消防局（�〈６３〉０１３６）、安
城消防署（�〈７５〉２４５８）で配布。

　安城選手権大会夏季水泳競技会試泳
会のため、７月２４日�午前１０時～午後
５時は一般利用できません。
■問 市体育館（�〈７５〉３５３５）、市スポーツ
センター（�〈７５〉３５４５）

■場 抽せん・入札会場 ▼市役所大会議室
■申 ７月１日�～９日�午前９時～午後
５時（��を除く）に区画整理課へ

　※申込用紙と資料は、同課で配布。
安城北部土地区画整理事業　　　　　
■時 公開抽せん�７月１４日�午後１時３０
分　一般競争入札�７月１４日�午後
３時
■内 各２区画
安城作野土地区画整理事業　　　　　
■時 一般競争入札�７月１４日�午前１０時
■内 ４区画

消防設備士試験 ▼

家賃（月額）間取り建設年度部屋番号住宅名
２万６５００円～５万８３００円３ＤＫ平成７年４０５ 吹  付 （上条町）

ふき つけ

２万３２００円～５万１１００円２ＤＫ平成１４年※Ｃ－１０８ 池 浦   （池浦町）
いけ うら

２万３８００円～５万２４００円２ＤＫ平成１５年※Ａ－２０８ 東 
ひがし

 大 道   （里町）
だい どう

※単身での申し込み可能。単身入居の要件は同課でご確認ください。

■申 ７月７日�～１１日�午前９時～午後５時に建築課へ
■他 申込案内書は同課で配布。入居資格に該当することを確認し、申し込みく
ださい。

宅地（保留地）分譲 ▼

■場 市シルバー人材センター
■対 おおむね６０歳以上で働く意欲のある
県内在住の人
■定 各２０人
農業支援講習　　　　　　　　　　　
■時 ９月４日�・５日�・８日�・９日
�、１２月８日�（全５回）
■内 冬野菜づくりなど
■申 ７月３１日�までに市シルバー人材セ
ンター（�〈７６〉１４１５）へ

室内装飾講習　　　　　　　　　　　
■時 １０月１日�～３日�・６日�～１０日
�（全８回）
■内  襖 ・

ふすま

 障 
しょう

 子 張替え、クロス張り
じ

■申 ９月１日�までに県シルバー人材セ
ンター連合会（�０５２〈９６１〉９５２１）へ

技能講習会 ▼

○人口・世帯　（　 ）内は前月比
　〈平成２０年６月１日現在〉
　総人口　１７万８８３９人　（＋２０７）
　　男性　９万１６８７人　（＋１０２）
　　女性　８万７１５２人　（＋１０５）
　世帯数　６万６２７２世帯（＋７５）
○５月の火災・救急
　火災　　　９件（うち建物４件）
　救急　　　４８７件（うち急病２９４件）
○５月の犯罪・事故
　　　　　（年間累計／前年対比）
　刑法犯　　２５７件（１１７６件／－１７）
　交通事故　６０１件（３１４６件／－１８）
　負傷者　　８９人（６７３人／－２３）
　死者　　　１人（２人／±０）

ごみ調査隊参加者 ▼

ボーイスカウト・
ガールスカウト新入団員

▼
▼

水道料金・下水道使用料の
支払いは口座振替で

▼
▼

スポーツセンタープールの
利用休止

▼
▼

■時 開設日 ▼７月１日�　業務時間 ▼�
～�午前９時～午後５時（�、年末
年始を除く）
■場 市役所西会館
■内 求人情報自己検索機でハローワーク
と同じ内容の求人情報検索ができ、
希望する求人について、職業相談や
職業紹介を受けることができます。
■問 商工課

■時 毎月第４�午後１時～４時
■場 安城商工会議所
■対 これから事業を始める人、事業資金
（運転資金・設備資金）の必要な人
■問 安城商工会議所（�〈７６〉５１７５）

■時 変更日 ▼７月１日�
■内 ①地域別最低賃金は生活保護の施策
との整合性にも配慮し、都道府県ご
とに決定されます。
　②地域別最低賃金の不払いの罰則が
強化されます。
　③産業別最低賃金の不払いは、最低
賃金法の罰則は適用されず、労働基
準法の賃金の全額払違反の罰則が適
用されます。
　④最低賃金の減額特例が新設されます。
　⑤派遣労働者は、派遣先の地域別最
低賃金が適用されます。
■問 愛知労働局（�０５２〈９７２〉０２５７）、刈谷
労働基準監督署（�〈２１〉４８８５）
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　平成２０年度の国民健康保険税納税通
知書を７月１５日�に発送します。７月
２２日�を過ぎても届かない場合は、国
保年金課へご連絡ください。
　今年度から後期高齢者支援金等課税
額を新設し、課税限度額を改定しまし
た。また、１０月から保険税が年金から
天引き（特別徴収）になる人には、納税
通知書に天引きされる年金の種類や金
額などを記載しています。
■問 国保年金課

　受給者証の有効期限は７月３１日�ま
でです。更新の対象者には７月上旬に
申請書を送付します。必要事項を記入
して国保年金課にお送りください。受
け付け後、新しい受給者証を送付しま
す。
■対 母子家庭等医療費受給者には、下表
のとおり所得制限があります。

　※老人扶養親族は１人につき１０万円、
特定扶養親族は１人につき１５万円が
下記基準額に加算されます。

■問 国保年金課

安城市地域職業相談室
オープン

▼
▼

■時 ７月～来年１月末
■場 指定医療機関
■内 問診・歯周組織検査・ブラッシング
指導

■対 ４０・４５・５０・５５・６０・６５・７０歳の人
（個人通知します）
■￥ ５００円（７０歳の人は無料。生活保護世
帯・市民税非課税世帯の人は事前申
請により無料）

■問 市保健センター（�〈７６〉１１３３）

　高齢受給者証（肌色）の有効期限は７
月３１日�までです。更新の対象となる
人には、７月下旬に新しい高齢受給者
証（白色）を送付します。
■対 国民健康保険に加入中で平成２０年７
月１日までに７０歳になった人
※７月２日以降に７０歳になる人には、
誕生月の下旬（１日生まれの人は前
月）に送付します。

■他 医療機関で受診するときは、保険証
と一緒に提示してください。

■問 国保年金課

　所得の減少や失業など、経済的な理
由で国民年金保険料を納めることが困
難な場合、一定の要件に該当すれば申
請により保険料の納付が免除されます。
また、所得の低い３０歳未満の人で、一
定の要件に該当した場合、保険料の後
払いができる若年者納付猶予制度があ
ります。
　免除を受けるためには、前年中の所
得の確認が必要です。免除期間は７月
から来年６月までで、免除を受けた期
間は年金受給資格期間には算入されま
すが、老齢基礎年金は減額されます。
■申 年金手帳と印鑑を持って、国保年金
課へ

歯周疾患検診 ▼

◆所得制限限度額
所得の限度額扶養親族などの人数
１９２万円０人
２３０万円１人
２６８万円２人
３０６万円３人
３４４万円４人
３８２万円５人

国民健康保険税納税通知書
を発送

▼
▼

最低賃金法が変わります ▼

愛知県信用保証協会の
金融相談会

▼
▼

国民年金保険料免除申請の
受け付け

▼
▼

国民健康保険高齢受給者証
の更新

▼
▼

障害者・母子家庭等医療費
受給者証の更新

▼
▼

　天体写真・作品展で展示する作
品を募集します。
■時 作品展 ▼８月１９日�～２４日�午
前８時３０分～午後９時

■場 文化センター
■内 応募要綱 ▼天体写真�①天体と
風景、月や惑星などの作品

　②六つ切りか、Ａ４サイズ以上
にプリントしたもの　③展示で
きるかたち（額装など）になって
いるもの　宇宙人の絵�①四つ
切り画用紙　②水彩絵の具・ク
レヨンなど自由

■他 参加賞があります。
■申 ８月８日�までに作品を持って
文化センター（�〈７６〉１５１５）へ
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■問 豊田おいでんまつり実行委員会事務
局（豊田市役所商業観光課内／�
０５６５〈３４〉６６４２）
■他 当日は混雑が予想されるため、公共
交通機関をご利用ください。
おいでんファイナル　　　　　　　　
■時 ７月２６日�午後４時～８時３０分
■場 名鉄豊田市駅～国道１５３号
■内 オリジナル曲「ＯＩＤＥＮ」にあわせ
て、パレード型で踊ります。「マイタ
ウンおいでん」で選出された踊り連
による「魅せる踊り」を披露して多く
の観客に感動を与えます。
花火大会　　　　　　　　　　　　　

■時 ７月２７日�午後７時１０分～９時
■場 矢作川河畔（白浜公園一帯）
■内 約１万５０００発の花火が夜空を彩りま
す。仕掛け花火、スターマイン、メ
ロディ花火、ナイアガラ 大  瀑  布 など

だい ばく ふ

～キミがヒラく５つの扉～
■時 ７月１２日�～８月３１日�午前９時～
午後５時３０分（入館は閉館３０分前まで）
※７月１４日�、８月１８日�は休館日
です。
■場 おかざき世界子ども美術博物館（岡
崎市岡町字鳥居戸１番地１）
■内 命の不思議について、五つのテーマ
で展示。展示物に触ったり、動かし
たりして遊ぶことができます。
■￥ 大人３００円（２４０円）、小中学生１００円
（８０円）　※（　）は２０人以上の団体料
金。各種障害者手帳所持者とその介
助者は無料。
■問 おかざき世界子ども美術博物館（�
０５６４〈５３〉３５１１）

■時 ７月２６日�午後２時～９時（荒天時
は７月２７日�に順延）
■場 碧南市役所前道路周辺
■問 元気ッス！へきなん実行委員会（碧
南市役所生活課内／�〈４１〉３３１１）
元気ッス！総踊り　　　　　　　　　
■時 第１部 ▼午後５時～６時３０分
　第２部 ▼午後７時～８時３０分
元気ッス！商店街　　　　　　　　　
■時 午後２時～９時
■内 飲み物や軽食などのお店が並びます。
また、中高生が中心となってチャレ
ンジショップを開催します。
メインステージ、サブステージ　　　
■時 午後２時～８時３０分
■内 メインステージ ▼ シンガーが「元気
ッス！へきなん」の曲を歌います。
サブステージ ▼有志の若者などが日
ごろの練習成果を発揮できる場所です。
パレード　　　　　　　　　　　　　
■時 午後３時３０分～４時３０分
■内 市役所前通りを歩行者天国にし、各
種団体や市民が元気ッス！パレード
やストリートパフォーマンスを行い
ます。

■時 ７月１８日�～２０日�
■場 中心市街地一帯
■他 当日は交通規制のため、西尾市役所
やファミリータウン・ミカなどの駐
車場をご利用ください。
■問 西尾まつり協賛会事務局（西尾市役
所商工課内／�０５６３〈５６〉２１１１）
大名行列　　　　　　　　　　　　　

■時 ７月１９日�午後６時～９時
■内 江戸時代の衣装をまとった総勢２００
人余りの行列が、時代絵巻さながら
に市街地を練り歩きます。

市民総踊り「踊ろっ茶・西尾�」　　　
■時 ７月２０日�午後５時～８時５０分
■内 たくさんのグループが趣向を凝らし
た衣装や踊りで西尾まつりのフィナ
ーレを飾ります。

■時 新楽 ▼７月２６日�午後５時２０分
　本楽 ▼７月２７日�午後５時３０分
■場 秋葉社・銀座周辺
■内 安永７年（１７７８年）から２００年以上の
歴史を誇る秋葉社の祭礼で、県無形
民俗文化財に指定されている刈谷市
を代表するお祭りです。
　若者が武者人形をかたどった「万
燈」を担ぎ、笛と太鼓の 囃  子 に合わ

はや し

せて舞う勇壮な祭りで、「天下の奇祭」
と呼ばれています。
　初日を「 新  楽 」、２日目を「 本  楽 」と

しん がく ほん がく

いい、新楽では若者たちが「万燈」を
担いで市内を練り歩きます。また、
本楽では秋葉社の境内で舞を奉納し
ます。
■他 駐車場は、市営寺横駐車場をご利用
ください。
■問 刈谷市観光協会（�〈２３〉４１００）

■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。

元気ッス！へきなん 碧
南

豊田おいでんまつり 豊
田

おかざき世界子ども美術博物
館企画展ワンダー・ファイブ

岡
崎

西尾まつり 西
尾

万燈祭（まんどまつり） 刈
谷
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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。
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