
　文化庁から借用した美術作品を展示。
■内 作品 ▼日本画加来万周「光路」
展示期間 ▼８月１６日�～９月５日�、
１０月２５日�～
１１月１４日�、
来年１月１０日
�～３０日�　
作品 ▼日本画
牧野一泉「影
のために」　展示期間 ▼ ９月２０日�
～１０月１０日�、１１月３０日�～１２月２０
日�、来年２月２１日�～３月１３日�
■問 市民会館（�〈７５〉１１５１）

■内 ■時 いて座「天の川でティータイム」 ▼

３日�・１０日�午後１時３０分・３時
こと座・わし座「七夕物語と夏の夜
空の星座たち」 ▼１７日�・２４日�・
３１日�午後１時３０分・３時
■問 文化センター（�〈７６〉１５１５）

■他 １２月２５日�までのパスポート付き
■場 ■申 ８月６日�午前９時３０分から電話
でクラブハウス（�〈９２〉７１１２）へ
押し花　　　　　　　　　　　　　　
■時 ９月～１１月の第１・３の�午前１０時
■内 ①小品を作るお楽しみコース
　②花絵額コース
■講 長谷川はる子氏
■定 ３０人（先着順）
■￥ 参加費／５０００円　材料費／①５０００円
②８０００円

アロマ生活とハーブティ入門　　　　
■時 ９月～１１月の第１・３の�午前１０時
■講 内藤 満  里  子 氏

ま り こ

■定 ３０人（先着順）
■￥ 参加費／５０００円　材料費／９０００円
アートフラワー　　　　　　　　　　
■時 ９月～１１月の第１・３の�午前１０時
■内 ①はじめてのアートフラワー　②は
じめてのフラワー盆栽　③アートフ
ラワーコースの３コースから選択
■講 青木 元  子 氏

もと こ

■定 ３０人（先着順）
■￥ 参加費／５０００円　材料費／①②５０００
円　③６０００円

フラワーアレンジメント　　　　　　
■時 ９月～１１月の第２・４の�午後１時
■講 山口 秋  子 氏

あき こ

■定 ３０人（先着順）
■￥ 参加費／５０００円　材料費／１２０００円

「光路」
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■時 ８月２４日�午後６時３０分
■場 文化センタープラネタリウム
■内 講師の星空解説の後、屋上で月・木
星や“天上の宝石”と呼ばれる二重星
アルビレオ（はくちょう座）などを観
察します。
■講 浅田 英  夫 氏（天文研究家）

ひで お

■定 １５０人（先着順）
■他 悪天候の場合は、星空解説と天文ク
イズを行います。小学生以下は保護
者の同伴が必要です。
■申 ８月９日�
午前９時か
ら文化セン
ター（�〈７６〉
１５１５）で整
理券を配布。

■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。
夏限定！ふうりん絵付け体験　　　　
■時 ８月３１日�まで毎日
■定 各１００人（当日先着順）
■￥ ５００円
木工教室　　　　　　　　　　　　　
■時 ８月９日�・１０日�午前１０時
■定 各１００人（当日先着順）
■￥ ５００円から
トールペイント教室　　　　　　　　
■時 ８月１６日�午後１時・１７日�午前１０
時
■定 各１００人（当日先着順）
■￥ ６００円から
寄せ植え講座　　　　　　　　　　　
■時 ９月２０日�午前１０時
■定 ３２人（先着順）
■￥ ３０００円
■申 ８月１６日�午前９時３０分から電話で
クラブハウスへ

フォトスポット撮影ツアー　　　　　
■時 ８月１６日�午後４時３０分
■内 イルミネーション撮影
■定 ２５人（当日先着順）
■￥ １３００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、カメラ付き携帯電話
手作りソーセージ教室　　　　　　　
■時 ８月１６日�・１７日�午後１時
■定 各６組（先着順）
■￥ ３２００円
■申 当日午前９時３０分からクラブハウスへ

デンパーククラブハウスの
教室・講座

▼
▼

■時 ８月１０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）

■場 市スポーツセンター
■申 ８月６日�～３１日�午前９時～午後
８時（�を除く）に電話で同センター
（�〈７５〉３５４５）へ
かんたんスポーツを楽しむ会　　　　
■時 ９月４日�～１１月２０日�の毎週�午
後１時３０分～３時（全１２回）

■内 かんたんスポーツで楽しく運動不足
解消
■対 おおむね６０歳以上
■定 ２０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）
■￥ ３５００円
中高年のための体力ＵＰ教室　　　　
■時 ９月４日�・１１日�・１８日�・２５日
�午後１時３０分～２時３０分（全４回）
■内 簡単な筋トレやウオーキングで体力
を向上させ、運動不足を解消
■対 １８歳以上（中高年向け）
■定 １０人（先着順）
■￥ 施設利用料のみ
■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）
楽しく歩こう水中ウオーキング体験会
■時 ９月１１日�・１８日�午後３時～４時
（全２回）
■内 簡単な水中歩行と水中運動で心と体
をリフレッシュ
■対 １８歳以上
■定 １５人（先着順）
■持 水着・水泳帽
■￥ 施設利用料のみ
アクアビクスサークル　　　　　　　
■時 ９月１１日�～１１月２７日�の毎週�午
後１時～２時（全１２回）
■内 アクアビクス運動で健康増進
■対 １８歳以上の女性
■定 １５人（先着順）
■持 水着・水泳帽
■￥ ５４００円
おとなの水泳サークル　　　　　　　
■時 ９月２５日�～１１月２７日�の毎週�午
後７時～８時３０分（全１０回）

■内 基礎からの水泳指導
■対 １８歳以上（初心者向け）
■定 １５人（先着順）
■持 水着・水泳帽
■￥ ６０００円

「安城プラネの仲間たち」
８月の生解説

▼
▼

夏の星空ウオッチング ▼今月の再生家具等入札販売 ▼ 市民ギャラリーエントラン
スで美術作品展示

▼
▼

スポーツセンターの
教室・講座

▼
▼

デンパークパスポート付き
「花の講座」

▼
▼

■内 ■時 初級（テニス初心者）�９月４日�
～１１月６日�の毎週�、中級（テニ
ス経験者）�９月３日�～１１月１２日
�の毎週�（９月２４日を除く）　※い
ずれも午後７時３０分～９時。全１０回。
雨天の場合は順延。

■対 市内在住・在勤・在学の１６歳（高校
生）以上の人

■定 ３０人（受け付け開始時に定員を超え
た場合は抽せん）

■￥ 各２５００円
■申 ８月２４日�午
前９時に受講
料を持って南
部公民館（�〈９２〉３５２１）へ

（　）内は前月比�

〈平成20年７月１日現在〉�
　総人口�
　　男性�
　　女性�
　世帯数�

17万9101人（＋262）�
9万1861人（＋174）�
8万7240人（＋ 88）�

6万6427世帯（＋155）�

火　　災�
救　　急�

（年間累計／前年対比）�

刑 法 犯�
交通事故�
負 傷 者�
死　　者�

289件（1465件／－131）�
562件（3708件／－ 65）�
138人（ 811人／－147）�
0人（ 　2人／－　3）�

人口・世帯�

６月の火災・救急�

６月の犯罪・事故�

10件（うち建物　8件）�
512件（うち急病322件）�
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■内 パソコン講習、医療事務、経理事務
（１０月～１２月、全１８回）
■場 パソコン講習�名古屋・豊橋市内、
医療事務・経理事務�名古屋市内

■対 県内在住の母子家庭の母や寡婦で全
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）
■他 定員が４０人の講習会もあります。日
程や会場など、詳細については問い
合わせください。

■申 ８月１日�～２２日�に社会福祉課へ

託児ボランティア講習会（２期生）　　
■時 ９月１日�・２日�・８日�午前１０
時～１１時３０分

■内 講義、実技、実演
■定 １０人（先着順）
■申 ８月５日�午前９時から電話で市子
育て支援センター（錦保育園内／�
〈７３〉６３３６）へ
親子遊び講習会　　　　　　　　　　
■時 ９月１８日�午前１０時～１１時３０分
■場 二本木保育園
■内 親子ふれあい遊び
■講 亀井 千  春 氏（レクリエーションコー

ち はる

ディネーター）
■対 １歳６か月以上の子とその保護者
■定 ４０組（先着順）
■持 運動のできる服装（スカート不可）
■申 ８月５日�午前９時から電話で二本
木子育て支援センター（二本木保育
園内／�〈７７〉２７７４）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（�
〈６３〉０１３５）
小児・乳児応急手当講習会　　　　　
■時 ８月１６日�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 １５人（先着順）
■申 ８月５日�午前９時から同署救急係
　（�〈２３〉１２９９）へ
普通救命講習会Ⅰ　　　　　　　　　
■時 ８月１７日�午前９時～正午
■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
など

■定 ２０人（先着順）
■申 ８月５日�午前９時から同署救急係
　（�〈７５〉２４９４）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。

南部公民館硬式テニス教室 ▼

母子家庭就業支援講習会 ▼

■時 ９月１０日�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　献立 ▼

枝豆入り炊き込みごはん、鶏レバー
のしぐれ煮、ひじきときゅうりの和
え物、牛乳ゼリーの和風仕立て
■対 妊娠中（出産予定月１１月～来年３月）
の人　※父親の参加も可。
■定 ２４人（先着順）
■￥ ４００円
■持 母子健康手帳、エプロン、手ふきタ
オル、筆記用具、みそ汁１００㏄（塩分
濃度測定希望者のみ）
■申 ８月５日�～９月３日�午前８時３０
分～午後５時１５分（��を除く）に電
話で市保健センター（�〈７６〉１１３３）へ

■時 ９月１４日�午後６時
■場 丈山苑
■内 満月をバックに和楽器と語りの夕べ
出演者 ▼田中ふみえほか

■定 ３００人（先着順）　
※雨天の場合１２０人。

■￥ １０００円（中学生以下９００円）
　※入苑料・呈茶料を含む。
■申 ８月５日�午前９時から電話で丈山
苑（�〈９２〉７７８０）へ

危険物取扱者試験　　　　　　　　　
　願書は８月２５日�から消防各署所で
配布します。「高校」は学校ごとの一括
受験申請に限ります（「高校」の願書は
９月１２日�から配布）。
■時 一般�１０月１２日�、高校�１１月２日
�

■場 名古屋市内
■内 試験種類 ▼一般�乙種第１類～６類・
丙種、高校�乙種第４類・丙種

■申 一般�９月８日�～１７日�、高校�
９月２９日�～１０月７日�に郵送・持
参で�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丁目５０番地）へ
乙種第４類予備講習会　　　　　　　
■時 １０月３日�
■場 文化センター　
■￥ 受講料４０００円、テキスト代４０００円
■定 １５０人（先着順）　
■申 ８月２５日�から（午前９時～午後５
時。���を除く）受講料を持って
安城消防署予防係（�〈７５〉２４６０）へ

子育て支援センター講習会 ▼

救命講習会 ▼

危険物取扱者試験・
予備講習会

▼
▼

語り部満月コンサート ▼

マタニティクッキング ▼
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■時 ９月２１日�～１２月７日�までの�
（全１０回、１０月１９日・２６日を除く）
クラス１�午前９時～１０時２０分（ほ
とんど日本語が話せない人向け）　
クラス２�午前１０時３０分～１１時５０分
（少し日本語が話せる人向け）　
クラス３�午前１０時３０分～１１時５０分
（ある程度日本語の読み書きができ
る人向け）
■場 文化センター　
■定 クラス１�３０人、クラス２・３�各
１５人（先着順）　
■内 初歩的な日本語の会話、文法など
■対 市内在住・在勤の１６歳以上の外国人
で、日本語の会話の初心者
■￥ １０００円
■他 ９月１４日�にクラス分けのための簡
単な面接を行います。
■申 ８月５日�～９月５日�午前８時３０
分～午後５時１５分（��を除く）に市
民活動課へ
※団体・代理による申込みは不可。

■時 ９月６日�午後１時３０分～４時
■場 文化センター
■内 第１部 ▼「安城若者サポートステー
ションの紹介～相談の中から～」　
講師�加藤 早  苗 氏（ＮＰＯ法人育て

さ なえ

上げネット中部虹の会理事長）
第２部 ▼講義�「ひきこもりの理解
と支援～発達障害を含めて～」　講
師�水野 信  義 氏（心療クリニック・

のぶ よし

パティオちた院長）
■対 おおむね３５歳未満の人とその保護者、
支援関係者、関心のある人
■定 １２０人（先着順。定員に満たない場合
は、当日参加も可）
■申 ８月５日�から商工課へ

■時 ８月１７日�午前１０時～正午
■場 青少年の家
■内 エコふろしき作り、お菓子づくりなど
■講 ユースカレッジ青年リーダー
■対 市内在住の小学１～４年生
■定 ２０人（先着順）
■￥ ５００円
■申 ８月５日�
午前９時か
ら電話で青
少 年 の 家
（�〈７６〉３４３
２）へ

日本語教室 ▼

ニート・ひきこもり
自立支援セミナー

▼
▼

■時 １０月４日�（予備日１０月５日�）
■場 市総合運動公園陸上競技場
■内 種目 ▼下表のとおり　※表中の下線
の種目を愛知駅伝の選考レースとし
ます。
■対 市内在住・在勤・在学のアマチュア
競技者
■￥ 保険料１００円（小中学生は無料）
■他 大会当日は乗り合わせ、公共交通機
関、自転車でお越しください。
■申 ８月８日�～９月９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
※申込書は同館、市ホームページで
配布。

■時 ８月３０日�
午前１０時～
正午（雨天
の場合は、
３１日�に延
期）
■場 サルビア学
園
■内 和太鼓演奏、魚つり、ふうせんつり
ゲーム、手品、バザーなど
■他 駐車場は丈山小学校校庭を利用して
ください。（送迎バスあり）
■問 サルビア学園（�〈９２〉２６６１）へ

競技種目部
１００ｍ・８０ｍＨ・４×１００ｍＲ・
１０００ｍ（５年）・１２００ｍ（６年）・
走幅跳・走高跳・ボール投

小学男女
（５・６年）

１００ｍ（学年別）・２００ｍ・４００ｍ・
８００ｍ・１５００ｍ（１年）・１５００ｍ
（２年）・３０００ｍ・１１０ｍＨ・４×
１００ｍＲ・走幅跳・走高跳・棒
高跳・砲丸投

中学男子

１００ｍ（学年別）・２００ｍ・８００ｍ・
１５００ｍ・１００ｍＨ・４×１００ｍ
Ｒ・走幅跳・走高跳・砲丸投

中学女子

１００ｍ・８００ｍ・５０００ｍ・４×１００
ｍＲ・走幅跳・走高跳・砲丸投

一般男子
（高校生含む）

１００ｍ・８００ｍ・３０００ｍ・５０００ｍ・
４×１００ｍＲ・走幅跳・砲丸投

一般女子
（高校生含む）

サルビアまつり ▼

■場 西部福祉センター
■対 市内在住の６０歳以上
■申 ８月６日�午前９時に西部福祉セン
ター（�〈７２〉６６１６）へ　※受け付け開
始時に定員を超えた場合は抽せん。

書道講座　　　　　　　　　　　　　
■時 ９月６日�・２０日�、１０月４日�・
１８日�、１１月１日�・１５日�午前１０
時～１１時３０分（全６回）

■講 笠原 喜  美  江 氏（正筆会理事）
き み え

■定 ２０人（先着順）
■持 毛筆、文鎮、墨、硯
脳いきいき心ワクワク　　　　　　　
■時 ９月２４日�、１０月８日�・２９日�、
１１月５日�・１９日�午前１０時～１１時
（全５回）
■内 いすを使った楽しい体操
■講 高橋 千  恵 子   氏（エアロビクススタジ

ち え こ

オＤｏ代表）
■定 ３０人（先着順）

■時 ９月２８日�午前９時～午後４時
■場 北部福祉センター
■内 老人クラブ・自主クラブの作品展示、
福祉バザー、カラオケ大会、デイサ
ービスの活動紹介、福祉車両展示、
おしるこの無料サービスなど  
■他 駐車場が少ないため、車の乗り合わ
せ、自転車、あん
くるバス北部線で
お越しください。
■問 北部福祉センター
（�〈９７〉５０００）

■場 北部福祉センター
■対 ６０歳以上・障害者
■申 ８月２０日�午前９時から北部福祉セ
ンター（�〈９７〉５０００）へ
※受け付け開始時に定員を超えた場
合は抽せん。

クレパス画入門講座　　　　　　　　
■時 ９月２５日�～来年２月１２日�の第２・
４�午前１０時～正午（全１０回）

■講 田中 直  代 氏
なお よ

■定 ２０人
■￥ 材料費
ガーデニング入門講座　　　　　　　
■時 ９月６日�～来年２月７日�の第１
�午前１０時～正午（全６回。１月は
第２�）

■講  中  嶋  富  美  子 氏
なか しま ふ み こ

■定 ２０人
■￥ １回１５００円（材料費）

西部福祉センターの
高齢者講座

▼
▼

夏休み子ども教室
「わんぱくエコサミット」

▼
▼

北部福祉センターまつり ▼

北部福祉センター教養講座 ▼

安城選手権大会秋季陸上競
技会兼愛知駅伝選考会

▼
▼

　愛知県弁護士会の弁護士により、多
重債務者相談を行います。
■時 ９月１日�午前９時～午後５時
■場 市役所
■対 多重債務者で債務の過払いが生じて
いる人　

■定 ２０人（先着順）
■他 相談は1人３０分以内
■申 ８月５日�から国保年金課へ

　県から個人事業税の納税通知書を８
月中旬に送りますので、期限までに納
めてください。　
　なお、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、口座振替の制度もあ
ります。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。
※現在、コンビニエンスストアでの納
付は、自動車税のみ可能です。

■問 愛知県西三河県税事務所県民税・事
業税グループ（�０５６４〈２７〉２７１３）

　１０月４日�～１１月３日�に開催する
デンパーク「秋穫祭」のイベント参加者
を募集します。
■内 内容 ▼アンサンブル、ヒーリング音
楽、コーラス、ポップスなどデンパ
ークのイメージに合うもの。大音量
での激しい演奏などは不可。　演奏
時間 ▼１回３０分のステージを１～２
回（出演時間は午前１１時ごろ～午後
４時ごろを予定）
■時 期間中の���（１０月４日�・１９日
�を除く）

■場 フローラルプレイス・イベント広場
■他 ①応募者多数の場合は調整のうえ、
出演をお断りする場合があります。
②出演者一人につき２枚のデンパー
ク招待券を差し上げます。
③デモテープは後日返却します。
④出演をお願いする場合は９月１０日
�までに連絡します。

■申 ８月３１日�（必着）で、代表者の住所、
氏名、電話・ファクス番号、メール
アドレス、参加希望日（参加可能日
が複数あればそれも記入）を明記の
うえ、演奏内容のわかるＭＤ、ＣＤ、
ビデオテープなどをデンパークイベ
ント参加者募集係（�〈９２〉７１１１／〒
４４６ー００４６赤松町梶１番地）へ
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　小・中学校の講師登録（常勤・非常
勤）を受け付けています。登録をした
人の中から、必要に応じて講師を依頼
します。
■対 小・中学校の教員免許状のある人
■申 履歴書（写真付き）と教員免許状を持
って学校教育課へ　

■内 作品規定�
手作りで高
さは１７０㎝
程度まで。
なるべくリ
サイクル品
を使用して
ください。

■他 「かかし」は８月２３日�午前９時～正
午に直接会場（東端町地内の田んぼ）
へ搬入してください。

■申 申込用紙に必要事項を明記し、８月
１１日�までにファクス・郵送で農務
課（�〈７６〉１１１２／〒４４６―８５０１住所記
載不要）へ　※申込用紙は同課、市
ホームページで配布。

小・中学校の講師 ▼

田んぼアート『宝船』を守る
「かかし」

▼
▼

デンパーク「秋穫祭」
イベント参加者

▼
▼

■問 社会福祉課・障害福祉課
家具転倒防止器具の設置　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
■内 地震発生時に家具の転倒を防止するために、器具の取り付けをします。
■対 ①６５歳以上のひとり暮らし高齢者（認定者）
②６５歳以上の人のみの世帯に属する人
③身体障害者・療育・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人
※１８～６４歳の身体障害者・療育手帳の交付を受けていない同居人がいる人は利
用できません。

住宅用火災警報器の設置　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
■内 寝室、台所、階段（２階以上に寝室がある場合）
に火災警報器を無料で取り付けます。(３個以内）

■対 ①６５歳以上のひとり暮らし高齢者（認定者）
②身体障害者手帳１・２級または療育手帳Ａ判
定の人
※１８～６４歳の身体障害者・療育手帳の交付を受
けていない同居人がいる人は利用できません。

９月１日から国民健康
保険の保険証が更新

個人事業税の納税を
お忘れなく

▼
▼

多重債務者相談 ▼

家具転倒防止器具・住宅用火災警報器の取り付け ▼

　現在の保険証（藤色）の有効期限
は８月３１日�です。新しい保険証
（紫色）は８月下旬に世帯主あてに
配達記録郵便で送ります。加入者
が５人以上の世帯は複数に分けて
送ります。
■問 国保年金課



■問 西尾市観光協会（西尾市役所商工課
内／�０５６３〈５６〉２１１１）
貝吹のかぎ万燈　　　　　　　　　　
■時 ８月１４日�午後８時３０分
■場 万燈山（貝吹町）
■内 約９００年の歴史
を持つ夏の夜の
風物詩。昔、僧
兵の戦いの犠牲
者の霊を 弔 うた

とむら

め万燈をたいた
のが始まりと伝
えられています。
万燈山の西側斜面に「スズミ」と呼ば
れるたいまつ１０８基が並びます。点
火されると、夜空に「かぎ」が浮かび
上がり、幻想的な雰囲気を 醸 し出し

かも

ます。
米津の川まつり　　　　　　　　　　
■時 ８月１５日�午後６時３０分～８時３０分
（花火打ち上げ�午後７時３０分～８
時３０分）
■場 矢作川米津橋下流
■内 戦没者や水難者の霊を 慰 めるために

なぐさ

始まったまつり。
川面には２０００個
の万灯が揺れ、
上空では３０００発
を超える花火が
上がります。　
※万灯は西尾市
商工課や米津町
内の商店で販売。

　家庭・職場・地域などで、原爆が投
下された時間に１分間の黙とうをお願
いします。
■時 原爆が投下された日時 ▼広島�８月
６日�午前８時１５分、長崎�８月９
日�午前１１時２分
■問 人事課

　上記手当を受給している人に、８月
初旬に関係書類を送ります。８月末ま
でに提出してください。提出が遅れる
と、手当ての支払いができなくなりま
すのでご注意ください。
　手当受給には、受給者や生計を同じ
くする扶養義務者（直系血族、兄弟姉
妹）の所得制限があります。ただし、
市遺児手当についての所得制限は、義
務教育終了後の児童を養育している人
だけに適用されますので、該当者以外
の人は届け出の必要はありません。
　なお、児童扶養手当については法改
正により、それぞれの支給開始月によ
って一部支給停止措置適用除外の届出
書の提出が必要となりました。事前に
届け出の用紙が送られている人は、提
出期限を確認のうえ、必ず提出してく
ださい。
■問 社会福祉課

　表札や郵便受箱がないと、広報あん
じょうや手紙類が正しく届かないこと
があります。郵便受箱は、道路に面し
た、なるべく分かりやすい場所に設置
してください。
　アパートなどの共同住宅の場合は、
集合郵便受箱に苗字などを表示してく
ださい。
■問 行政課
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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。

原爆死没者の慰霊・恒久平
和を願い黙とうを！

▼
▼

児童扶養手当、特別児童扶養手当、
県・市遺児手当の現況届の提出を

▼
▼

表札・郵便受箱の設置に
ご協力を

▼
▼

■問 刈谷市観光協会（�〈２３〉４１００）
刈谷わんさか祭り　　　　　　　　　
■時 ８月１６日�午前１１時～午後８時４５分
■場 刈谷市総合運動公園
■内 いろいろな買い物が楽しめる「びっ
くり横丁」や、子どもたちに人気の
キャラクターショー（アンパンマン・
ヤッターマン）、地元の伝統芸能など、
さまざまなお店や催しが盛りだくさ
ん。きっと、お気に入りのイベント
が見つかるはずです。フィナーレに
は、スターマインをはじめとする打
ち上げ花火が真夏の夜空を 彩 る音と

いろど

火の祭典を繰り広げます。
■他 刈谷市役所、ＪＲ刈谷駅北口、トヨ
タ車体事務館エントランスより無料
シャトルバスを運行予定。

刈谷市民総踊り　　　　　　　　　　
■時 ９月６日�午後２時４５分～８時３０分
■場 刈谷市中心部（東陽町・新栄町一帯）
■内 いろいろな踊りやダンスが集い、老
若男女すべての皆さんが気軽に参加
できる踊りの総合型イベント。当日
は、「おどりまつりのサミット」「わん
さか踊り」「キッズ総踊り」「ダンスの
饗宴」を中心に催事を展開し、参加
者だけでなく、観客も一体となって
楽しめる内容です。

■時 ８月２日�～３１日�午前９時～午後
５時（�を除く）

■場 高浜市かわら美術館
■￥ 高校生以上１０００円（前売りおよび団
体８００円、中学生以下無料）
※身体障害者手帳、療育手帳、精神
障害者保健福祉
手帳を持ってい
る人やその付き
添いの人（１人）
は半額。
■問 高浜市かわら美
術館（�〈５２〉３３
６６）

貝吹のかぎ万燈・
第６０回米津の川まつり

西
尾

刈谷わんさか祭り・
刈谷市民総踊り

刈
谷

ねむの木のこどもたちと
まり子美術展

高
浜
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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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