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■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。
フォトスポットツアー　　　　　　　
■時 ８月１５日�午後５時３０分
■定 ２０人
■￥ １３００円
■講 鶴田 郁  夫 氏

いく お

■申 当日午前９時３０分から同クラブハウ
スへ

夏まつり体験教室　　　　　　　　　
■時 ８月１５日�・１６日�午前１０時から
■内 木の鉄砲作り、風鈴絵付け、川魚す
くいなど
■定 各１００人（先着順）
■￥ ５００円から
押し花教室　　　　　　　　　　　　
■時 ８月２２日�・２３日�午前１０時から
■定 各１００人（先着順）
■￥ ５００円から
白磁のペンダント教室　　　　　　　
■時 ８月２９日�・３０日�午前１０時から
■定 各１００人（先着順）
■￥ ６００円から
アートフラワー講座「すすき・ききょう」
■時 ９月２日�・１６日�午前１０時（全２
回）
■定 ２０人
■￥ １日２３００円
■講 青木 元  子 氏

もと こ

■申 ８月５日�午前９時３０分より同クラ
ブハウスへ

フラワーアレンジメント講座「長月の
アレンジ～月明かりをモチーフに～」
■時 ９月７日�午後１時３０分
■定 ２０人
■￥ ３０００円
■講 山口秋子氏
■申 ８月５日�午前９時３０分より同クラ
ブハウスへ

デンパーククラブハウスの
教室・講座

▼
▼

■時 ９月９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
■対 妊娠中（出生予定月１１月～来年３月）
の人　※家族の参加も可。
■定 ２４人（先着順）
■￥ ４００円
■申 ８月５日�～９月２日�午前８時３０
分～午後５時１５分（��を除く）に市
保健センター（�〈７６〉１１３３）へ

マタニティクッキング ▼

■他 １２月末までの入園パスポート付き
■場 ■申 ８月５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�午前１０時
（全６回）
■内 押し花を使った額作りなど
■講 長谷川はる子氏
■定 ３０人（先着順）
■￥ 参加費５０００円、材料費（新規５０００円、
継続は実費）

フラワーアレンジメント　　　　　　
■時 ９月～１１月の第２・４�午後１時３０
分（全６回）
■講 山口 秋  子 氏

あき こ

■定 ３０人（先着順）
■￥ 参加費５０００円、材料費１万２０００円

デンパーク入園パスポート
付き花の講座

▼
▼

■場 市スポーツセンター
■申 ８月５日�～３０日�の午前９時～午
後８時（休館日を除く）に同センター
（�〈７５〉３５４５）へ
アクアビクスサークル　　　　　　　
■時 ９月３日�～１１月１９日�午後１時～
２時（全１２回）
■対 １８歳以上の女性
■定 １５人（先着順）
■￥ ５４００円
なんでも健康づくりカレッジ♪　　　
■時 ９月３日�～１１月１９日�午後１時３０
分～３時（全１２回）

■内 健康づくりのための運動やウオーキ
ング、レクリエーション
■対 おおむね６０歳以上の人
■定 ２０人（先着順）
■￥ ３５００円
おとなサークル　　　　　　　　　　
■時 ９月２５日�～１１月２７日�午後７時～
８時３０分（全１０回）

■内 水深１．４ｍのプールで水泳指導
■対 １８歳以上の人
■定 １５人（先着順）
■￥ ６０００円

スポーツセンターの講座 ▼

■場 市スポーツセンター
■￥ 施設利用料
■申 ８月５日�～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（�〈７５〉３５４５）へ
楽しく歩こう水中ウオーキング体験会
■時 ９月１０日�・１７日�午後３時～４時
（全２回）
■対 おおむね６０歳以上の人
■定 １５人（先着順）
知って対策☆生活習慣病♪♪　　　　
■時 ９月３日�～２４日�午後１時３０分～
２時３０分（全４回）

■内 生活習慣病の学習と効果的な運動
■対 １８歳以上の人
■定 １０人（先着順）

スポーツセンターの催し ▼

■時 ■場 下表のとおり
■￥ ４７００円（愛知県証紙により納付）

■申 ９月１日�～８日�に所定の封筒で
郵送
※受講申請書などは８月１４日�から
各消防署、各県民生活プラザで配布。
■問 �愛知県危険物安全協会連合会（�
０５２〈９６１〉６６２３）、衣浦東部広域連合消
防局予防課（�〈６３〉０１３７）

講習種別
ところとき

一般特定給油
午後午前①１０月１日�
午前午後②　　７日�
午前午後③　　９日�
午後午前

④
　　１５日�

午前午後　　１６日�
午前午後

⑤

　　２０日�
午前午後　　２１日�
午後午前　　２２日�

午前
午後　　２３日�

①幸田町民会館　②豊田市民文化会館
③ライフサポートとよはし　④武豊町
民会館　⑤ウィルあいち
給油＝給油取扱所　特定＝特定事業所

危険物取扱者保安講習会 ▼

■時 ８月２３日�午前１０時～正午
■場 青少年の家
■内 宝探しゲーム
■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〉３４３２）へ

夏休み子ども教室 ▼

■時 ９月２９日�、１０月６日�・２０日�・
２７日�、１１月３日�午前１０時～１１時
３０分（全５回）
■内 ストレッチや健康体操、音楽にあわ
せた室内ウオーキングなど
■講 水野 順 

じゅん

 子 氏
こ

■対 市内在住の６０歳以上の人
■定 ３０人（午前９時に定員を超えた場合
は抽せん）
■申 ８月６日�午前９時に直接西部福祉
センターへ
■場 ■問 西部福祉センター（�〈７２〉６６１６）

いきいき健康体操 ▼
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■時 ８月３０日�午後６時３０分
■場 文化センター
■内 星空解説、夏の星雲・星団の観察
■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、星空解説と天文クイ
ズ。小学生以下は保護者同伴。

■申 ８月１５日�午前９時から文化センタ
ー（�〈７６〉１５１５）で整理券を配布

夏の星空ウオッチング ▼

■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 堀内公園（�〈９９〉５９４７）
作って遊ぼう　　　　　　　　　　　
■内 手軽にできる工作遊び
■時 ８月８日�午前１１時～午後４時
■定 １００人（先着順）
■対 小学生以下
スタンプラリー　　　　　　　　　　
■内 ４つの遊具に乗った人に粗品を進呈
用紙配布場所�管理事務所

■時 ８月１８日�～２１日�
■定 各１００人（先着順）
■対 小学生以下（未就学児は保護者の付
き添いが必要）
■￥ 各遊具利用料

堀内公園の催し ▼

■時 １０月３日�（予備日１０月４日�）
■場 市総合運動公園陸上競技場
■内 種目�下表のとおり
　※表中の下線の種目は愛知駅伝の選
考レース。

■対 市内在住・在勤・在学のアマチュア
競技者
■￥ 保険料１００円（市内小・中学校の代表
児童・生徒は無料）
■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１２日�～９月８日�午前９時～
午後５時（�を除く）に申込書と保険
料を持って市体育館（�〈７５〉３５３５）へ
※申込書は同館、市公式ウェブサイ
トで配布。

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）

安城選手権大会
秋季陸上競技会

▼
▼

■時 １０月３日�午後６時３０分～８時
■内 東京マンドリンアンサンブル　出演
�田中 早  苗 ・矢野ルリ・ 入  戸  野  政  代 

さ なえ いり と の まさ よ

■定 ３００人（先着順）
　※雨天の場合は１３０人。
■￥ １０００円（中学生以下９００円。入苑料・
呈茶料を含む）

■申 ８月２５日�午前９時から電話で丈山
苑（�〈９２〉７７８０）へ

丈山苑秋月コンサート ▼

■時 ９月２０日�～１１月２９日�の毎週�
（１０月４日を除く、全１０回）　クラス
１（ほとんど日本語が話せない人向
け）・クラス２（少し日本語が話せる
人向け）�午前９時～１０時２０分　ク
ラス３（ある程度日本語の読み書き
ができる人向け）�午前１０時３０分～
１１時５０分
■場 市民会館
■対 市内在住・在勤の１６歳以上の外国人
で、日本語の会話が初心者の人

■定 クラス１�３０人　クラス２・３�各
１５人　※いずれも先着順。
■内 初歩的な日本語の会話、文法など
■￥ １０００円
■申 ８月５日�～９月１０日�午前８時３０
分～午後５時１５分（��を除く）に市
民活動課（�〈７１〉２２１８）へ

　※団体・代理による申し込みは不可。
■他 ９月１３日�にクラス分けのための簡
単な面接をします。

日本語教室 ▼

■内 ■時 「天の川は、川じゃない !?」�２
日�・９日�午後１時３０分・３時　
「オルフェウスの竪琴」�１６日�・２３
日�・３０日�午後１時３０分・３時

　※毎週�午後１時３０分・３時からの
投映でも生解説あり。

■問 文化センター（�〈７６〉１５１５）

プラネタリウム
８月の生解説

▼
▼

■時 ９月９日�・１０日�午前９時３０分～
午後４時３０分（全２日）
■場 碧南消防署
■定 １００人（先着順）
■￥ ４０００円（当日徴収）
■申 ８月２４日�～２８日�午前８時３０分～
午後５時に申込書を持って衣浦東部
広域連合消防局予防課（�〈６３〉０１３６）
または安城消防署（�〈７５〉２４５８）へ

　※申込書は申し込み場所、同広域連
合ホームページで配布。申し込み時
に証明写真が必要。

甲種防火管理新規講習会 ▼

■場 ■問 歴史博物館（�〈７７〉６６５５）
歴博講座「安城の歴史を歩く⑤」　　　
■時 ８月２２日�午後２時
■内 松平清康と安城城
海をめぐる映画特集②　　　　　　　
■時 ８月２３日�午前１０時・午後２時
■内 太平洋ひとりぼっち　出演�石原裕
次郎ほか

歴史博物館の催し ▼

■時 ９月１２日�午前９時３０分～１１時３０分
■場 アグリライフ支援センター（石井町）
■内 ブロッコリーなど季節野菜のプラン
ター栽培（寄せ植え）

■定 ３０人（先着順）
■￥ １５００円
■他 プランターは持ち帰りください。
■申 ８月５日�～１８日�午前８時３０分～
午後５時１５分（��を除く）にアグリ
ライフ支援センター（�〈９２〉６２００）へ

■時 ８月１９日�・２５日�午前１０時～午後
１時

■場 文化センター
■内 献立�おてがるピザ、お花畑のスー
プ、果物

■対 小学生
■定 各１５人（先着順）
■￥ ３００円
■申 ８月６日�～１３日�午前８時３０分～
午後５時（��を除く）に電話で市保
健センター（�〈７６〉１１３３）へ

子ども料理教室 ▼

プランター野菜植え付け体験 ▼
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　カルチャースクールでの生徒作品や
自慢のコレクションなどを募集します。
■時 １０月７日�～１９日�または１２月９日
�～２５日�
■内 作品�花・みどり・陶器・紙粘土・
イラストなど
■他 ①応募者多数または作品の種類・点
数によって出展をお断りする場合が
あります（審査あり）。　②作品は出
展者の責任で管理してください。
■場 ■問 デンパーク（�〈９２〉７１１１）

デンパーク展示会
開催希望者

▼
▼

■内 募集科�ホーム設備ライン・住宅イ
ンテリア・住宅エクステリア　訓練
期間�１０月１日�から６か月　入校
選考�９月７日�に適性検査・面接

■対 転職希望で中学校を卒業または同等
の学力があると認められる人
■定 各科３０人
■￥ 一部自己負担あり
■申 ８月３１日�までに県立高浜高等技術
専門校（�〈５３〉００３１）へ
　※８月１９日�・２６日�に説明見学会
を実施（要予約）。

県立高浜高等技術専門校
訓練生

▼
▼

■時 １次試験�９月２０日�、２次試験�
１０月２２日�
■対 平成元年４月２日以降に生まれ、高
校を卒業または来年３月までに卒業
見込みの人
■定 ６人程度
■申 ８月１２日�～２１日�午前９時～午後
５時（��を除く）に履歴書・成績証
明書・卒業（見込み）証明書を持って
衣浦東部広域連合（刈谷市）へ
■問 衣浦東部広域連合（�〈６３〉０１３２）

来年４月採用衣浦東部広域
連合消防職員（高校卒）

▼
▼

　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１５日�午前９時～１１時
■場 刈谷消防署南分署
■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 ２０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１６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

救命講習会 ▼

■時 ８月９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）

今月の再生家具等入札販売 ▼

■時 １０月～１２月、パソコン講習中級（名
古屋市内）は１０月～来年１月
■内 ■場 パソコン講習初級・医療事務・経
理事務・ヘルパー２級課程（通信）�
名古屋市内　パソコン講習中級�名
古屋・豊橋市内
■対 県内の母子家庭の母および寡婦の人
で全日程に出席できる人
■定 各２０人（ヘルパー２級のみ３０人。定
員を超えた場合は抽せん）
■￥ 教材費などは自己負担
■他 医療事務・経理事務は託児あり
■申 ８月３日�～２４日�に社会福祉課
（�〈７１〉２２２４）へ

母子家庭就業支援講習会 ▼

■時 ８月２０日�午後２時～４時
■場 衣浦東部保健所安城保健分室
■内 「病気の理解と家族の関わり方につ
いて」～地域でよりよく暮らしてい
くために～
■講 藤田 和  幸 氏（矢作川病院長）

かず ゆき

■対 統合失調症などの精神疾患をもつ人
の家族
■問 障害福祉課（�〈７１〉２２２５）、衣浦東部
保健所（�〈２１〉４７７８）

精神保健福祉家族教室 ▼

■時 硬式テニス初
級�９月３日
�～１１月１２日
�の毎週�
（９月２４日を
除く）　硬式
テニス中級�
９月２日�～１１月１８日�の毎週�
（９月２３日、１１月４日を除く）いずれ
も午後７時３０分～９時（全１０回、雨
天順延）
■場 南部公民館テニスコート
■対 市内在住・在勤・在学で、平成６年
４月１日以前生まれの人
■定 各３０人（午前９時に定員を超えた場
合は抽せん）
■￥ 各２０００円
■申 ８月２３日�午前９時に受講料を持っ
て南部公民館（�〈９２〉３５２１）へ

南部公民館後期テニス教室 ▼

■時 ８月２２日�午後７時～８時３０分
■場 安祥城址公園（雨天の場合は安祥公
民館）
■内 題目�マダガスカル２
■持 敷物・虫よけ
■他 中学生以下は保護者同伴
■問 安祥公民館（�〈７７〉５０７０）

安祥公民館
夏の野外映画会

▼
▼

　池に浮かぶ水生植物パラグアイ
オニバスの葉に乗れる体験会です。
大きいものは直径が１４０㎝にもな
ります。
■時 ８月２２日�・２３日�午前１０時か
ら（雨天中止）
■場 デンパーク水のステージ横の池
■定 各５０人（先着順）
■対 体重２０㎏以下の子
■他 葉の生育状況により日時などを
変更する場合があります。
■問 デンパーク（�〈９２〉７１１１）
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　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。届け出が必要な
人へ書類を送付しますので、提出して
ください。
　なお、児童扶養手当については、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
要となります。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（�〈７１〉２２２４）

児童扶養手当、県・市遺児
手当の現況届の提出を

▼
▼

　広島と長崎の原爆死没者の慰霊と恒
久平和を願い、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（�〈７１〉２２０３）

原爆死没者の慰霊・恒久平
和を願い黙とうを

▼
▼

■時 ９月６日�午前８時１０分
■場 市保健センター
■対 安城市に住民票を有する２０歳以上で
今年度健康診査をしていない人　

■定 ２２人（先着順）
■￥ 加入の健康保険により異なります。
■申 ８月５日�からの午前８時３０分～午
後５時１５分（��を除く）に市保健セ
ンター（�〈７６〉１１３３）へ

日曜ドック ▼

　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、最寄りの金融
機関・コンビニエンスストア・県税事
務所で期限までに納めてください。
　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Ａ
ＴＭ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。
■問 県西三河県税事務所県民税・事業税
グループ（�０５６４〈２７〉２７１３）

個人事業税の納税を
お忘れなく

▼
▼

　この時期は、気
温・湿度が高く、
食中毒が起きやす
くなります。次の
①～⑤に心がけて
ください。
　①暴飲暴食をしない　②食品を買っ
た時は、早く冷蔵庫などに入れる　
③食品の残り物は早めに処分する　
④調理前には必ず手を洗う　⑤腹痛・
下痢などの症状が出たら、早めに医療
機関を受診する
食品衛生相談コーナーの開設　　　　
■時 ８月４日�午後２時～３時３０分
■場 イトーヨーカ堂安城店
■問 衣浦東部保健所食品安全課（�〈２１〉
４７７８）

８月は食品衛生月間 ▼

■内 申請方法�エコポイント事務局に申
請書を送付（インターネットでの申
し込みも可）　交換単位�１０００点で
１０００円分のサルビア商品券
■対 グリーン家電購入時に付与されるエ
コポイント

■問 �安城サルビアスタンプ会（�〈７２〉
５０００）、商工課（�〈７１〉２２３５）
　※申請の詳細は、エコポイント事務
局（�０５７０〈０６４〉３２２）へ

エコポイントとサルビア商
品券が交換できます

▼
▼

　外国人労働者を募集する時は、違法
な仲介業者からあっせんを受けないよ
うに。採用時には、在留資格上、就労
可能な人かを確認し、労働契約を結ぶ
時は、労働条件を明らかにした書面を
交付してください。また、外国人労働
者を雇用・離職する時は、ハローワー
クへ届け出てください。
■問 刈谷公共職業安定所（�〈２１〉５２９８）

外国人労働者 ▼

　１０月３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。
■時 期間中の���（１０月３１日�を除く）
■場 フローラルプレイス・イベント広場
■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～午後４時
を予定）
■他 ①デンパークの音響機材を利用でき
ます。操作はデンパークスタッフが
しますが、高度な操作が必要な場合
は、参加者でオペレーターを手配し
てください。②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。③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。④デモテープは返却しません。
⑤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２４日�必着で、代表者の住所、
氏名、電話・ファクス番号、参加希
望日（必ず記入・参加可能日が複数
あればそれも記入）を記入し、演奏
内容のわかるＭＤ、ＣＤ、ビデオテ
ープなどを、郵送でデンパークイベ
ント参加者募集係（〒４４６－００４６赤松
町梶１／�〈９２〉７１１１）へ

デンパーク「秋穫祭」
イベント参加者

▼
▼

　乳幼児健診などで、子どもが外に飛
び出さないよう、抱っこしたり、見守
ったりするお手伝いなどをします。
■時 毎週���午後１時～２時３０分の間
で都合のよい日
■場 ■申 市保健センター（�〈７６〉１１３３）

見守りボランティア ▼



市
役
所
代
表�

　「ムーミン」は、１９４５年にフィンラン
ドのトーべ・ヤンソンが執筆し、世界
３０数か国で
出版。タン
ペレ市立美
術館・ムー
ミン谷博物
館が所蔵す
るムーミン
オリジナル原画・習作・スケッチなど
約１９０点と、ムーミン谷博物館展示で
門外不出だったムーミンの立体模型
（日本初公開）を展示します。
■時 ９月５日�～１０月２５日�午前９時～
午後５時（�、９月２４日�、１０月１３
日�を除く）

　※入館は午後４時３０分まで。
■場 おかざき世界子ども美術博物館
■￥ 一般３００円（２４０円）、小・中学生１００円
（８０円）
　※（　）内は２０人以上の団体料金。
■問 おかざき世界子ども美術博物館（�
０５６４〈５３〉３５１１）
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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。

（　）内は前月比�

〈平成21年７月１日現在〉�
　総人口�
　　男性�
　　女性�
　世帯数�

17万9885人（＋111）�
9万2327人（＋ 43）�
8万7558人（＋ 68）�

6万7223世帯（＋　9）�

火　　災�
救　　急�

（年間累計／前年対比）�

刑 法 犯�
交通事故�
負 傷 者�
死　　者�

305件（1926件／＋461）�
545件（3343件／－365）�
130人（ 711人／－100）�
0人（ 　3人／＋　1）�

人口・世帯�

６月の火災・救急�

６月の犯罪・事故�

8件（うち建物　4件）�
508件（うち急病318件）�

　８月から１２月にかけて、課税状況確認の
ため、家屋の全棟を対象に、市が委託した
アジア航測㈱の調査員が巡回して現地調査
します。
　なお、調査員は、市発行の調査員証と社
員証を携帯していますのでご確認ください。
■問 資産税課（�〈７１〉２２１５）

おかざき世界子ども美術博
物館企画展「ムーミン展」

岡
崎

　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、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。
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火の祭典
を繰り広げます。
■時 ８月１５日�午前１１時～午後８時４５分
■場 刈谷市総合運動公園
■他 刈谷市役所・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
■問 刈谷市観光協会（�〈２３〉４１００）

刈谷わんさか祭り・　　　
花火大会

刈
谷

■問 西尾市商工課（�０５６３〈５６〉２１１１）
貝吹のかぎ万燈　　　　　　　　　　
　約９００年の歴
史を持つ夏の風
物詩。昔、僧兵
の戦いの犠牲者
の霊を弔うため
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ます。
■時 ８月１４日�午後８時３０分
■場 万燈山（貝吹町）
米津の川まつり　　　　　　　　　　
　戦没者や水難者の霊を慰めるために
始まったまつり。川面には約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、西尾商
工会議所や米津町内の商店で販売。
■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

貝吹のかぎ万燈・　　　　
米津の川まつり

西
尾

■申 社会福祉課（�〈７１〉２２２３）、障害福祉
課（�〈７１〉２２２５）

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。

家具転倒防止器具の設置　　　　　　
■内 寝室、居間、台所などに家具転倒防
止器具を無料で取り付けます。
■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。
■￥ 取り付け器具代

住宅用火災警報器・家具転
倒防止器具の取り付け

▼
▼

「ムーミンパパの思い出」
�Moomin CharactersTM Tampere Art Museum Moominvalley
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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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