
■時 ６月１６日昌午前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（出産予定月８～１２月）の人
　※家族の参加も可。
■定 ２４人（先着順）
■￥ ４００円
■申 ５月６日昭～６月９日昌午前８時３０
分～午後５時１５分（松掌を除く）に市
保健センター（緯〈７６〉１１３３）へ

■時 ６月１２日松午前９時３０分～午後１時
■場 市保健センター
■内 親子で調理実習　献立獅三色おにぎ
り、きのこのみそ汁、ほうれん草の
ごま和え、かつおの香味焼き
■対 ３歳児健診済みで就学前の子とその
保護者
■定 １２組程度（先着順）
■￥ １人４００円（０歳児を除く）
■持 エプロン・手ふきタオル・筆記用具・
子ども用の上履き
■申 ５月６日昭～６月７日捷午前８時３０
分～午後５時１５分（松掌を除く）に市
保健センター（緯〈７６〉１１３３）へ

マタニティクッキング

親子栄養スクール

■時 ５月３０日掌午前９時～正午
■場 総合運動公園集合獅水の駅獅総合運
動公園
■内 約５㎞の道のりを、ごみ拾いやク
イズ・ホタルの話を聞きながらのウ
オーキング、アジサイの記念植樹
■対 市内在住の人
■定 ５０組（先着順）
■申 ５月７日晶～２６日昌午前９時～午後
５時（掌捷を除く）に、氏名・住所・
電話番号・チーム名・参加人数を電
話かファクス、Ｅメールでエコネッ
トあんじょう事務局（緯・胃〈７７〉０７
０１／info@econetanjo.org）へ

いきいきウオークラリー
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■内 ■時 パソコン講習初級・医療事務（７
月～１０月）、経理事務・ホームヘルパ
ー２級（７月～９月）
■場 パソコン講習初級獅名古屋・豊橋市
内　医療事務・経理事務・ホームヘ
ルパー２級獅名古屋市内
■対 県内の母子家庭の母・寡婦の人で、
全日程に出席できる人
■定 各２０人（医療事務は４０人、ヘルパー
２級は３０人、定員を超えた場合は抽
せん）
■￥ 教材費は自己負担
■他 医療事務は託児あり
■申 ５月７日晶～２８日晶午前８時３０分～
午後５時１５分（松掌を除く）に直接社
会福祉課（緯〈７１〉２２２３）へ

母子家庭就業支援講習会

■時 ６月４日晶・１８日晶、７月２日晶・
１６日晶・３０日晶、８月６日晶・２０日
晶、９月３日晶・１７日晶、１０月１日
晶・１５日晶・２９日晶、１１月５日晶・
１９日晶、１２月３日晶・１７日晶、来年
１月７日晶・２１日晶、２月４日晶・
１８日晶いずれも午前９時３０分～１１時
（全２０回）
■場 北部福祉センター
■講 広瀬 佳  代  子 氏

か よ こ

■対 ６０歳以上の人、障害者
■定 ２５人（先着順）
■申 ５月１８日昇午前９時から直接同セン
ター（緯〈９７〉５０００）へ
　※午前９時の時点で定員を超えた場
合は抽せん。

楊名時太極拳講座

■場 ■問 同クラブハウス（緯〈９２〉７１１２）
■他 入園料別途。都合により変更する場合があります。詳細はお問い合わせく
ださい。
ジェルキャンドル教室　　　　　　
■時 ５月１５日松・１６
日掌午前１０時か
ら
■定 各１００人（当日先
着順）
■￥ １２００円から
いちご大福教室　　　　　　　　　
■時 ５月１５日松・１６日掌午前１１時、午
後１時・２時３０
分
■定 各１５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

パン教室（動物あんパンとデニッシュ）
■時 ５月１５日松・１６日掌・２２日松午後
１時・２時３０分、
２９日松午後１時、
３０日掌午後３時
■定 各４８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

米粉クッキー教室　　　　　　　　
■時 ５月２２日松・２３日掌・２９日松・３０
日掌午前１１時、午後１時・２時３０
分
■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

フォトスポットツアー　　　　　　
■時 ５月２２日松午後１時３０分
■内 デンパークの見所を案内しながら
撮影の技術を指導
■講 鶴田 郁  夫 氏（フォトマスターＥＸ）

いく お

■定 ２５人（当日先着順）
■￥ １３００円

樹脂粘土教室　　　　　　　　　　
■時 ５月２２日松・２３日掌午前１０時から
■定 各５０人（当日先着順）
■￥ ５００円から

アートフラワー教室（アジサイ）　　
■時 ５月２９日松午前１０時から
■定 ５０人（当日先着順）
■￥ ５００円から

特別講座「アロマテラピー」～フレグ
ランス・スティックの作成
■時 ６月１４日捷午後１時３０分
■講 内藤 満  里  子 氏

ま り こ

■定 ２０人（先着順）
■￥ ２５００円
■申 ５月１９日昌午前９時３０分から同ク
ラブハウスへ

特別講座「寄せ植え」～観葉植物の寄
せ植え
■時 ６月１１日晶午前１０時
■講 野正 美  保  子 氏

み ほ こ

■定 ２０人（先着順）
■￥ ３５００円
■申 ５月１９日昌午前９時３０分から同ク
ラブハウスへ
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■場 ■問 堀内公園（緯〈９９〉５９４７）
母の日記念抽せん会　　　　　　　　
■時 ５月８日松・９日掌午前１０時
■内 お母さん限定の抽せん会。当日遊具
利用券が当たります
■対 子ども連れの女性
■定 各３００人（先着順）
じゃんけん大会　　　　　　　　　　
■時 ５月１５日松・１６日掌・２２日松・２３日
掌午前１１時、午後２時
■内 じゃんけんで勝った人に景品を贈呈
■対 小学生以下
■定 各１００人（先着順）
こいのぼりの絵展示会　　　　　　　
■時 ５月１８日昇～３０日掌午前９時～午後
４時３０分（捷を除く）
■場 同園展示棟
■内 園内のこいのぼりを描いた絵を展示

堀内公園の催し

■時 ５月１５日松・１６日掌・２２日松・２３日
掌・２９日松・３０日掌

■内 開苑時間を午後７時まで延長（入苑
は午後６時３０分まで）
■￥ 入苑料１００円（中学生以下は無料）
■場 ■問 丈山苑（緯〈９２〉７７８０）

■場 ■問 歴史博物館（緯〈７７〉６６５５）

歴博講座　　　　　　　　　　　　　
■時 ５月１５日松午後２時
■内 近世三河の俳諧
映画会「懐かしの日活映画特集②」　　
■時 ５月２３日掌午前１０時、午後２時
■内 洲崎パラダイス赤信号　監督獅川島
雄三　出演獅新珠三千代ほか

丈山苑週末春の宵開苑

歴史博物館の催し

■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。

■問 安城文化協会（緯〈７４〉６０６６）
文芸・技芸・趣味展　　　　　　　　
■時 ５月１４日晶～１６日掌午前９時～午後
５時（１６日は午後４時まで）
■場 文化センター、市民会館
■内 ちぎり絵・創作帯結び・アートフラ
ワー・植物・くみひも・茶会・俳句・
短歌・華道・俳画・愛石
芸能まつり　　　　　　　　　　　　
■時 ５月１５日松正午～午後３時、１６日掌

午前１０時～午後３時４０分
■場 文化センター
■内 箏曲・尺八・民踊・フラダンス・民
謡・日本舞踊・津軽三味線・謡曲・
コーラス・大正琴・詩吟・マジック
美術展（前期）　　　　　　　　　　　
■時 ５月１８日昇～２３日掌午前９時～午後
５時（１８日は午後１時から、２３日は
午後４時まで）
■場 市民ギャラリー
■内 日本画・水墨画・洋画・書
美術展（後期）　　　　　　　　　　　
■時 ５月２５日昇～３０日掌午前９時～午後
５時（２５日は午後１時から、３０日は
午後４時まで）
■場 市民ギャラリー
■内 日本画・洋画・書・陶芸・工芸・写
真

■内 ■時 ５月といえばこどもの日獅２日掌・
９日掌午後１時３０分・３時　うしか
いさんって、牛を飼ってるの？獅１６
日掌・２３日掌午後１時３０分・３時、
３０日掌午後１時３０分　安プラスペ
シャル（全編生解説）獅３０日掌午後３
時
　※毎松・抄午後１時３０分、３時から
の投映でも生解説あり。
■場 ■問 文化センター（緯〈７６〉１５１５）

プラネタリウム
５月の生解説

文協祭

■時 毎週松午前１０時～１１時３０分
■場 市民交流センター（大東町）
■内 初心者から上級者までの会話練習と、
ひらがな・漢字の読み方・書き方
■￥ １回１００円
■他 日本語を教えるボランティアも募集。
教室では、日本語で教えます
■申 捷～晶午前９時～午後５時（抄を除
く）に市民活動課（緯〈７１〉２２１８）へ

日本語教室

■時 ７月３日松午前８時～午後１時（予備日２４日松）
■場 矢作川新幹線鉄橋北～藤井公園東の矢作川 堰 （約４．５㎞）

せき

■内 趣向をこらし、
自ら手作りした
イカダで川を下
ります
■対 小学３年生以上
（２～５人 で１
艇。小・中学生
の参加には制限
あり）
■定 ５０艇（先着順）
■￥ １艇１５００円
■他 ６月１９日松午後１時３０分から事前説明会を開催
■申 ５月１５日松～６月１３日掌（捷を除く）に桜井公民館（緯〈９９〉３３１３）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（緯

〈６３〉０１３５）
小児・乳児応急手当講習会　　　　　
■時 ５月１５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、

そ せい

のどに異物が詰まった時の処置
■定 ２０人（先着順）
■申 ５月５日抄午前９時から同署救急係
　（緯〈２３〉１２９９）へ
普通救命講習会Ⅰ　　　　　　　　　
■時 ５月１６日掌午前９
時～正午
■場 知立消防署
■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 ５月５日抄午前９時から同署救急係
　（緯〈８１〉４１４４）へ

救命講習会

■場 市スポーツセンター
■￥ 施設利用料
■申 ５月５日抄～開催日前日の午前９時
～午後８時（捷を除く）に同センター
（緯〈７５〉３５４５）へ
ＧＯ!!サマー☆シェイプアップ教室　
■時 ６月２日昌・９日昌・１６日昌・２３日
昌午後１時３０分～２時３０分（全４回）
■内 バランスボールを使った運動
■対 １８歳以上の女性
■定 １０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
スポエクおやこ水泳教室（４～６歳児）
■時 ６月９日昌・１６日昌午後４時～５時
（全２回）
■対 開催日に４～６歳に該当する子ども
とその保護者
■定 １５組３０人（先着順）
■持 水着・水泳帽子
スポエクＷａｔｅｒ水中運動体験会　
■時 ６月１５日昇・２２日昇午後３時～４時
（全２回）
■対 １８歳以上の人
■定 １５人（先着順）
■持 水着・水泳帽子

スポーツセンターの教室

■問 安城消防署予防係（緯〈７５〉２４６０）
危険物取扱者試験　　　　　　　　　
■時 ７月１１日掌・１８日掌

■場 １１日獅名古屋・豊橋市内、１８日獅名
古屋市内
■内 １１日獅甲種・乙種第１～６類、丙種、
１８日獅乙種第４類、丙種
■申 ６月７日捷～１６日昌に願書を郵送か
持参で除消防試験研究センター愛知
県支部へ
※願書は５月２４日捷から安城消防署
で配布。
乙種第４類予備講習会　　　　　　　
■時 ７月１日昭

■場 碧南市文化会館
■定 １５０人（先着順）
■￥ ８０００円（テキスト代含む）
■申 ５月２４日捷から受講料を持って、安
城消防署へ

■時 ■場 下表のとおり

■￥ ４７００円（愛知県証紙により納付）
■申 ６月１日昇～１１日晶に所定の封筒で
郵送
※受講申請書などは５月１４日晶から
各消防署、各県民生活プラザで配布。
■問 鋤愛知県危険物安全協会連合会（緯

０５２〈９６１〉６６２３）、衣浦東部広域連合消
防局予防課（緯〈６３〉０１３７）

講習種別会場講習日 一般特定給油
午後

①

６月２９日昇

午前午後　　３０日昌

午後午前７月１日昭

午前
午後　　２日晶

午前午後　　６日昇

午前
午後　　７日昌

午前
午後　　８日昭

午前午後　　９日晶

午後午前②　　１４日昌

午後午前③　　１６日晶

午前午後④　　２１日昌

午前午後⑤　　２３日晶

午後午前⑥　　３０日晶

①ウィルあいち　②ライフポートとよ
はし　③稲沢市民会館　④高浜市立中
央公民館　⑤刈谷市産業振興センター
⑥大府市勤労文化会館
給油獅給油取扱所　特定獅特定事業所

危険物取扱者保安講習会
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■時 ５月２２日松午前９時（商品がなくな
り次第終了）
碧海信用金庫本店前会場（御幸本町）　
■内 地元産野菜の販売・調理法のアドバ
イス
■問 農務課（緯〈７１〉２２３３）
クリエーションプラザ会場（御幸本町）
■内 一色漁港で水揚げされた新鮮な魚介
類や海産物の販売
■問 商工課（緯〈７１〉２２３５）、クリエーショ
ンプラザ（緯〈７２〉５００２）

交流広場会場（御幸本町）　　　　　　
■内 地元産野菜や米粉パンなどの販売
■問 商工課（緯〈７１〉２２３５）、クリエーショ
ンプラザ（緯〈７２〉５００２）

危険物取扱者試験・
予備講習会

■時 ５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 ６月１日昇の申請から
■内 新指定地区獅額田郡幸田町、三重県桑名市・鈴鹿市
■申 宿泊日の３日前まで（３日前に当たる日が松掌抄承、年末年始の場合はそ
の直前の日）に、申請書を商工課か桜井・南部支所、北部出張所へ。詳細
は、本紙４月１日号をご覧ください
■問 商工課（緯〈７１〉２２３５）

鈴鈴鹿バルーンフェスティバ鈴鹿バルーンフェスティバルル六華六華苑苑（桑名市（桑名市））

今月のまちなか産直市
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■時 ５月１２日昌～１７日捷

■内 エコと自然の
大切さを体感。
「超小型ビオ
トープ」や「木
工立体オブ
ジェ」などを
展示
■￥ 入園料
■場 ■問 デンパーク（緯〈９２〉７１１１）
クワガタをおうちに招こう　　　　　
■時 ５月１５日松・１６日掌午後２時
■内 クワガタなどの昆虫が生息しやすい
小型箱庭作り
■対 小学生以下の子とその保護者
■定 各１０組（先着順）
■申 ５月５日抄午前９時から森部豊さん
（緯〈７７〉７９９２）へ

デンパーク「パンゲア・ラ
イフ・サミット２０１０」

　５月５日はこどもの日。この機会に
家族で団らんしましょう。
■内 学校を通じて、市内小・中学生にデ
ンパーク無料入園券を配布　有効期
限獅６月３０日昌

■他 市内在住で、市外小・中学校に通学
している子で、届かない場合は、連
絡してください
■問 青少年の家（緯〈７６〉３４３２）

家族でデンパークへ行こう

　茶臼山高原（長野県根羽村）、作手高
原（新城市）野外センターの利用受け付
けを開始します。
■内 利用可能日獅下表のとおり

■￥ 昼間利用（※）獅大人１００円、小・中
学生５０円、１泊利用獅大人２００円、
小・中学生１００円
　※午前１０時～午後４時３０分。
■他 管理棟の貸し出しは原則不可
■申 ５月１５日松～利用日の１週間前の午
前９時～午後５時（捷を除く）に、所
定の申請書・参加者名簿・利用料金
を持って市体育館（緯〈７５〉３５３５）へ
　※申請書は同館で配布。市外の人は
６月から受け付け。

市野外センターの一般開放
利用受け付け

作手高原茶臼山高原月

１７日捷～３１日捷
２２日松・２３日掌、
２９日松・３０日掌

５

５日松～７日捷、
１２日松～１４日捷、
１９日松～２１日捷、
２６日松～２８日捷

５日松・６日掌、
１２日松・１３日掌、
１９日松・２０日掌、
２６日松・２７日掌

６

３日松～５日捷、
１０日松・１１日掌、
１７日松～２６日捷、
３１日松

３日松～３１日松７

１日掌・２日捷、
７日松～２２日掌、
２８日松～３１日昇

１日掌～３１日昇８

１日昌～６日捷、
１１日松～１３日捷、
１８日松～２７日捷

１日昌～３０日昭９

■時 ■対 ６月６日掌、下表のとおり

■持 母子健康手帳
■他 平成２０年５月生まれ以降の子につい
ては、１０月３１日掌に実施します
■場 ■問 市保健センター（緯〈７６〉１１３３）

対　　象受付時間
平成１９年１１・１２月生ま
れの子

午前９時
～９時４５分

平成２０年１・２月生ま
れの子

午前９時４５分
～１０時３０分

平成２０年３・４月生ま
れの子

午前１０時３０分
～１１時１５分

平成１９年５～１０月生ま
れで、昨秋のフッ化物
塗布が未実施の子

午前１１時１５分
～１１時３０分

２歳児の歯科健診・
フッ化物（フッ素）塗布

■時 ６月８日昇午後１時３０分～３時３０分
■場 衣浦東部保健所安城保健分室
■内 懇談会「精神科医師を囲んで」
■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
■定 ２０人（先着順）
■申 ５月６日昭から衣浦東部保健所健康
支援課（緯〈２１〉４７７８）へ

精神保健福祉家族教室

■時 ５月２８日晶午前１０時３０分～１１時３０分
■場 マーメイドパレス
■対 １８歳以上の人
■定 ２０人（先着順）
■￥ ５００円
■持 運動のできる服装・タオル・靴下ま
たは足袋
■他 託児あり（生後６か月～未就園児、
先着１０人）
■申 ５月１１日昇午前１０時からマーメイド
パレス（緯〈９２〉７３５１）へ

日本舞踊フィットネス
ＮＯＳＳ体験会

　５月３１日捷は、自動車税の納期限で
す。４月１日現在で自動車を所有する
人へ、納税通知書を送付します。県税
事務所や金融機関、コンビニエンスス
トアなどで納付してください。
　名義変更や廃車手続きを他人に依頼
した自動車の納税通知書が届いた場合
は、手続きが３月末までにされていな
い可能性があります。また、転居など
で納税通知書が届かないときは、ご連
絡ください。
■問 県西三河県税事務所（緯０５６４〈２７〉
２７１２）

自動車税の納税を忘れずに



■時 ５月２８日晶～
６月２５日晶

　※午後９時ま
で夜間照明を
します。
■場 油ヶ渕遊園地・応仁寺境内一帯（碧
南市油渕町）
■問 碧南市商工課（緯〈４１〉３３１１）
観光写真撮影会　　　　　　　　　　
■時 ６月５日松

銘木工芸展・草木染・藍染展　　　　
■時 ６月５日松・６日掌・１２日松・１３日掌

油ヶ淵写生大会・ミニＳＬ乗車会　　
■時 ６月６日掌（雨天の場合１３日掌に順
延）

にしばた哲学の小径俳句ing 　　　　
■時 ６月６日掌

お茶会　　　　　　　　　　　　　　
■時 ６月６日掌・１３日掌

民謡の集い　　　　　　　　　　　　
■時 ６月１２日松・１３日掌（雨天中止）
西端商店街主催ミニステージ　　　　
■時 ６月１３日掌（雨天中止）

■内 訪れる多くの人を魅了してきた歴史
と伝説の地「八橋」。美しいかきつば
たの花をご堪能ください。まつり期
間中は、観光ガイドボランティアが、
かきつばた園を案内します。
■時 ５月２６日昌まで
※午後９時まで夜間照明をします。
■場 八橋かきつばた園（知立市八橋町）
■他 ５月１日松～５日抄・８日松・９日
掌、１５日松・１６日掌は駐車場有料。
大型自動車獅１５００円／回、普通自動
車獅３００円／回
■問 知立市経済課（緯〈８３〉１１１１）

史跡八橋かきつばたまつり 知
立

へきなん花しょうぶまつり 碧
南

■内 木の実や貝殻
などを使い、
人形や動物を
作り飾り付け
る、県無形文
化財指定の「吉浜細工人形」。約８００ｍ
の散策コース内に展示しています。
■時 ５月８日松～１０日捷

■場 名鉄三河線吉浜駅前人形小路、柳池
院、宝満寺
人形小路花まつり　　　　　　　　　
■内 ＪＡあいち中央ふれあい市、人形小
路じまん市、スタンプラリーなどの
イベントがあります。
■時 ５月８日松・９日掌

■問 人形小路の会（緯〈５２〉２１１４）

吉浜細工人形展 高
浜

■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 河川愛護に関するテーマについて、
河川を観察し、毎月レポートを提出
活動範囲獅国道２３号矢作川橋から美
矢井橋までの矢作川右岸　任期獅７
月１日昭から１年間　謝金獅月額
４０００円程度
■対 活動範囲近隣に在住の２０歳以上で、
川に接する機会が多く、河川愛護に
関心のある人
■申 ５月２８日晶まで（必着）に、応募用紙
を国土交通省豊橋河川事務所（〒４４１
－８１４９豊橋市中野町字平西１－６）
へ郵送か、ウェブサイト（http://

　www.cbr.mlit.go.jp/toyohashi/）
から申し込み
　※応募用紙は同事務所、市維持管理
課で配布。
■問 国土交通省豊橋河川事務所（緯０５３２
〈４８〉８１０５）、市維持管理課（緯〈７１〉
２２３７）

矢作川河川愛護モニター
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■対 矢作川流域圏で活動をしている、ま
たは活動を予定している個人・市民
団体・ＮＰＯ法人など（個人の場合
は、矢作川流域圏に在住か在勤で満
１８歳以上の人）
■申 ５月１日松～３１日捷（当日消印有効）
に、住所・氏名(団体･法人名)・年
齢・連絡先・応募の動機を応募用紙
に記入し、郵送かファクス、Ｅメー
ルで豊橋河川事務所へ
　※応募用紙は同事務所ウェブサイト、
市土木課で配布。
■問 国土交通省豊橋河川事務所（緯０５３２
〈４８〉８１０７）、市土木課（緯〈７１〉２２３９）

家賃（月額）間取り建設年度部屋番号住宅名
１万２８００円～２万５１００円３ＤＫ昭和４９年Ａ－１０１

 大  山  田 
おお やま だ

 東 （大東町）
ひがし

１万４５００円～２万８４００円３ＤＫ昭和５０年Ｂ－４０６

１万６２００円～３万１９００円３ＤＫ昭和５４年
Ａ－１０５

 飛  越 （明治本町）
とび こし

Ａ－２０３
１万５８００円～３万１１００円３ＤＫ昭和５５年Ｂ－３０３

※単身での申し込み不可。

■申 ５月１０日捷～１４日晶午前９時～午後５時に直接建築課（緯〈７１〉２２４０）へ
■他 抽せんで入居者を決定します。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。

矢作川流域圏懇談会の参加者
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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. 


