
■時 ７月３０日晶午前１０時～午後１時
■場 安城農業技術センター（池浦町）
■内 安城産のいちじくを使った焼き菓子・
デザート作り。安城産の夏野菜を使
ったカレーライス、スイカ割り、ク
イズもあります

■対 市内の小学生とその保護者（３歳以
上の子の同伴可）

■定 １５組（先着順）
■￥ １人５００円
■持 エプロン、マスク、三角巾、タオル、
水筒、必要に応じ持ち帰り用容器

■申 ７月６日昇～１５日昭午前８時３０分～
午後５時１５分（松掌を除く）に電話で
農務課（緯〈７１〉２２３３）へ

■時 ７月１７日松

午後１時３０
分～３時

■内 丈山苑内に
ある石川丈
山石碑の解
説と勉強会

■講 神谷 宣  行 氏（市文化財保護委員）
のぶ ゆき

■￥ 入苑料１００円（中学生以下は無料）
■場 ■問 丈山苑（緯〈９２〉７７８０）

■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。詳細は問い合わせて
ください。
ジェルキャンドル教室　　　　　　　
■時 ７月１７日松～１９
日抄午前１０時か
ら

■定 各５０人（当日先
着順）

■￥ １２００円から
手作りアイスクリーム教室　　　　　
■時 ７月１７日松～１９日抄・２４日松・２５日
掌午前１０時３０分・１１時３０分、午後１
時・２時・３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
手作りパン教室　　　　　　　　　　
■時 ７月１７日松～１９
日抄・２４日松・
２５掌午後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
ガラス細工教室　　　　　　　　　　
■時 ７月２４日松・２５日掌午後１時・２時・
３時

■内 ストラップ・イヤリング作り
■定 各８人（当日先着順）
■￥ １０００円から
フォトマスターＥＸ写真講座　　　　
■時 ８月１３日晶・２７日晶午前１０時（全２
回）

■講 鶴田 郁  夫 氏
いく お

■定 ２０人（先着順）
■￥ ２４００円
■申 ７月１４日昌午前９時３０分から同クラ
ブハウスへ

■申 ７月７日昌午前９時から電話で市子
育て支援センター（緯〈７３〉６３３６）へ

■他 １人１講習まで
親子遊び講習会　　　　　　　　　　
■時 ８月５日昭午前１０時～１１時３０分
■場 昭林公民館
■内 ママと楽しく体で遊ぼう
■講 戸田とみ子氏（サンフェローズ代表）
■対 乳幼児とその保護者
■定 ４０組（先着順）
■持 運動のできる服装、バスタオル
子育て何でも相談広場　　　　　　　
■時 ９月６日捷午前１０時～１１時３０分
■場 市子育て支援センター（錦保育園）
■内 入園を控えての子育て
■対 乳幼児とその保護者
■定 １５組（先着順）
■他 託児あり
育児講習会　　　　　　　　　　　　
■時 ９月１６日昭午前１０時～１１時３０分
■場 昭林公民館
■内 子どもとのコミュニケーション
■講 中野 雪  乃 氏（親業インストラクター）

ゆき の

■対 乳幼児の保護者
■定 ３０人（先着順）
■他 託児あり

子育て支援センターの
催し・講座

デンパーククラブハウスの
教室・講座

詩碑の散歩道
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親子お菓子作り

■時 ８月１日掌午前９時３０分～午後１時
■場 文化センター
■内 安城産の米を使った箱ずしづくり
■対 小学生以上の子とその父親
■定 １２組（定員を超えた場合は抽せん）
　※１組３人まで。
■￥ １人３００円
■申 ７月１日昭～９日晶午前８時３０分～
午後５時１５分（松掌を除く）に市民活
動課（緯〈７１〉２２１８）へ

絶品！パパとつくる手づく
り箱ずし

■時 ８月１日掌午前９時１５分～午後３時
■場 市スポーツセンター
■内 種目獅下表のとおり

■対 市内在住・在勤・在学のアマチュア
競技者

■￥ １００円（市内在学の小・中学生は無料）
■他 公共交通機関、乗り合わせでお越し
ください

■申 ７月２日晶～１８日掌午前９時～午後
５時（捷を除く）に所定の申込書を持
って市体育館（緯〈７５〉５１８２）へ
　※申込書は、同館、ＮＰＯ法人安城
市体育協会、同協会ウェブサイト、
市スポーツセンター、マーメイドパ
レスで配布。

女　子男　子部
５０ｍ自・平・背５・６年

小学生
２００ｍリレー

１００ｍ自・平・背
４００ｍリレー中学生

５０ｍバタ１００ｍバタ
１００ｍ自・平・背

・バタ
４００ｍリレー

１６歳以上
（高校生・
大学生含む）

５０ｍ自・平・背
２００ｍリレー

２０歳以上
（大学生含む）

５０ｍ自・平・背３０歳以上
２５ｍ自・平
５０ｍ自・平

４０歳以上
５０歳以上

安城選手権大会
夏季水泳競技会

■時 ８月２２日掌午前８時４５分
■場 東山動植物園（雨天時は行き先を変
更する場合あり）

■対 市内在住ひとり親家庭の子とその親
■定 ４０人（先着順）
■￥ １人１３００円（３歳以下は無料）
■申 ７月４日掌～２０日昇に参加者の氏名・
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
　※４日午前８時～正午のみ電話受付
可。

■問 社会福祉課（緯〈７１〉２２２３）

ひとり親家庭
「おやこバス旅行」

■時 ７月１１日掌午後６時
■場 集合場所獅市総合運動公園芝生広場
（青少年の家前）

■内 種目獅１５００杓（一般男子）、３０００杓（一
般女子）、５０００杓（一般男女、４０歳以
上男子、５０歳以上男子）

■￥ ３００円
■申 当日会場で受け付け
■問 市体育館（緯〈７５〉５１８２）

市町村対抗駅伝代表予選会

■場 ■問 堀内公園（緯〈９９〉５９４７）
「水の舞台」開放　　　　　　　　　　
■時 ７月６日昇～８月３１日昇（捷、７月
２０日昇を除く。ただし、７月１９日抄

は開放）　昇～昭獅午前１０時～午後
４時　晶～掌、７月１９日獅午前１０時
～午後５時
　※天候などで中止する場合あり。
■対 小学生以下（未就学児の子は、１８歳
以上の保護者同伴。おむつ利用の子
は利用不可）

模擬店　　　　　　　　　　　　　　
■時 ７月１７日松～１９日抄午前１０時から
■内 射的・スーパーボールすくい・千本
引き

■定 各１００人（先着順）
■￥ １回１００円
作って遊ぼう紙飛行機教室　　　　　
■時 ７月１７日松～２５日掌午前１０時から
（２０日昇を除く）

■対 小学生以下
■定 各２００人（先着順）
スタンプラリー　　　　　　　　　　
■時 ７月２７日昇～３１日松午前９時～午後
４時

■内 ４つの有料遊具に乗ってスタンプを
集めた人に粗品を進呈

■対 小学生以下（１８歳以上の保護者同伴）
■定 各１００人（先着順）
■￥ 遊具利用料

■時 ７月２５日掌午前１０時、午後２時
■内 泥だらけの純情　監督獅中平康、出
演獅吉永小百合ほか

■場 ■問 歴史博物館（緯〈７７〉６６５５）

■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。

堀内公園の催し
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　出演団体が、協力して
つくり上げる手作りの演
劇祭です。日ごろの練習
の成果を発表しましょう。
■時 来年２月６日掌（応募
状況により２月５日松

も開催）
■場 文化センター
■申 ７月３１日松までに、代
表者の住所・氏名、団
体名、電話・ファクス
番号を記入し、郵送か
ファクスで市民会館（〒４４６－００４１桜町１８－２８／胃〈７５〉１１５２／緯〈７５〉１１５１）
へ

■時 ７月１７日松・２４日
松・３１日松午前１０
時～１１時３０分

■場 安祥閣
■対 女性
■￥ １回５００円
■申 希望開催日の前日までに安祥閣（緯

〈７４〉３３３３）へ

浴衣着付教室

映画会
「懐かしの日活映画特集」

■内 ■時 梅雨の雨はアリアドネ姫の涙かも
かんむり座獅４日掌・１１日掌午後１
時３０分・３時　きゃふばいぼし獅１８
日掌・２５日掌午後１時３０分・３時

　※毎松・抄の午後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
７月の生解説

■時 ７月１５日昭午後２時３０分～４時
■場 市教育センター
■内 動かそうセントレアへの道
■講 山本 勝  子 氏（知多半島総合研究所副

かつ こ

所長・知多ソフィア観光ネットワー
ク代表）

■問 企画政策課（緯〈７１〉２２０４）

中部国際空港アクセス
講演会

■場 ■問 マーメイドパレス（緯〈９２〉７３５１）
スイカの種飛ばし大会　　　　　　　

■時 ７月１１日掌午前１１時
■内 小学生未満・小学生の部獅的に向か
って種飛ばし　一般の部獅飛距離を
競う種飛ばし

■定 小学生未満の部獅３０人、小学生低学
年（１～３年生）の部獅３０人、高学年
（４～６年生）の部獅３０人、一般の部
（中学生以上）獅男女各１０人（いずれ
も先着順）

■￥ 施設使用料
■他 終了後、プール利用者へスイカの試
食会あり（無くなり次第終了）

■申 当日午前１０時３０分から屋外プールサ
イドへ

夏期利用時間延長　　　　　　　　　
■時 ７月１７日松～８月３１日昇　プール獅

午前１０時～午後８時　トレーニング
ルーム獅午前１０時～午後９時（いず
れも入場は３０分前まで）
早得キャンペーン　　　　　　　　　
■時 ７月１７日松～１９日抄

■内 くじをひき、当たりがでたら無料招
待券を進呈

■対 プール利用者
■定 各１００人（先着順）
フラダンスショー　　　　　　　　　
■時 ７月１９日抄午後１時
■内 地元フラダンスサークルのショー

マーメイドパレスの催し

■時 ７月１１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 ７月２２日昭午後１時３０分～３時１５分
■内 新教育課程が目指す教育の実現に向
けて

■講  　  階  玲  治 氏（教育創造研究センター
たか しな れい じ

所長・北海道教育大学特任教授）
■定 ２００人（当日先着順）
■場 ■問 教育センター（緯〈７５〉１０１０）

■時 ８月４日昌・２６日昭午前１０時～午後
１時３０分

■場 文化センター
■内 献立獅ライスフィッシュバーガー、
ラタトゥーユスープ、フルーツのヨ
ーグルトソースかけ

■講 ヘルスメイト（市健康づくり食生活
改善協議会会員）

■対 小学生
■定 各１６人（先着順）
■￥ ３００円
■持 エプロン、三角巾またはバンダナ、
筆記用具、子ども用スリッパまたは
上履き

■申 ７月５日捷～１２日捷午前８時３０分～
午後５時（松掌を除く）に電話で市保
健センター（緯〈７６〉１１３３）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 ７月１７日松午前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 ２０人（先着順）
■申 ７月５日捷午前９時から同署救急係
（緯〈５２〉１１９０）へ
普通救命講習会Ⅰ　　　　　　　　　
■時 ７月１８日掌午前９時
～正午

■場 刈谷消防署
■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日捷午前９時から同署救急係
　（緯〈２３〉１２９９）へ

救命講習会
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こども料理教室

■時 ７月２３日晶午後１時３０分～３時
■場 総合福祉センター
■内 子どもと高齢者がいっしょに活動。
おしゃべりや工作、わらびもち作り
など

■対 ■定 市内在住の６０歳以上の人獅１５人、
小・中学生獅２０人（いずれも先着順）

■申 ７月３日松午前９時から直接同セン
ターへ（電話受け付けは午後１時か
ら）

■問 総合福祉センター（緯〈７７〉７８８８）

いっしょに楽しく
お菓子作り

■場 埋蔵文化財センター
■対 市内在住・在学の小学４年生～高校
生

■定 各２０人（先着順）
■￥ １講座３００円
■申 ７月６日昇午前９時から電話で歴史
博物館（緯〈７７〉４４７７）へ
縄文の布を編む　　　　　　　　　　
■時 ７月２４日松午後１時～４時
■内 縄文人が作っていた布を編んでみよ
う！
貝輪をつくる～縄文ブレスレット～　
■時 ７月３１日松午後１時～４時
■内 おしゃれな縄文人の貝殻ブレスレッ
トを作ろう！
石器をつくる　　　　　　　　　　　
■時 ８月６日晶午後１時～４時
■内 獲物を仕留めるために作られた矢じ
りを作ろう！
勾玉（まがたま）をつくる　　　　　　
■時 ８月１１日昌午後１時～４時
■内 石を削ってオリジナルの勾玉を作ろ
う！

子ども考古学講座

■時 ７月２４日松午前９時（商品がなくな
り次第終了）

■問 商工課（緯〈７１〉２２３５）、クリエーショ
ンプラザ（緯〈７２〉５００２）

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
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

今月のまちなか産直市

■場 ■問 デンパーク（緯〈９２〉７１１１）
ハスまつり　　　　　　　　　　　　
■時 ７月１７日松～８
月２日捷午前９
時３０分～午後５
時（昇を除く）

　※７月１７日～１９
日は午前６時か
ら。入園は正面
ゲートからのみ。

■内 ハスやスイレン
を観賞。蓮花茶のふるまい、ハスの
葉帽子・象鼻杯の体験もあります

■￥ 入園料、象鼻杯体験希望者は別途
２００円
不思議の森秘密基地づくり　　　　　

■時 ７月２４日松午前９時３０分～正午
　※雨天の場合は２５日掌に変更。
■対 小学生以下の子とその保護者
■定 ２０組（先着順）
■申 ７月５日捷～１８日掌午前９時～午後
６時（昇を除く）にデンパーク（緯〈９２〉
７１１１）へ

デンパークの催し

■時 ８月１８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１０月～来年２月）
の人
　※家族の参加も可。
■定 ２４人（先着順）
■￥ ４００円
■申 ７月５日捷～８月１１日昌午前８時３０
分～午後５時１５分（松掌抄を除く）に
市保健センター（緯〈７６〉１１３３）へ

マタニティクッキング

教育センター
開所記念講演会

■時 ９月１４日昇まで
■内 大規模小売店舗において小売業を行
う者の氏名または名称の変更　店舗
名称獅エイデン安城店（三河安城東
町）

■場 ■問 県商業流通課（緯０５２〈９５４〉６３３８）、
市商工課（緯〈７１〉２２３５）

　７月１７日松は、機器更新作業のため、
固定資産税に関する証明発行はできま
せん。所得・納税に関する証明発行の
みとなりますので注意してください。
■問 市民税課（緯〈７１〉２２１３）

　受給者証の有効期限は７月３１日松で
す。更新の対象者へ、７月上旬に申請
書を送付します。必要事項を記入し、
提出してください。受け付け後、新し
い受給者証を送付します。
■対 所得制限あり（下表参照）
　※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１５万円を
下記限度額に加算します。

■問 国保年金課（緯〈７１〉２２３２）

　８月１日掌から、父子家庭の父親へ
児童扶養手当を支給します。１１月３０日
昇までに申請をしてください。現在父
子家庭の人は、８月１日以前でも申請
ができます。また、県遺児手当・市遺
児手当を受給していて、児童扶養手当
の支給要件に該当する人は、改めて申
請が必要です。
　なお、受給には、家庭状況や所得の
審査があります。支給要件など、事前
に問い合わせてください。
■問 社会福祉課（緯〈７１〉２２２３）

大規模小売店舗立地法に係
る届出書の縦覧

固定資産税に関する証明発
行を休止

◆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

母子家庭等医療費受給者証
の更新

父子家庭へ児童扶養手当を
支給

■時 ９月５日掌・１２日掌

■場 名古屋市内
■申 ７月２６日捷～８月４日昌に、申込用
紙を持参か郵送で除消防試験研究セ
ンター愛知県支部（〒４６１－００１１名古
屋市東区白壁１－５０／緯０５２〈９６２〉
１５０３）へ
　※電子申請も可。受付期間獅７月２３
日晶午前９時～８月１日掌午後５時。
詳しくは、同ウェブサイトを参照。
　※申込用紙は、７月１２日捷から衣浦
東部広域連合消防局予防課（緯〈６３〉
０１３６）、安城消防署（緯〈７５〉２４５８）で配
布。

消防設備士試験

■内 １８ページ「７月のイ
ベントガイド」中部
児童センターの催し
獅誤：アンサンブル
ドルチェ、午前１０時
３０分～１１時　正：弦
楽アンサンブル・ド
ルチェ、午前１０時２０分～１１時３０分

■問 文化センター（緯〈７６〉１５１５）

　ホール舞台機構改修工事のため、次
の期間、ホールの利用はできません。
■時 来年２月８日昇～３月１０日昭

■問 文化センター（緯〈７６〉１５１５）

文化センターマツバホール
を改修

生涯学習情報誌「あんてな」
夏号のお詫びと訂正

　中部地域包括支援センターの相談機
能充実のため、１０月から、２階会議室
は利用できません。
　代わりに、１階機能回復訓練室を多
目的室とし、１０月から貸し出しします。
■内 ■￥ 別表のとおり

予約受け付け開始日諮福祉団体利用者
獅７月１日昭、一般利用者獅８月１日
掌

■問 社会福祉課（緯〈７１〉２２２４）

料金時間区分
５４０円午前９時～正午午前
６４０円午後１時～４時３０分午後
８１０円午後５時３０分～９時夜間
１６３０円午前９時～午後９時終日

中部福祉センター貸し出し
部屋を変更

◆◆◆衣浦東部広域連合ＮＥＷＳ◆◆◆

　平成２２年第１回衣浦東部広域連合議会臨時会を、５月２７日に開催しました。
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、議長に近藤 正  俊 議員を、副議長に内藤

まさ とし

 皓  嗣 議員を選出しました。引き続き、広域連合副長・監査委員（議会選出）の
こう し

人事案件に同意しました。また、衣浦東部広域連合職員の勤務時間、休暇等
に関する条例の一部を改正する条例の制定、衣浦東部広域連合職員の育児休
業等に関する条例の一部を改正する条例の制定、水槽付き消防ポンプ自動車
購入に伴う財産の取得の３議案を可決しました。

〈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）
安城市選出獅石川 忍 

しのぶ

、武田 文  男 、都築 國  明 、
ふみ お くに あき

　　　　　　近藤 正  俊 、土屋 修  美 
まさ とし おさ み

碧南市選出獅三島 博 、原田ちよ子
ひろし

高浜市選出獅北川 広  人 、
ひろ と

内藤 皓  嗣 
こう し

●正副議長
議長／近藤正俊（安城市）
副議長／内藤皓嗣（高浜市）
●同意された人事
広域連合副長／大嶌 誠  司 （刈谷市副市長）

せい じ

監査委員（議選）／渡辺 周 
しゅう

 二 （刈谷市）
じ

■問 総務課（緯〈６３〉０１３１）
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■問 豊田市商業観光課（緯０５６５〈３４〉６６４２）
■他 当日は混雑が予想されるため、公共
交通手段を利用してください
おいでんファイナル　　　　　　　　

■時 ７月２４日松午後４時～８時３０分
■場 名鉄豊田市駅前通り一帯
■内 テーマ曲にあわせて、パレード型で
踊ります。「マイタウンおいでん」で
選出された踊り連が、「魅せる踊り」
で真夏の夜を盛り上げます

花火大会　　　　　　　　　　　　　
■時 ７月２５日掌午後７時１０分～９時
　※荒天、河川増水時は中止。
■場 矢作川河畔（白浜公園一帯）
■内 スターマイン、仕掛け花火、メロ
ディ花火、ナイアガラ 大  瀑  布 など約

だい ばく ふ

１万２０００発の花火が夜空を彩ります

■時 新楽獅７月３１日松午後５時１０分
　本楽獅８月１日掌午後５時３０分
■場 秋葉社・広小路周辺
■内 県指定無形民俗文化財で、２３０年以
上の歴史がある伝統的な祭りです。
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 に合わせて

はや し

舞います
■問 刈谷市観光協会（緯〈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。

万燈祭（まんどまつり） 刈
谷

豊田おいでんまつり 豊
田

■時 ７月１６日晶～１８日掌

■場 中心市街地一帯
■問 西尾市商工課（緯０５６３〈５６〉２１１１）
祇園祭　　　　　　　　　　　　　　

■時 ７月１７日松午後５時～１０時
■内 ３００年以上にわたり受け継がれる祇
園祭。大名行列をはじめ、みこしや
獅子舞が、時代絵巻さながらに市街
地を練り歩きます

踊ろっ茶・西尾錘　　　　　　　　　
■時 ７月１８日掌午後５時３０分～８時３０分
■内 たくさんのグループが、趣向を凝ら
した衣装や踊りでまつりのフィナー
レを飾ります

西尾まつり 西
尾

■時 ７月１７日松～８月２９日掌午前１０時～
午後６時（捷、７月２０日昇を除く。
ただし、７月１９日抄は開館）

　※入館は午後５時３０分まで。
■内 １６０９年～幕末の２５０年間におよぶ日
本とオランダの交流の歴史を、両国
の博物館・美術館が所蔵する絵画・
工芸・歴史・考古資料などで紹介

■￥ 一般１０００円、小・中学生５００円
　※障害者手帳所有者とその介助者は
無料。

■場 ■問 岡崎市美術博物館（緯０５６４〈２８〉
５０００）

日蘭通商４００周年記念展「阿蘭
陀（オランダ）とＮＩＰＰＯＮ」

岡
崎

■内 保存会への活動援助・実演披露によ
る普及・後継者育成など。入会者へ
三河万歳の絵柄入り手ぬぐいを進呈

■￥ 年会費諮普通会員獅１０００円、特別会
員獅３０００円以上

■申 年会費を持って歴史博物館（緯〈７７〉
６６５５）へ

　男女共同参画社会の実現に向け、取
り組みや課題などを話し合う会議です。
■時 １０月１日晶・２日松

■場 京都市
■対 今年４月１日現在、市内在住・在勤・
在学の満２０歳以上で、会議に２日間
とも参加でき、過去会議に参加した
ことのない人

■定 １人
■申 ７月１２日捷までに、所定の応募用紙
に必要事項を記入し、本人が持参し
て市民活動課（緯〈７１〉２２１８）へ
　※応募用紙・募集要領は、同課、市
民活動センター、市公式ウェブサイ
トで配布。

安城の三河万歳後援会会員

日本女性会議２０１０きょうと
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. 


