
　１２月２５日掌までの、入園パスポート
付き講座です。
■場 デンパーク
■申 ８月５日晶午前９時３０分から、同ク
ラブハウス（緯〈９２〉７１１２）へ
押し花講座　　　　　　　　　　　　
■時 ９月８日昭・
２２日昭、１０月
６日昭・２０日
昭、１１月１０日
昭・１７日昭午
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）
■￥ ６０００円（材料費別途）
フラワーアレンジメント講座　　　　
■時 ９月８日昭・２２日昭、１０月６日昭・
２０日昭、１１月１０日昭・１７日昭午後１
時３０分（全６回）

■講 山口秋子氏
■定 ３０人（先着順）
■￥ １万８０００円

デンパーク入園パスポート
付き「花の講座」

芽広報あんじょう　2011.8.1

■時 硬式テニス初級獅９月１日昭～１１月
３日抄の毎週昭　硬式テニス中級獅

８月３１日昌～１１月２日昌の毎週昌、
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
■対 市内在住・在勤・在学で、平成８年
４月１日以前生まれの人

■定 各３０人（抽せん）
■￥ 各２０００円
■申 ８月２１日掌午前８時４５分～９時に受
講料を持って南部公民館（緯〈９２〉
３５２１）へ
※午前９時の時点で定員に達しない
場合は、随時先着順で受け付け。

■場 ■問 堀内公園（緯〈９９〉５９４７）
安城七夕まつり記念子ども無料開放　
■時 ８月５日晶～７日掌

■内 有料遊具の利用料を無料にします
■対 小学生以下
（未就学児は
保護者同伴）

■他 ５日は、各遊
具利用者へ七
夕まつりのう
ちわを進呈
（先着１０人）
写生会　　　　　　　　　　　　　　
■時 ８月９日昇～１４日掌午前９時～午後
４時

■内 堀内公園の風景がモチーフの写生会
■持 鉛筆・絵の具など
■定 ５０人（先着順）
■他 同園管理事務所で配布する画用紙に
描いてください。提出された絵は、
８月１６日昇～３１日昌（捷を除く）に、
同園展示室で展示します

じゃんけん大会　　　　　　　　　　
■時 ８月１４日掌午前１１時
■場 同園芝生広場
■内 スタッフにじゃんけんで勝った人へ、
有料遊具無料券を進呈

■対 小学生以下
■定 ５０人（先着順）

堀内公園の催し 南部公民館後期テニス教室

■時 ９月６日昇～来年１月２４日昇の第１・
３昇午後１時３０分～３時１５分（全１０
回）

■場 西部福祉センター
■対 市内在住の６０歳以上の人（初心者向
け）

■定 １５人（先着順）
　※受け付け開始時に定員を超えた場
合は抽せん。

■￥ １７８５円
■持 ハーモニカ（Ｃ調・複音）
■申 ８月９日昇～９月３日松午前９時～
午後５時に、直接西部福祉センター
（緯〈７２〉６６１６）へ
　※電話申し込み不可。

ハーモニカ入門講座

冷たいスイーツ教室「わらび餅と米
粉のムース」
■時 ８月１１日昭～１４日掌午前１０時３０分
■定 各１８人（当日先着順）
■￥ ７００円から
夏のそば教室　　　　　　　　　　
■時 ８月１２日晶午前１０時３０分
■定 ２０人（先着順、親子などの参加も
可）

■￥ １２００円
■申 ８月５日晶午前
９時３０分から同
クラブハウスへ

ジェルキャンドル教室　　　　　　
■時 ８月１３日松・１４日掌午前１０時
■定 各５０人（当日先着順）
■￥ １２００円
せみとり体験ツアー　　　　　　　
■時 ８月１３日松・１４日掌・２０日松・２１
日掌午前１１時

■定 各２０人（先着順）
■￥ ５００円
■他 虫取り網・カゴは用意します
■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「動物あんパンとデ
ニッシュパン」
■時 ８月１３日松・１４日掌午後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

フォトスポットツアー「夏の夜はウ
ズウズ、そんな写真撮れるかな？」
■時 ８月１３日松午後４時３０分
■講 鶴田 郁  夫 氏

いく お

■定 ３０人（先着順）
■￥ １３００円
■申 当日午前９時３０分から同クラブハ
ウスへ
夜間特別「手作りソーセージ教室」　
■時 ８月１３日松・１４日掌・２０日松・２１
日掌午後５時

■定 各４組
■￥ １組３２００円（入園パスポート会員
は２５００円）

■申 ８月５日晶午前９時３０分から同ク
ラブハウスへ

寄せ植え講座「多肉植物の寄せ植え」
■時 ９月９日晶午前１０時
■内 タブローに飾りをつけて植え込む
■講  野  正  美  保  子 氏

の まさ み ほ こ

■定 ２０人（先着順）
■￥ ３５００円
■申 ８月５日晶午前９時３０分から同ク
ラブハウスへ

フォトマスターＥＸ写真講座「３枚
の残暑見舞い」
■時 ９月９日晶・２３日抄午前１０時（全
２回）

■講 鶴田 郁  夫 氏
いく お

■定 ２０人（先着順）
■￥ ２３００円
■申 ８月５日晶午前９時３０分から同ク
ラブハウスへ

■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

■時 １０月～１２月または来年１月
■内 ■場 パソコン初級獅名古屋・岡崎市内、
パソコン中級獅名古屋・豊橋市内、
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および寡婦で、
全日程に出席できる人

■定 各２０人（ヘルパー２級は３０人。定員
を超えた場合は抽せん）

■￥ 教材費などは自己負担
■申 ８月１日捷～２２日捷午前８時３０分～
午後５時１５分（松掌を除く）に社会福
祉課（緯〈７１〉２２２３）へ

母子家庭就業支援講習会

広報あんじょう　2011.8.1蛾

■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。

　期間中は、営業
時間を午後９時ま
で延長します。
■時 ８月１２日晶～２８
日掌の毎週晶松

掌

■問 デンパーク（緯

〈９２〉７１１１）
入園無料サービス　　　　　　　　　
■対 浴衣を着て来園した人
■定 各１００人（先着順）
ダンシングナイト　　　　　　　　　
■時 ８月１２日晶・１９日晶・２６日晶午後６
時～８時

■内 地元ダンスグループが多数出場
５００発の打ち上げ花火　　　　　　　
■時 ８月１３日松・２０日松・２１日掌・２７日
松・２８日掌午後８時

ゆかたコンテスト　　　　　　　　　
■時 ８月１４日掌　キッズ部門・ファミリ
ー部門獅午後５時、個人部門・カッ
プル部門獅午後７時

デンパーク
サマーフェスティバル

■時 ■内 ９月２５日
掌～１２月１１
日掌の毎週
掌（１０月９
日・１０月３０
日を除く、
全１０回）　
クラス１（基本的な文法、会話）獅午
前９時～１１時　クラス２（場面設定
をした会話練習、文法学習）獅午前
９時～１０時２０分　クラス３（日常生
活に即した会話練習）獅午前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
■定 クラス１獅３０人、クラス２・３獅各
１５人　
　※いずれも先着順。
■￥ 各１０００円
■他 ９月１８日掌に、クラス分けのための
簡単な面接をします

■申 ８月５日晶～９月１５日昭午前８時３０
分～午後５時１５分（松掌を除く）に市
民協働課（緯〈７１〉２２１８）へ
　※団体による申し込みは不可。

日本語教室

■時 ■内 ９月４日掌施地球温暖化の真実、
１８日掌施エネルギー問題を読み解く、
１０月２日掌施生物多様性「光と影」、
１６日掌施世界のエコシティを探索　
いずれも午後１時３０分～３時

■場 環境学習センター「エコきち」
■講 浅井 豊  司 氏（環境カウンセラー）

とよ し

■対 １６歳以上の人
■定 各３０人（定員を超えた場合は抽せん）
■申 ８月５日晶～３１日昌午前９時～午後
９時（捷を除く）に、住所・氏名・電
話番号・参加人数を環境学習センタ
ー「エコきち」（緯〈７６〉７１４８）へ

■問 環境首都推進課（緯〈７１〉２２０６）

大人向けの環境講座

■時 ８月２８日掌午後１時３０分～３時
■内 風呂敷の便利な使い方の実演
■場 環境学習センター「エコきち」
■講 市環境アドバイザー 碧  海 グループ

あお み

■対 小学生とその保護者
■定 １５組（定員を超えた場合は抽せん）
■持 風呂敷（無い場合は、ビニール製風
呂敷を用意します）

■申 ８月５日晶～２３日昇午前９時～午後
９時（捷を除く）に、住所・氏名・電
話番号・学年・参加人数を環境学習
センター「エコきち」（緯〈７６〉７１４８）へ

■問 環境首都推進課（緯〈７１〉２２０６）

環境学習講座「風呂敷で何
でも包んじゃおう！」

　文化庁から借用した日本画を展示し
ます。
■場 市民ギャラリー
■問 市民会館（緯〈７５〉１１５１）
清水由朗「炎源」　　　　　　　　　　
■時 ７月２９日晶～８月１８日昭、９月９日
晶～２９日昭、１１月１１日晶～１２月１日
昭、来年１月２８日松～２月１７日晶

　※休館日を除く。
加藤良造「山水行」　　　　　　　　　
■時 ８月１９日晶～９
月８日昭、９月
３０日晶～１０月２０
日昭、１２月２日
晶～２５日掌、来
年２月１８日松～
３月９日晶

　※休館日を除く。

美術作品を展示 ■時 ８月２９日捷午後２時～４時
■場 衣浦東部保健所（刈谷市）
■内 ひきこもりの理解を深める講話
■講 高野 美  千  代 氏（鶴舞メンタルクリニ

み ち よ

ック臨床心理士）
■対 ひきこもり状態にある人の家族
■定 ４０人（先着順）
■申 ８月５日晶～２６日晶午前８時３０分～
午後５時１５分（松掌を除く）に衣浦東
部保健所（緯〈２１〉４７７８）へ

■問 市保健センター（緯〈７６〉１１３３）

ひきこもり家族教室

■場 ■問 歴史博物館（緯〈７７〉６６５５）
安城の歴史入門⑤　　　　　　　　　
■時 ８月２０日松午後２時
■内 農業から工業へ
森繁久弥特集⑤　　　　　　　　　　
■時 ８月２８日掌午前１０時、午後２時
■内 警察日記　出演獅森繁久弥、三國連
太郎ほか

歴史博物館の催し

■内 ■時 宮沢賢治の星座獅７日掌・１４日掌

午後１時３０分・３時　５千年前に活
躍した星座獅２１日掌・２８日掌午後１
時３０分・３時
　※毎週松午後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）

安城プラネの仲間たち
８月の生解説



■時 ■場 表のとおり
■￥ ４７００円（愛知県証紙により納付）
■申 ９月１日昭～７日昌に所定の封筒で
郵送
　※申請書などは、８月１２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）

危険物取扱者保安講習会

　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）
普通救命講習会Ⅰ　　　　　　　　　
■時 ８月２０日松午前９時～正午
■場 安城消防署北分署
■内 心肺 蘇  生 法（気道確保、人工呼吸、

そ せい

胸骨圧迫）、ＡＥＤの使用法など
■定 ２０人（先着順）
■申 ８月５日晶午前９時から同署救急係
　（緯〈７５〉２４９４）へ
小児・乳児応急手当講習会　　　　　
■時 ８月２７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、
のどに異物が詰まった時の処置

■定 ２０人（先着順）
■申 ８月５日晶午前９時から同署救急係
　（緯〈２３〉１２９９）へ

救命講習会

賀広報あんじょう　2011.8.1

■時 ■内 アーク溶接①施９月１６日晶・１７日
松（全２回）、アーク溶接②（①の修了
者）施９月２３日抄・２４日松（全２回）

■場 県立岡崎高等技術専門校
■定 各１５人（定員を超えた場合は抽せん）
■￥ 各２３００円（①は別途教材費など）
■申 希望講座名・氏名・生年月日・住所・
電話番号・職業を、はがきかＥメー
ルで、アーク溶接①施９月２日晶、
アーク溶接②施９月９日晶までに県
立岡崎高等技術専門校（〒４４４－０８０２
岡崎市美合町平端２４／okazaki-sen
monko@pref.aichi.lg.jp／緯０５６４
〈５１〉０７７５）へ

アーク溶接訓練

■時 ９月８日昭・９日晶午前９時３０分～
午後４時３０分（全２回）

■場 碧南市文化会館
■定 １２０人（先着順）
■￥ ３５００円
■申 ８月２２日捷～２６日晶午前８時３０分～
午後５時に、申込書と証明写真（縦
４尺×横３尺）を持って安城消防署
（緯〈７５〉２４５８）へ
　※申込書は同所・衣浦東部広域連合
ウェブサイトで配布。

甲種防火管理新規講習

■時 ８月２日昇・３日
昌・１０日昌～１２日
晶・１６日昇～１９日
晶・２３日昇～２７日
松・３０日昇・３１日昌午後１時～４時
（受け付けは午後２時まで）

■場 ■問 埋蔵文化財センター（緯〈７７〉４４９０）

土器づくり教室

■問 商工課（緯〈７１〉
２２３５）、クリエ
ーションプラ
ザ（緯〈７２〉５００
　２）
クリエーションプラザ会場（御幸本町）
■時 ８月１３日松・２７日松午前９時（商品
がなくなり次第終了）

■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）　　　　　　
■時 ８月２７日松午前９時
■内 地元産野菜や米粉パンなどの販売

まちなか産直市

アクアビクススクール　　　　　　
■時 ９月１日昭～１１月２４日昭の毎週昭

午後１時～２時（１１月３日抄を除
く、全１２回）

■対 １８歳以上の人（女性向け）
■定 ３０人程度（先着順）
■￥ ５４００円
■持 水着・水泳帽子
生活習慣病予防教室　　　　　　　
■時 ９月３日松・
１０日松・１７
日松・２４日
松午前１０時
３０分～１１時
３０分（全４
回）

■対 １８歳以上の
人（中高年向け）

■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（ペットボトル）
水中運動スクール　　　　　　　　
■時 ９月６日昇～１１月２２日昇の毎週昇

午後３時～４時（全１２回）
■対 １８歳以上の人（女性向け）
■定 １５人程度（先着順）
■￥ ５４００円
■持 水着・水泳帽子

歩くことから始めよう！ウオーキン
グ教室
■時 ９月７日昌・１４日昌・２１日昌・２８
日昌午後１時３０分～２時３０分（全
４回）

■対 １８歳以上の人（中高年向け）
■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（ペットボトル）
アクアビクス体験会　　　　　　　
■時 ９月７日昌・１４日昌午後４時～５
時（全２回）

■対 １８歳以上の女性
■定 １５人（先着順）
■持 水着・水泳帽子
大人水泳スクール　　　　　　　　
■時 ９月７日昌～１１月２３日抄の毎週昌

午後７時～８時（全１２回）
■対 １８歳以上の人
■定 １５人（先着順）
■￥ ６０００円
■持 水着・水泳帽子・ゴーグル
ジュニアスイミング（レベルアップ
編）
■時 ９月１９日抄午前１１時～正午
■対 小学４～６年生の水泳初心者
■定 １５人（先着順）
■持 水着・水泳帽子・ゴーグル

■場 市スポーツセンター
■￥ 施設利用料
■申 ８月６日松～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（緯〈７５〉３５４５）へ

講習種別会場講習日 一般特定給油
午前午後①９月２７日昇

午後午前②　　２９日昭

午前午後③１０月４日昇

午前午後　　５日昌

午後午前④　　７日晶

午前午後⑤　　１３日昭

午後午前　　１４日晶

午前
午後③　　２０日昭

午後午前　　２１日晶

①ライフポートとよはし　②幸田町民
会館　③ウィルあいち　④豊田市民文
化会館　⑤ゆめたろうプラザ（武豊町
民会館）
給油獅給油取扱所　特定獅特定事業所

■問 安城消防署予防係（緯〈７５〉２４６０）
危険物取扱者試験　　　　　　　　　
■時 １０月１０日抄

■場 名古屋市内
■内 乙種全類、丙種
■申 電子申請施８月２６日晶～９月４日掌

に除消防試験研究センターウェブサ
イトから申し込み
　書面申請施８月２９日捷～９月７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、８月１５日捷から安城消防
署で配布。

乙種第４類予備講習会　　　　　　　
■時 ９月２８日昌

■場 文化センター
■定 １５０人（先着順）
■￥ ８０００円
■申 ８月１５日捷からの午前９時～午後５
時（松掌抄を除く）に受講料を持って
安城消防署へ

危険物取扱者試験・
予備講習会
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　手当受給者へ、８月初旬に関係書類
を送付しますので、８月末までに提出
してください。期日までに提出がない
と、手当の支払いができなくなります。
　手当受給には、受給者や生計が同じ
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、児童扶養手当の受給開始後５
年を経過した人などへ、一部支給停止
措置適用除外届出書も同封しますので、
現況届と合わせて提出してください。
提出がないと、手当額が２分の１に減
額されます。
■問 社会福祉課（緯〈７１〉２２２３）

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諮広島獅８月
６日午前８時１５分、長崎獅８月９日
午前１１時２分

■問 人事課（緯〈７１〉２２０３）

原爆死没者の慰霊・恒久平
和を願い黙とうを

　８月中旬に、県から納税通知書を送
付しますので、金融機関・コンビニ・
県税事務所で納付してください。
　納付は、Pay-easy（ペイジー）対応
のインターネットバンキングやＡＴＭ
からもできます（領収証書は発行され
ません）。
■時 納期限施８月３１日昌

■他 納税には口座振替が便利・安全です
■問 県西三河県税事務所（緯０５６４〈２７〉２７１
３）、市市民税課（緯〈７１〉２２１４）

個人事業税第１期分の
納税をお忘れなく

■時 ９月２４日松、１０月１日松・１５日松午
前９時～正午（全３回）

■場 市民交流センター
■内 安城産米を使った料理
■定 ３０人（先着順）
■￥ ３００円
■持 エプロン・三角巾・タオル
■申 ８月５日晶午前９時～９月１日昭午
後５時に古居さん（緯０８０〈５２９５〉７７８２）
へ

■問 農務課（緯〈７１〉２２３３）

米をもっと食べよう講座

　６月３０日までに市社会福祉協議会へ
寄せられた義援金は、８９７０万３１４９円に
なりました。
■問 市社会福祉協議会総務課（緯〈７７〉２９
４１）
６月１６日～３０日受付分／敬称略　　　
　キカ、スイナ、メグミ、ナナミ、リ
ナ、杉浦重雄、杉山武司、光徳運輸㈱、
㈱碧海の大地太陽の味、ユタカ二本木
新町サロン、上条町内会、住吉町内会、
高棚町内会、古井新町町内会、安城市
島根県人会藤記アツ子、安城ハイメゾ
ン管理組合、アンデン労働組合、くり
の木接骨院患者一同、神光寺参拝者一
同、西尾母の会、西三河柔道協会、匿
名、募金箱への多数の寄付者

東日本大震災義援金
ありがとうございます

■時 ８月１日捷～１０日昌

■内 重点項目施子どもと女性が被害者と
なりやすい犯罪の防止、住宅侵入盗
の防止、自転車盗及び自転車関連窃
盗の防止、振り込め詐欺の被害防止

■問 市民安全課（緯〈７１〉２２１９）

夏の安全なまちづくり
市民運動

　お腹周りが気になる
人、運動や食生活を見
直しませんか。
■時 ８月２９日捷、９月１２
日捷・１４日昌・２６日
捷、１０月１２日昌・１４日晶、１１月１日
昇・４日晶・１６日昌・１８日晶の各１
～２時間程度（全１０回）

■場 市保健センター
■講 管理栄養士、保健師
■対 市内在住・在勤の１８～６４歳で、ＢＭＩ
判定２３以上の人
　※ＢＭＩ＝体重（手）÷身長（杓）÷身長（杓）
■定 １０人（先着順）
■申 ８月５日晶～２２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

私の減る脂いプラン
参加者を募集

　日頃から子どもとの会話の機会を持
ち、地域ぐるみで青少年非行防止運動
に取り組みましょう。
■時 ８月３１日昌まで
■内 スローガン施非行の芽　はやめにつ
もう　みな我が子

■問 青少年の家（緯〈７６〉３４３２）

青少年の非行・被害防止に
取り組む県民運動

■時 ８月７日掌

午後２時
　※カードは
午後１時４５
分から配布。

■定 １００人（先着順）
■場 ■問 マーメイドパレス（緯〈９２〉７３５１）

造波プールでビンゴ大会



■問 西尾市商工観光課（緯０５６３〈５６〉２１１１）
ハワイアンフェスティバルｉｎ吉良ワイ
キキビーチ
　イベント前半は、県内外フラダンス
愛好家による発表会。後半は、本場ハ
ワイから招いたダンサーによるポリネ
シアンダンスショーを開催。期間中は
ハワイ関連ショップも出店します。
■時 ８月２２日捷～２６日晶午後３時
　※荒天の場合は中止。
■場 宮崎海水浴場特設ステージ

三河一色大提灯まつり　　　　　　　
　和紙で作られた６組１２張の壮大な大
提灯は、見る者を圧倒し、灯が入ると、
そこに描かれた古色豊かな時代絵巻が
漆黒の夜空に浮かびあがります。
■時 ■内 ８月２６日晶諮午前８時施大提灯揚
げ、午後３時・午後８時施奉納神楽、
午後７時施献燈祭　
　２７日松諮午前９時３０分施奉納弓道大
会、午前１０時施大提灯献詠俳句大会、
午後５時施あげ神楽・大提灯降納

■場 諏訪神社
■他 公共交通機関でお越しください

　昼には各種イベントや露店などの催
し、夜には花火の打ち上げを盛大に開
催します。
■時 ８月２０日松午前１１時～午後８時３０分
■場 刈谷市総合運動公園
■他 駐車場がありませんので、無料シャ
トルバス（刈谷駅北口・名鉄知立駅・
刈谷市役所・亀城公園などから運行
予定）を利用してください。バス利
用者には、抽せんで豪華賞品をプレ
ゼントします

■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。

ハワイアンフェスティバル・
三河一色大提灯まつり

西
尾

刈谷わんさか祭り・
花火大会

刈
谷
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■問 みよし市観光協会（市農政商工課内
／緯０５６１〈３４〉６０００）
三好池まつり　　　　　　　　　　　
　愛知用水を通る木曽の水に感謝する
まつり。約１２００発の打ち上げ花火と７
隻の 提 

ちょう

 灯 舟が池を彩ります。夜空と水
ちん

面での光の競演をお楽しみください。
■時 ８月６日松午後７時３０分～８時３０分
■場 三好池
三好いいじゃんまつり　　　　　　　

　オリジナルまつりソング「じゃんだ
らりん」「JUST ROLLIN'」にあわせて、
２０００人の踊り手がさまざまな衣装で踊
ります。コンテストもあり、気合の入
った踊りとパフォーマンスは必見です。
■時 ８月２０日松午後６時２５分～９時
■場 三好稲荷閣周辺道路

三好池まつり・三好いい
じゃんまつり

み
よ
し

　油彩画（一部創作版画）に焦点を絞り、
明治から現代の画家たちの二十歳前後
の作品を集め、創作の原点を探ります。
■時 ８月９日昇～９月１９日抄午前１０時～
午後６時（入場は午後５時３０分まで、
９月１９日を除く毎週捷は休館）

■内 ５４作家約１２０点を展示
■￥ 一般施６００円、高校・大学生施４００円、
小中学生施２００円

■場 ■問 碧南市藤井達吉現代美術館（緯〈４８〉
６６０２）

悩め　描け　生きろ
画家たちの二十歳の原点展

碧
南

　平成１７～２１年度に接種できなかった
人も対象にします。
■内 ７歳６カ月～９歳未満での１期（３
回）、１３歳～２０歳未満での１期（３回）・
２期（１回）

■対 平成７年４月２日～平成１９年４月１
日生まれの人

■他 ９歳未満の人は、９歳になった翌月
に、１期接種分を個人通知します

■申 接種希望者は捷～晶午前８時３０分～
午後５時１５分に、市保健センター
（緯〈７６〉１１３３）へ

日本脳炎予防接種
対象者を拡大

■時 ８月１３日松午前９時４５分～１１時、午
後１時～３時３０分

■場 今村公園（東栄町）
■他 ほかにもバス献血をしています。詳
細は市保健センターへ問い合わせる
か、市公式ウェブサイトで確認して
ください。また、刈谷市・岡崎市の
献血ルームでも献血ができます（晶・
年末年始を除く）。

■問 市保健センター（緯〈７６〉１１３３）

献血に協力してください

広報あんじょう　2011.8.1駕

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. 


