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■場 ■問 歴史博物館（緯〈７７〉６６５５）
常設展示室を無料開放　　　　　　　
　国際博物館の日を記念して実施。
■時 ５月１８日晶午前９時～午後５時（入
館は午後４時３０分まで）
連続講座「初めての人のための歌舞伎
入門②」
■時 ５月１９日松午後２時
■内 役者の魅力を語る～團十郎と海老蔵
■講 長谷川 栄  胤 氏（名古屋邦楽協会会長）

よし つぐ

歴博講座「東日本大震災を語る」　　　
■時 ５月２０日掌午後２時
■講 星野 大  輔 氏（中日

だい すけ

新聞記者）、井上 恵 
けい

 介 氏（衣浦東部広域連合消防局職員）
すけ

■￥ 施設利用料
■問 マーメイドパレス（緯〈９２〉７３５１）
母の日カーネーションプレゼント　　
■時 ５月１３日掌午前１０時
■内 ■対 当日、プールまたはトレーニング
ルームを利用した女性にカーネーシ
ョンを進呈

■定 各５０人（先着順）
５月の水中講座　　　　　　　　　　
■時 ５月１６日昌午前１１時～正午
■内 ■定 初級水泳「クロールから始めま
しょう」施２０人　体験アクアビクス
施４０人（いずれも先着順）

■対 １８歳以上
■他 託児あり（６カ月～未就園児／先着
５人）

■申 ５月８日昇午前１０時から（捷を除く）、
直接か電話でマーメイドパレスへ

フットセラピー体験会　　　　　　　
■時 ５月２３日昌午前１０時３０分～１１時３０分
■対 １８歳以上
■定 １５人（先着順）
■￥ ５００円
■持 バスタオル・フェイスタオル各２枚、
動きやすい服装

■申 ５月８日昇午前１０時から（捷を除く）、
直接か電話でマーメイドパレスへ

マーメイドパレスの催し

　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Ⅲ　　　　　　　　　
■時 ５月１９日松午前９時～正午
■場 安城消防署
■内 小児・乳児・新生児の心肺蘇生法、
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 ５月５日抄午前９時から同署救急係
（緯〈７５〉２４９４）へ
普通救命講習会Ⅰ　　　　　　　　　
■時 ５月２０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

救命講習会歴史博物館の催し

■時 ６月または７月から
■内 ■場 ①パソコン初級施名古屋・豊橋市
内　②医療事務・③経理事務・④ホ
ームヘルパー２級施名古屋市内

■対 県内の母子家庭の母・寡婦で、全日
程に出席できる人

■定 ①③獅各２０人、②獅４０人、④獅３０人
（いずれも定員を超えた場合は抽選）

■申 ５月７日捷～２８日捷午前８時３０分～
午後５時１５分（松掌を除く）に子育て
支援課（緯〈７１〉２２２９）へ

母子家庭就業支援講習会

■時 ■場 下表のとおり

①獅ウィルあいち、②獅稲沢市民会館、
③獅ライフポートとよはし、④獅高浜
市立中央公民館、⑤獅刈谷市産業振興
センター、⑥獅大府市勤労文化会館
■￥ ４７００円（愛知県収入証紙により納付）
■申 ５月１４日捷～３１日昭に所定の封筒で
郵送
　※受講申請書などは５月１４日捷から
各消防署、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
午後午前

①

６月２５日捷

午前午後２６日昇

午前午後２７日昌

午前
午後２８日昭

午前午後２９日晶

午後午前７月２日捷

午前
午後３日昇

午後午前４日昌

午後午前②６日晶

午前午後③１２日昭

午前午後④１８日昌

午後午前⑤２０日晶

午後午前⑥２７日晶

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 ■対 ６月３日掌の下表の時間

※昨秋にフッ化物塗布を実施している
子を除く。

■持 母子健康手帳
■他 平成２２年５月～１０月生まれの子は１０
月２８日掌に実施します

■問 市保健センター（緯〈７６〉１１３３）

２歳児の歯科健診・フッ化
物（フッ素）塗布

受け付け時間対象

午前９時～９時４５分平成２１年１１・１２
月生まれ

午前９時４５分～１０時
３０分

平成２２年１・２
月生まれ

午前１０時３０分～１１時
１５分

平成２２年３・４
月生まれ

午前１１時１５分～１１時
３０分

平成２１年５～１０
月生まれ（※）

■時 ６月１日晶午前１０時～１１時４５分
■場 市教育センター
■内 子育てのツボ
■講 鈴木 一  光 氏（児童健全育成推進財団

かず みつ

理事長）
■定 ２００人（先着順）
■他 託児あり（１人３００円、事前申し込み）
■申 ５月７日捷～３１日昭午前８時３０分～
午後５時１５分（松掌を除く）に、市教
育センター（緯〈７５〉１０１０）へ

いじめ・不登校対策家庭教
育講演会

■場 ■問 堀内公園（緯〈９９〉５９４７）
母の日記念企画「折り紙カーネーショ
ン作り」
■時 ５月１２日松・１３日掌午前１０時～午後
３時

■定 各１００人（当日先着順）
母の日記念「観覧車無料」　　　　　　
■時 ５月１２日松・１３
日掌午前９時～
午後４時３０分

■内 ■対 子どもと利用
する、１８歳以上
の女性保護者は、
観覧車利用料が
無料
レッツ親子運動　　　　　　　　　　
■時 ５月２４日昭午前１０時３０分～１１時３０分
■内 公園内で楽しく運動
■対 ３歳以上の未就学児とその保護者
（保護者１人につき子ども２人まで）

■定 １０組（先着順）
■持 動きやすい服装
■申 ５月９日昌～２３日昌午前９時３０分～
午後４時３０分（捷を除く）に、直接か
電話で堀内公園へ

堀内公園の催し
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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。

■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
みんなで一緒にスポーツ体験！　　　
■時 ６月２日松午前１０時～正午
■内 ドッジビー（柔らかいフリスビーを
使ったドッジボール）

■対 １８歳以上
■定 ２０人（先着順）
■持 室内用シューズ・運動に適した服装・
タオル・飲み物（ペットボトル）
夏対策錘シェイプアップ教室　　　　
■時 ６月６日昌・１３日昌・２０日昌・２７日
昌午後１時３０分～２時３０分（全４回）

■対 １８歳以上の女性
■定 １０人（先着順）
■持 室内用シューズ・運動に適した服装・
タオル・飲み物（ペットボトル）
ジュニア水泳体験会　　　　　　　　
■時 ６月３日掌・１０日掌・１７日掌・２４日
掌（全４回）　①午前１０時～１１時、②
午前１１時～正午

■対 ２５ｍを泳げない人で、①獅小学３・
４年生、②獅小学５・６年生

■定 各２０人（先着順）
■持 水着・水泳帽子・ゴーグル

スポーツセンターの講座

■場 ■問 同クラブハウス（緯〈９２〉７１１２）
■他 入園料別途。都合により変更の場合
あり。詳細は問い合わせてください
母の日アレンジ作り教室　　　　　　
■時 ５月１２日松・１３日掌午前１０時から
■内 花のリース、コサージュなどを作成
■講 内藤 満  里  子 氏（花遊舎）

ま り こ

■定 各５０人（当日先着順）
■￥ ８００円から
愛知県産米粉を使った「クッキーファ
クトリー」

■時 ５月１２日松・１３日掌・１９日松～２１日
捷午前１０時～午後３時３０分

■￥ ７００円
■申 時間内に同クラブハウスへ
手作りパン教室「デニッシュパンと動
物あんパン」
■時 ５月１２日松午後２時３０分、５月１３日
掌・１９日松午後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

ジェルキャンドル教室　　　　　　　
■時 ５月１９日松・２０日掌午前１０時から
■定 各５０人（当日先着順）
■￥ １２００円から
寄せ植え講座「ハイドロカルチャー」　
■時 ６月８日晶午前１０時から
■講 野正 美  保  子 氏（ＲＨＳＪコンテナガー

み ほ こ

デニング・マスター）
■定 ２０人（先着順）
■￥ ３５００円
■申 ５月７日捷午前９時３０分から同クラ
ブハウスへ

■時 ５月１３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）

　安城でとれる農作物を使った、簡単
でおいしい料理のレシピを募集します。
■対 市内在住・在勤の人
■他 結果は６月下旬に市公式ウェブサイ
トで発表。応募作品は同サイトに掲
載し、市主催事業などで使用します。

■申 ５月１日昇～３１日昭に、応募用紙ま
たはＡ４用紙に、料理名・材料の分
量・作り方・応募者の住所・氏名・
電話番号を記入し、料理の写真を添
えて、郵送かＥメールで農務課（〒
４４６－８５０１住所記載不要／nomu@c
ity.anjo.aichi.jp／緯〈７１〉２２３３）へ
　※応募用紙は同課、市公式ウェブサ
イトで配布。

■時 ６月６日昌午後３時～４時３０分
■場 安城商工会議所
■内 混迷する政治と経済を斬る
■講 岸 博  幸 氏（慶応大学大学院教授）

ひろ ゆき

■定 １２０人（先着順）
■申 ５月１４日捷からの午前８時３０分～午
後５時３０分（松掌を除く）に、住所・
氏名・電話番号を、電話かファクス
で安城商工会議所（緯〈７６〉５１７５／胃

〈７６〉４３２２）へ
■問 市商工課（緯〈７１〉２２３５）

■他 商品が無くなり次第、終了します
碧海信用金庫本店前会場（御幸本町）　
■時 ５月２６日松午前９時
■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）
交流広場会場（御幸本町）　　　　　　
■時 ５月２６日松午前９時～午後１時
■内 地元産野菜・特産物のグルメ品販売、
手作り市、一色漁港で水揚げされた
新鮮な魚介類の販売

■問 商工課（緯〈７１〉２２３５）

今月のまちなか産直市

時局講演会

今月の再生家具入札販売

わが家の簡単料理レシピコ
ンテスト

■時 ■内 星たちより学ぶことの多きなり獅

５日抄・６日掌・１２日松・１３日掌午
後１時３０分　春の星空は遊園地獅１９
日松・２０日掌・２６日松・２７日掌午後
１時３０分

■場 ■問 文化センター（緯〈７６〉１５１５）

プラネタリウム
５月の生解説

デンパーククラブハウスの
教室・講座
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　５月２０日掌～６月５日昇は、町を美
しくする運動期間です。特に５月２０日
掌・２７日掌、６月３日掌を「市民清掃
の日」と定めます。自宅周辺の清掃を
はじめ、各町内会や事業所が実施する
生活道路・公園・広場などの清掃活動
に協力し、地域の皆さんで住みよい町
を作りましょう。
■問 清掃事業所（緯〈７６〉３０５３）

町を美しくする運動

■対 駐車場を緑化する工事
　※面積８０釈未満、緑化率６０％以上な
どの条件がありますので、事前に問
い合わせてください。

■問 公園緑地課（緯〈７１〉２２４４）

駐車場緑化事業の補助制度

　民生委員は、担当区域の実情や福祉
ニーズの把握に努め、必要とする人に
適切な支援・情報提供をしている、行
政と地域社会のパイプ役です。
　生活上、困ったことがあれば、気軽
に民生委員へ相談してください。秘密
は堅く守られます。
　みなさんの区域の民生委員・児童委
員については、社会福祉課へ問い合わ
せてください。
■問 社会福祉課（緯〈７１〉２２２３）

５月１２日松は「民生委員・
児童委員の日」

　３月３１日までに市社会福祉協議会に
寄せられた義援金は９４４８万７０８２円です。
３月１６日～３１日受付分／敬称略　　　
　安城生活福祉高等専修学校、安城市
立保育園園長会、三協商事叙安城営業
所従業員一同、自主防災組織成果報告
会、特定非営利法人Ｃｏ．ｍｉｍｉ、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 ５月１３日掌午前９時～午後３時（雨
天時は５月２０日掌に順延）

■場 市総合運動公園
■対 小学生以下（保護者同伴）
■持 画板・絵の具・クレヨンなど
■他 優秀作品に賞状と賞品、また応募者
全員に参加賞あり

■問 公園緑地課（緯〈７１〉２２４４）

蒸気機関車写生大会

■￥ 入苑料１００円（中学生以下は無料）
■場 ■問 丈山苑（緯〈９２〉７７８０）
春の宵開苑　　　　　　　　　　　　
■時 ５月１９日松・２０日掌・２６日松・２７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）

薫風（くんぷう）“竹の音”コンサート　
■時 ５月１９日松午後２時～３時
■内 出演獅 板  谷  倭  琴 ＆笛っ子

いた や わ こん

丈山苑の催し

■場 三河安城町２－１－１三河安城ヒル
ズ３階

■内 開園時間施午前７時１５分～午後７時
（延長時間含む）

■対 ６週間～２歳児（別途入園基準があ
ります）

■問 市子ども課（緯〈７１〉２２２８）、三河安城
第２こひつじ保育園（緯〈７４〉７８２２）

　外国人登録制度の変更に伴い、住民
票に登録する氏名・生年月日などを確
認するため、市内在住の外国人に仮住
民票を送付します。
　仮住民票の内容が実態と違う場合は、
市役所で外国人登録の変更・訂正の申
請をしてください。
■対 ５月７日捷現在の外国人登録情報か
ら住民票作成対象と見込まれる人
（在留資格が短期滞在、在留期間が
３月以下、在留資格を有しない人を
除く）

■他 ５月中に仮住民票が届かない人は、
問い合わせてください

■問 市民課（緯〈７１〉２２２１）

三河安城第２こひつじ保育
園が５月１日昇に開園

外国人に仮住民票を送付

■時 ７月７日松午前８時～午後１時（予備日７月２８日松）
■場 川島河川敷公園～藤井町公園東の矢作川 堰 （約４．５灼）

せき

■内 趣向をこらし、自ら手作りしたイカダで川くだり
■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２０００円
■他 ６月２３日松に事前説明会を開催
■申 ５月１２日松～６月１７日掌（捷を除く）に桜井公民館（緯〈９９〉３３１３）へ
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■時 雇用期間獅６月～来年３月３１日掌

■内 職種獅介護支援専門員・保健師・看
護師・社会福祉士　勤務内容獅地域
包括支援センターまたは中部地域包
括センターにて、介護予防プランの
作成など　勤務日時獅捷～晶または
昇～松午前９時～午後５時　賃金獅

時給１４２０円、通勤割増１日２００円　
選考日獅５月２５日晶（面接）

■対 普通自動車免許を有し、上記職種の
いずれかの資格がある人

■定 １人程度
■申 ５月１１日晶～２３日昌午前９時～午後
５時１５分（掌捷を除く）に、採用申込
書を、持参か郵送（必着）で市社会福
祉協議会（〒４４６－００４６赤松町大北７８
－４／緯〈７７〉２９４１）へ

　※募集要項・採用申込書は、社会福
祉会館、社会福祉協議会ウェブサイ
トで配布。

市社会福祉協議会臨時職員

　子育てを手助けしてほしい人と、協
力してくれる人が、互いに助け合う会
員組織です。
■対 依頼会員（子育てを手助けしてほし
い人）獅市内在住・在勤・在学の人
　提供会員（子育ての協力をしてくれ
る人）獅心身ともに健康で、自宅で
子どもを預かることのできる市内在
住の人

■申 事前にファミリー・サポート・セン
ター（あんぱ～く内／緯〈７２〉２３１５）へ
依頼会員希望者の入会説明会　　　　
　毎月２回、説明会を開催しています。
提供会員希望者の講習会　　　　　　
■時 ５月２１日捷午前９時～午後３時３０分
■他 保育サポーター養成講座、子育てネ
ットワーカー養成講座を修了した人
は講習会を免除

■内 対象活動獅７
月１日掌～来
年３月３１日掌

に実施する地
球温暖化防止
やごみの減量、
環境教育など
環境保全を目
的とした活動　助成金額施１事業あ
たり上限５０万円　選考施書類・プレ
ゼンテーション

■対 ３人以上で構成する市内活動団体、
市内小・中学校

■申 ５月７日捷～３１日昭午前８時３０分～
午後５時１５分に、申込書を持参か郵
送（当日消印有効）で清掃事業所（〒
４４４－１１５５堀内町西新田２）へ
　※申込書は、同所・市公式ウェブサ
イトで配布。

■内 職務内容獅健康教育・相談など成人
保健業務　勤務日獅６月１日晶から
の捷～晶午前８時３０分～午後５時　
賃金獅時給１４００円、通勤割増１日
２００円　選考日獅５月２３日昌（面接）

■定 １人
■申 ５月１日昇～１６日昌午前８時３０分～
午後５時１５分（松掌抄を除く）に、顔
写真付きの履歴書と、保健師または
看護師免許証を持って、直接市保健
センター（緯〈７６〉１１３３）へ

臨時保健師・臨時看護師

ファミリー・サポート・セ
ンターの会員

■対 市内在住・在勤で１８歳以上の人が構
成する３人以上の団体（営利団体を
除く）

■他 団体認定後、講習会があります
■申 申請書と必要書類を持って維持管理
課（緯〈７１〉２２３７）へ
　※申請書は同課で配布。
屋外広告物のルールを守りましょう　
　張り紙、立て看板、広告板などの屋
外広告物を、無秩序・無制限に出すと、
街の美観や自然環境を損ないます。ま
た、通行の支障にもなりますので、道
路や歩道に置かないようにしましょう。
県の条例で、表示方法・設置場所など
にルールがあります。

違反広告物追放推進ボラン
ティア団体

■内 職務内容獅河川愛護のさまざまなテ
ーマについて、河川を観察し、毎月
レポートを提出　活動範囲獅中畑橋
から国道２３号線矢作川橋までの左岸
任期獅７月１日掌から１年間　謝金
獅月額４０００円（予定）

■対 活動範囲の近くに在住の２０歳以上で、
川に接する機会が多い人

■申 ５月２５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／
緯０５３２〈４８〉８１０５）へ
　※応募用紙は同事務所で配布。同所
ウェブサイト（http://www.cbr.ml

　it.go.jp/toyohashi/）からも申し込
み可。

■問 市維持管理課（緯〈７１〉２２３７）

矢作川河川愛護モニター

「環境活動助成金」助成団体

　乾燥式生ごみ処理機を貸し出しています。エコで快適な生活をしませんか。
■内 モニター期間獅４週間以内　貸し出し処理機獅下表参照
■対 使用後のアンケートに回答でき、処理機を室内に設置できる市内在住の人
■他 生ごみ処理機の電気代はモニターの負担になります
■申 電話で清掃事業所（緯〈７６〉３０５３）へ
　※貸し出し状況により、貸し出し日を調整します。

貸し出し処
理機

日立ＥＣＯ－ＶＳ３０パナソニックＭＳ－Ｎ５３品番
１回約３手１回約２手最大処理量
幅２６５勺×奥行４４８勺×高さ
５０４勺

幅２６８勺×奥行３６５勺×高さ
５５０勺サイズ



■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。
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　美しいかきつ
ばたの花をご堪
能ください。期
間中は観光ガイ
ドボランティア
が、八橋で昔か
ら伝わる話など
を交え、園内を
案内。午後９時
まで夜間照明あり
■時 ４月２７日晶～５月２６日松

■場 八橋かきつばた園、知立文化広場
（知立市八橋町）

■問 知立市観光協会事務局（同市経済課
内／緯〈８３〉１１１１）

史跡八橋かきつばたまつり 知
立

　１１０種約３万株の花しょうぶを楽し
むことができます。期間中は午後９時
までぼんぼり照明でライトアップしま
す。
■時 ５月２５日晶～６月２２日晶

■場 油ヶ渕遊園地、応仁寺境内一帯（碧
南市油渕町）

■内 ほたるの里、銘木工芸展、草木染・
藍染展、写生大会、ミニＳＬ乗車会、
お茶会、民謡の集いなどイベントあ
り。また、期間中は応仁寺本堂を開
放します

■問 碧南市観光協会（緯〈４１〉３３１１）

油ヶ淵花しょうぶまつり 碧
南

　イベント内で、高浜市が制作してい
る市民参加型映画「タカハマ物語」のラ
ストシーンを撮影します。
■時 ５月３日抄午前１０時～午後４時（雨
天時は４日抄に順延）

■場 叙ジェイテクト田戸岬工場内広場
（高浜市田戸町／名鉄高浜港駅から
シャトルバスを運行）

■内 食の広場獅とりめしをはじめ、名物・
名産品を販売　野外ステージ獅バン
ドの演奏や伝統芸能を披露　映画撮
影獅映画の主人公によるバンドコン
サートのシーンを撮影

■他 コンサートの観客エキストラを募集
しています。詳しくはタカハマ物語
公式ウェブサイトをご覧ください

■問 高浜市文化スポーツグループ（緯〈５２〉
１１１１）

タカハマ物語フェスタ 高
浜

　障害者などへの支援体制について、
課題を共有し、関係機関と連携をとり、
地域の実情に応じた体制整備について
協議します。
■内 任期獅委嘱日～平成２７年３月　活動
内容獅年３回程度、平日昼間に開催
の協議会へ出席し、意見・提案をす
る

■対 市内在住・在勤・在学の１８歳以上で、
障害者手帳などを持っている、また
は障害福祉サービスの支給決定を受
けている人

■定 １人程度
■他 ５月１８日晶午後１時３０分に市役所食
堂棟にて、面接をします

■申 ５月１４日捷までの午前８時３０分～午
後５時１５分（松掌抄承を除く）に、
「応募の動機・市の障害福祉に関す
る意見（８００字程度）」を書いた応募用
紙を、持参か郵送（必着）、Ｅメール
で障害福祉課（〒４４６－８５０１住所記載
不要／shofuku@city.anjo.aichi.jp
／緯〈７１〉２２５９）へ
　※応募用紙は、同課・市公式ウェブ
サイトで配布。

安城市自立支援協議会委員

　本紙毎月１日号に掲載する、市民の情報です。
■内 市民伝言板施サークル会員の募集やイベント情報　わたしの望遠郷施市外・
県外・海外に住んでいた人の、すてきな思い出や自慢のふるさとを紹介　
ほっとタイ夢施心が温まる話、
感動した話、あなたの夢など
を紹介
　注意事項施①営利目的や政治
活動、宗教活動のもの、②特
定の人や団体のみを対象とし
たものは、掲載できません。

■他 各コーナーにより、別途掲載
基準があります

■申 捷～晶午前９時～午後５時
（抄を除く）に電話で秘書課広
報広聴係（緯〈７１〉２２０２）へ

広報あんじょう　2012.5.1雅

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. 


