
広報あんじょう　2012.7.1 餓

■場 ■問 マーメイドパレス（緯〈９２〉７３５１）

■時 ■対 ８月２１日昇～２４日晶・２８日昇・２９
日昌（全６回）　４～６歳施午前１０時
～１１時　小学１～３年生施午前１１時
～正午

■場 市スポーツセンター
■定 各２５人（定員を超えた場合は抽選）
■￥ 各６０００円（水泳帽子代含む）
■持 水着・ゴーグル
■申 ７月５日昭～２０日晶午前９時～午後
８時（９日捷を除く）に、直接市スポ
ーツセンター（緯〈７５〉３５４５）へ
　※電話での申し込みは不可。

夏休み子ども水泳短期教室

■定 各３０人（先着順）
■場 ■問 衣浦東部保健所（緯〈２１〉４７７８）
神経系難病患者・家族教室　　　　　
■時 ７月２０日晶午後２時～４時
■内 実技「笑ってリフレッシュ～笑い体
操～」、交流会

■講 河村 聡  枝 氏（愛知笑い健康事務局）
さ え

■対 １８歳以上の神経系難病患者とその家族
　※神経系難病獅パーキンソン病関連
疾患、脊髄小脳変性症、多発性硬化
症、多系統萎縮症、筋萎縮性側索硬
化症など

■申 ７月５日昭～１７日昇午前９時～午後
５時（松掌抄を除く）に衣浦東部保健
所へ
ひきこもり家族教室　　　　　　　　
■時 ８月３日晶午後２時～４時
■内 講話「生きづらさを和らげるコミュ
ニケーション～家族と協働する支援」

■講 熊倉 純 
じゅん

 一 氏（ＮＰＯ法人なでしこの会
いち

フレンドシップなでしこ代表）
■対 ひきこもり状態の人の家族
■申 ７月５日昭からの午前９時～午後５
時（松掌抄を除く）に衣浦東部保健所へ

衣浦東部保健所の教室

　次の大会などの結果で選考します。
■時 ■内 ①７月８日掌午後６時（ナイター
陸上競技会）施３０００ｍ（一般女子）、
５０００ｍ（一般男女、４０歳以上男子、
５０歳以上男子）

　②１０月６日松（安城選手権）施小・中
学生、一般男女

■他 一般は平成９年４月１日までに生ま
れた人。小・中学生は②のみで選考

■申 ①施当日、参加費３００円を持参し、
総合運動公園陸上競技場前芝生広場
へ　②施後日掲載します

■問 市体育館（緯〈７５〉３５３５）

市町村対抗駅伝代表選考会

■時 ７月２６日昭午後１時３０分～３時１５分
■場 市教育センター
■内 子どもが元気になる学校づくり
■講 野口 克  海 氏（「子ども教育広場」代表）

かつ み

■定 ２００人（先着順）
■申 ７月５日昭から市教育センター（緯

〈７５〉１０１０）へ

市教育センター開所記念講
演会

　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 ７月１５日掌午前９時～正午
■場 刈谷消防署
■内 心肺蘇生法、ＡＥＤ使用法、止血法など
■定 ２０人（先着順）
■申 ７月５日昭午前９時から同署救急係
（緯〈２３〉１２９９）へ
普通救命講習Ⅲ（小児・乳児・新生児）
■時 ７月２１日松午前９時～正午
■場 高浜消防署
■内 小児・乳児・新生児の心肺蘇生法、
ひきつけ、のどに異物がつまった時
の処置

■定 ２０人（先着順）
■申 ７月５日昭午前９時から同署救急係
　（緯〈５２〉１１９０）へ

救命講習会

フットセラピー体験会　　　　　　
■時 ７月１１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 動きやすい服装、バスタオル・
フェイスタオル各２枚

■申 ７月５日昭午前１０時からマーメイ
ドパレスへ

スイカの種飛ばし大会　　　　　　

■時 ７月１４日松午前１１時
■内 小学生以下は的に向かって、中学
生以上は飛距離を競う種飛ばし

■定 小学生未満の部獅３０人、小学１～
３年生の部獅３０人、小学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 当日正午からスイカ試食会あり
■申 当日午前１０時３０分から屋外プール
サイドへ
模擬店（有料）　　　　　　　　　　
■時 ７月１４日松～１６日抄午前１１時～午
後５時

■内 かき氷・スーパーボールすくいなど

平日限定「マーメイドパレス利用料
還元フェア」
■時 ７月１０日昇～２０日晶

■内 くじ引きで当たりが出たら、施設
無料券を進呈

■対 期間中のプール・トレーニングル
ーム利用者

■￥ 施設使用料
水中講座　　　　　　　　　　　　
■時 ７月１８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歳以上の人
■他 託児あり（６カ月～未就園児、先
着５人）

■申 ７月５日昭午前１０時からマーメイ
ドパレスへ

マーメイドちゃんイラスト大募集　
■時 用紙配布獅７月１８日昌

～３１日昇　受け付け獅

８月１日昌～１２日掌

■内 似顔絵（小学生）・塗り
絵（未就学児）を描いて
持参した子のプール利用料を無料
にします

■定 各１００人（先着順）
■他 １人１枚までとし、絵は返却しま
せん。なお、受け付けた絵は８月
１３日捷～３１日晶に掲示します
託児あり！トレーニングジム講習会
■時 ７月２０日晶午前１０時３０分～正午
■対 ６カ月～未就園児とその保護者
■定 ５人（先着順）
■￥ 施設使用料
■持 運動ができる服・室内シューズ
■申 ７月５日昭午前１０時からマーメイ
ドパレスへ
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　地域の人同士、ラジオ体操を通じてふれあいましょう。
　なお、会場でラジオ体操カードを配布します。
■時 ７月２１日松～８月３１日晶

■他 開催場所など詳細は市公式ウェブサイ
トに掲載しています
　※市公式ウェブサイト望遠郷獅「スポ
ーツ」獅「おはよう！ふれあいラジオ体
操デー」とアクセスしてください。

■問 市体育館（緯〈７５〉３５３５）

■時 ８月７日昇・
２９日昌午前１０
時～午後１時
３０分

■場 文化センター
■内 子ども向けの調理実習　メニュー施

ジャンバラヤ、スープ、デザート
■講 ヘルスメイト（安城市健康づくり食
生活改善協議会会員）

■対 市内在住の小学生
■定 各２０人（先着順）
■￥ ３００円
■持 エプロン・三角巾（バンダナ）・筆記
用具・子ども用上履き（スリッパ）・
水筒

■申 ７月５日昭～１２日昭午前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

子どもの料理教室

■場 あんぱ～く
■他 １人１講習まで
■申 ７月９日捷からの午前９時～午後５
時（掌抄を除く）に、電話で市子育て
支援センター（緯〈７２〉２３１７）へ
親子遊び講習会　　　　　　　　　　
■時 ８月３日晶午前１０時～１１時３０分
■内 おやこヨガを楽しもう！
■講 杉浦 秀  美 氏

ひで み

■対 １歳６カ月～３歳未満の子とその保
護者

■定 ３０組（先着順）
育児講習会　　　　　　　　　　　　
■時 ９月１４日晶午前１０時～１１時３０分
■内 おもちゃの選び方・遊び方
■講 藤田 篤 氏

あつし

■対 乳幼児の保護者
■定 ３５人（先着順）
■他 別室託児あり
子育て何でも相談広場　　　　　　　
■時 ９月２５日昇午前１０時～１１時３０分
■内 入園を控えての子育て
■対 乳幼児とその保護者
■定 ２０組（先着順）

■場 ■問 歴史博物館（緯〈７７〉６６５５）
連続講座「初めての人のための歌舞伎
入門④」
■時 ７月１４日松午後２時
■内  文  吉 流！歌舞伎の楽しみ方～歌舞伎

ぶん きち

の舞台機構～
■講 安田文吉氏（南山大学教授）
映画会「太平洋戦争シリーズ①」　　　
■時 ７月２２日掌午前１０時、午後２時
■内 「敵を知らず己を知らず～ガダルカ
ナル～」「責任なき戦場～ビルマ・イ
ンパール～」（２００８年作品）

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。

子育て支援センターの講座

■場 ■問 市民ギャラリー（緯〈７７〉６８５３）
洋画「変生～翼のあるもの～」（樺山祐
和（かばやまさちかず））
■時 ７月７日松

～２７日晶、
８月１８日松

～９月７日
晶・２９日松

～１０月１９日
晶、１１月１０日松～３０日晶、来年１月
１６日昌～２月５日昇・２７日昌～３月
１９日昇午前９時～午後５時（休館日
を除く）
洋画「風土３４」（わたなべゆう）　　　　
■時 ７月２８日松～８月１７日晶、９月８日
松～２８日晶、１０月２０日松～１１月９日
晶、１２月１日松～２１日晶、来年２月
６日昌～２６日昇午前９時～午後５時
（休館日を除く）

美術作品の展示

■時 ７月８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）

今月の再生家具入札販売

　約３０社が参加予定です。
■時 ７月５日昭午後１時～５時
■場 岡崎商工会議所（岡崎市）
■対 来春卒業予定の四大・短大・専門学
生、卒業後３年以内の既卒者など

■問 安城商工会議所（緯〈７６〉５１７５）、市商
工課（緯〈７１〉２２３５）

合同企業説明会

■時 ７月１４日松・２１日松・２８日松午前１０
時～１１時３０分

■場 安祥閣
■対 女性
■定 各１５人（定員を超えた場合は抽選）
■￥ １回５００円
■申 ７月１１日昌までの午前９時～午後９
時に、氏名・住所・電話番号・参加
人数を安祥閣（緯〈７４〉３３３３）へ

浴衣着付け教室

■時 ７月１日掌～８月３１日晶

■内 ぬけがらを２０個以上提出した人に、
プレゼントを進呈

■定 ４００人（先着順）
■申 市内の公園や神社などにあるセミの
ぬけがらを持って、環境学習センタ
ー「エコきち」（緯〈７６〉７１４８）へ
　※調査の仕方やセミの分類表などは、
同センター、環境首都推進課、市公
式ウェブサイトで配布。

■問 環境首都推進課（緯〈７１〉２２０６）

セミのぬけがら調査
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　１１４人の参加があり、６月１７日に中部公民館で表彰式
をしました。特別賞受賞者は次のみなさん。　（敬称略）
■内 市長賞獅水野 紗  貴 、市議会議長賞獅金子 明  日  香 、教育

さ き あ す か

長賞獅遠山 和  希 、中日新聞社賞獅太田 聖  愛 、三河安城
かず き きよ み

駅長賞獅山崎 詩  織 、安城駅長賞獅米津 妃  菜 、ＳＬ保存
し おり ひ な

会長賞獅秋田 祐  加 、農見 朱  理 、服部 慎  太  郎 、農見 蒼  生 
ゆ か あか り しん た ろう あお い

■問 公園緑地課（緯〈７１〉２２４４）

■内 職務獅障害者の障害程度区分認定の
ための訪問調査など　勤務日時施捷

～晶午前９時～午後５時　賃金施時
給１４００円（支給管理業務９８０円、通勤
割増１日２００円）　採用日施９月１日松

■対 医療・看護・福祉などの国家資格を
有する、３年以上の実務経験者

■定 １人
■他 選考日施７月３１日昇（面接）
■申 ７月２４日昇までの午前８時３０分～午
後５時１５分（松掌抄を除く）に、採用
申込書と各種資格免許証の写しを持
って障害福祉課（緯〈７１〉２２２５）へ
※募集要項・申込書は同課・市公式
ウェブサイトで配布。

障害程度区分認定調査員

■内 勤務日時施８月～来年３月３０日松の
捷～松午前７時～午後９時（抄・年
末年始あり）　賃金施時給１０５０円～
１４９０円（活動手当２２０円／回）
　※来年４月以降も更新の場合あり。
■対 介護福祉士、ホームヘルパー１級ま
たは２級のいずれかの資格があり、
月３０時間以上勤務できる人

■定 ２人
■他 選考日施７月２６日昭（面接）
■申 ７月１３日晶～２０日晶午前９時～午後
５時（掌捷を除く）に、申込書と資格
証明書を持って社会福祉会館（緯〈７７〉
２９４１）へ
※申込書は、同館・市社会福祉協議
会ウェブサイトで配布。

ヘルパー臨時職員

■内 職務獅講座スタッフ（体験教室の準
備・運営）　勤務日時施松掌抄午前
９時～午後５時のうち指定時間　賃
金施時給７８０円から（通勤割増１日
２００円、松掌抄の時給は１００円増）

■対 １８～４５歳
■定 １人
■問 デンパーク（緯〈９２〉７１１１）

デンパークのパート・アル
バイト

■内 職務獅幼児健診、フッ化物塗布、教
室、相談、歯科保健事務など　勤務
日時施捷～晶午前９時～午後５時　
賃金施時給１４００円（通勤割増１日２００
円）　採用日施８月１日昌

■定 １人
■他 選考日施７月１９日昭（面接）
■申 ７月６日晶～１７日昇午前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歯科衛生士免許
証を持って市保健センター（緯〈７６〉
１１３３）へ

臨時歯科衛生士

■場 ■問 堀内公園（緯〈９９〉５９４７）
クイズラリー　　　　　　　　　　　
■時 ７月７日松午前９時～午後４時（雨
天時は８日掌に順延）

■内 汽車・観覧車・メリーゴーランド・
サイクルモノレールに乗ったら粗品
を進呈

■対 ３歳～小学生（未就学児は１８歳以上
の保護者同伴）

■定 １００人（当日先着順）
■￥ 遊具利用料
水の舞台を水遊び場に開放　　　　　
■時 ７月１日掌・７日松・８日掌・１４日
松～１６日抄・２１日松～９月２日掌午
前１０時～午後４時（捷～晶正午～午
後１時を除く）

■対 小学生以下（未就学児は１８歳以上の
保護者同伴。紙おむつの子は、水遊
びパンツの上に水着着用で利用可）

ペットボトルの仕掛け作り　　　　　
■時 ７月１４日松午前１０時～午後３時（雨
天時は１５日掌に順延）

■内 小魚を取る仕掛け作り
■定 ５０人（当日先着順）
夏祭り　　　　　　　　　　　　　　
■時 ７月１５日掌・１６日抄午前１０時～午後
３時

■内 スーパーボールすくい、輪投げ
■￥ １００円

堀内公園の催し

■内 住宅名獅東大道（里町）　部屋番号獅

Ａ－２０３　建設年度獅平成１４年　間
取 り 獅３ＤＫ　家 賃（月 額）獅２万
８７００円～５万６４００円

■他 単身申込は不可。申込案内書を建築
課で配布しています。事前に入居資
格を確認してください

■申 ７月９日捷～１３日晶に、直接建築課
（緯〈７１〉２２４０）へ

市営住宅（抽選型）入居者

■内 テーマ獅乗ってみたいな！夢の宇宙
の乗り物　作品獅四ツ切り画用紙に
描画

■他 作品は、７月２４日昇～８月３１日晶に
文化センターで開催するプラネタリ
ウム天体絵画作品展に展示します

■申 ７月２１日松までの午前９時～午後５
時に、作品を文化センター（緯〈７６〉
１５１５）へ

天体絵画作品展の展示絵画

■時 ９月２９日松

午前１０時～
１１時３０分

■場 あんぱ～く
■講  飛  鷹  正  範 氏

ひ たか まさ のり

■対 乳幼児とそ
の父親

■定 ３０組（先着順）
■他 別室託児あり
■申 ７月１２日昭からの午前９時～午後５
時（掌抄を除く）に、電話で市子育て
支援センター（緯〈７２〉２３１７）へ

パパ講座「イクメン講義」

水水野さんの作水野さんの作品品
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◆◆◆衣浦東部広域連合ＮＥＷＳ◆◆◆

　本年第１回衣浦東部広域連合議会臨時会を、５月２５日に広域連合議場（刈
谷市役所内）で開催。この議会は、碧南市選出議員の任期満了、安城市およ
び高浜市選出議員の辞職により、３市議会にて、後任の広域連合議会議員を
選出したことに伴うものです。
　議会では、正副議長の選挙で、議長に磯貝正隆議員、副議長に神谷昌宏議
員を選出しました。引き続き、広域連合副長および監査委員（議会選出）の人
事案件を同意しました。また、救助工作車購入に伴う財産の取得の１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）
安城市選出獅辻山 秀  文 、白山 松  美 、杉浦 秀  昭 、畔柳 秀  久 、松浦 満  康 

ひで ふみ まつ み ひで あき ひで ひさ みち やす

碧南市選出獅神谷 悟 、下島
さとる

 良 
りょう

 一 、石井 拓 
いち たく

高浜市選出獅杉浦 敏  和 、
とし かず

磯貝 正  隆 
まさ たか

●正副議長
議長／磯貝 正  隆 （高浜市）

まさ たか

副議長／神谷 昌  宏 （刈谷市）
まさ ひろ

●同意した人事
広域連合副長／清水 雅  美 （知立市）

まさ み

監査委員（議選）／三浦 康  司 （同市）
やす し

■問 総務課（緯〈６３〉０１３１）
磯貝議長 神谷副議長

　今年度の国民健康保険税納税通知書
および国民健康保険税特別徴収額通知
書を７月１３日晶に発送します。７月２０
日晶を過ぎても届かない人は連絡して
ください。
■問 国保年金課（緯〈７１〉２２３０）

国民健康保険税納税通知書
などを送付

　８月１日昌から受給者証を新しくし
ます。更新対象者へは６月２９日に申請
書を送付しましたので、必要事項を記
入し提出してください。７月下旬に新
しい受給者証を送付します。
■問 国保年金課（緯〈７１〉２２３２）

■時 免除期間獅７月１日掌～来年６月３０
日掌

■内 保険料の全額または一部を免除
■対 所得の減少や失業など、経済的な理
由で国民年金保険料を納めることが
難しく、一定の要件に該当する人
　※継続申請を希望した人は申請不要。
■他 免除を受けた期間は年金受給資格期
間には算入しますが、老齢基礎年金
は減額します。
　　なお、３０歳未満で所得が低く、一
定の要件に該当する人は、保険料の
後払いができる若年者納付猶予制度
があります

■申 年金手帳と印鑑を持って国保年金課
（緯〈７１〉２２３１）へ

国民年金保険料の免除申請
を受け付け

母子家庭等・後期高齢者福
祉医療費受給者証を更新

　１０月から、文化センターマツバホー
ルおよび同展示利用、昭林公民館ホー
ルを、１２カ月前の開館初日から予約で
きるようにします。
　１０月の一斉受け付け日時は、１０月２
日昇午前９時です。
　なお、当日は混雑が予想されます。
予めご了承ください。
■問 文化センター（緯〈７６〉１５１５）、昭林公
民館（緯〈７７〉６６８８）

文化センター・昭林公民館
ホール利用受付開始日を変更

■時 ７月２１日松～８月３１日晶（捷は休館）
■内 期間中の利用時間を午前１０時～午後
９時に変更

■他 期間中のワンポイントレッスンを中
止します

■場 ■問 市スポーツセンター（緯〈７５〉３５４５）

市スポーツセンタープール
夏休み期間利用時間変更

　５月３１日までに市社会福祉協議会に
寄せられた義援金は９５１５万３２９７円です。
５月１６日～３１日受付分／敬称略　　　
　アンデン叙、かりや愛知中央生活協
同組合、東端町内会、古井町内会、三
協商事叙安城営業所従業員一同、匿名、
募金箱への多数の寄付者
■問 市社会福祉協議会総務課（緯〈７７〉
２９４１）

東日本大震災義援金
ありがとうございます

　住民基本台帳法の改正に伴い、外国
人の加入対象が拡大します。
■時 ７月９日捷から
■内 ■対 加入対象を、在留期間が３カ月を
超える人（住民票ができる人）に拡大

■申 在留カード、特別永住者証明書また
は外国人登録証明書、パスポート、
認め印を持って、国保年金課（緯〈７１〉
２２３０）へ

外国人の国民健康保険・後
期高齢者医療制度の加入

■時 開園日時獅９月１日松からの午前７
時１５分～午後６時４５分（延長含む）　
定員獅３０人　年齢獅６カ月～２歳

■他 入所基準などは問い合わせてくださ
い

■問 子ども課（緯〈７１〉２２２８）

じけいの森保育園の開園

　先の大戦で、外地など（事変地また
は戦地の区域）に派遣され戦時衛生勤
務に従事した旧日本赤十字社救護看護
婦および旧陸海軍従軍看護婦の人（慰
労給付金受給者を除く）に、内閣総理
大臣名の書状を贈呈しています。詳し
くは問い合わせてください。
■時 訴求期限獅来年３月３１日掌

■問 総務省大臣官房総務課（緯０３〈５２５３〉
５１８２）、社会福祉課（緯〈７１〉２２２３）

内閣総理大臣名の書状贈呈

文文化センタ文化センターー
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■時 期間獅７月１１日昌～２０日晶

■内 運動重点獅子どもと高齢者を交通事
故から守ろう。すべての座席でシー
トベルトとチャイルドシートを正し
く着用しよう。飲酒運転を根絶しよ
う。歩道は歩行者優先、自転車は安
全速度で走ろう

■問 市民安全課（緯〈７１〉２２１９）

夏の交通安全市民運動■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。

■時 ７月１４日松・１５日掌

■場 西尾駅西側の市街地一帯
■問 西尾市商工観光課（緯０５６３〈５６〉２１１１）
祇園祭　　　　　　　　　　　　　　
■時 ７月１４日松午後５時～９時３０分
■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、市街地を練り歩きます

踊ろっ茶・西尾錘　　　　　　　　　
■時 ７月１５日掌午後４時～８時３０分
■内 多くのグループが、趣向を凝らした
衣装や踊りでフィナーレを飾ります

西尾祇園祭 西
尾

■場 ■問 碧南海浜水族館（緯〈４８〉３７６１）
水族館の夏祭り２０１２　　　　　　　　
■時 ７月２１日松～９月２日掌午前９時～
午後６時（入館は午後５時３０分まで）

■内 これまで開催した特別展を屋台風ブ
ースで展示

■￥ 入館料
水族館のウラ話　　　　　　　　　　
■時 ７月４日昌～９月２日掌午前９時～
午後６時（７月４日～２０日は午後５
時まで。７月９日捷・１７日昇は休館）

■内 「水族館の魚はどこからくるの？」
「えさは？」など、水族館の謎を紹介

碧南海浜水族館３０周年記念
特別展

碧
南

■他 公共交通機関でお越しください
■問 豊田市商業観光課（緯〈０５６５〈３４〉６６４２）
おいでんファイナル　　　　　　　　
■時 ７月２８日松午後５時～８時３０分
■場 名鉄豊田市駅前通り一帯
■内 テーマ曲にあわせパレード型で踊り
ます。また、市内で選出された踊り
連が、「魅せる踊り」で盛り上げます
花火大会　　　　　　　　　　　　　
■時 ７月２９日掌午後７時１０分～９時
■場 矢作川河畔（名鉄豊田市駅から徒歩
１０分）

■内 メロディ花火、ナイアガラなど約１
万３０００発が夜空を彩ります

豊田おいでんまつり 豊
田

■時 ７月７日松～８月１９日掌午前１０時～
午後５時（捷・７月１７日昇は休館。
ただし７月１６日抄は開館）

■内 徳川四天王本多忠勝を家祖とし、江
戸後期には岡崎藩主として約１００年
間君臨した本多家。本展では譜代大
名本多家約２６０年の歴史を追うとと
もに、本多忠勝所用の黒糸威胴丸具
足（重文）をはじめとする歴代当主ゆ
かりの名宝を一堂に展示。また旧本
多忠次邸の復原公開にあわせ、邸宅
の図面や家具調度のデザイン画など
貴重な資料の数々を特別公開します

■￥ 入館料
■場 ■問 岡崎市美術博物館（緯〈０５６４〈２８〉
５０００）

徳川四天王本多忠勝と子孫
たち～岡崎藩主への軌跡～

岡
崎

　新美南吉のまちづくりを進める本市
では、昭和初期（特に昭和１３～１７年）の
下記資料などを探しています。持って
いる人は、連絡してください。
■内 募集資料獅新美南吉の写真・資料、
安城高等女学校の写真、ＪＲ安城駅
周辺の写真や地図など

■問 企画政策課（緯〈７１〉２２０４）

新美南吉に関する資料を探
しています

　愛知県無形民俗文化財に指定され、
２３０年以上の歴史がある伝統的な祭で
す。若者が武者人形をかたどった約
６０手の「万燈」を担ぎ、笛と太鼓の囃子
に合わせて勇壮に舞います。
■時 ７月２８日松・２９日掌

■場 秋葉社周辺（刈谷市／ＪＲ・名鉄刈谷
駅または名鉄刈谷市駅下車）
■問 刈谷市観光協会（緯〈２３〉４１００）

天下の奇祭「万燈祭（まんど
まつり）」

刈
谷
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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. 


