
■場 デンパーク
■申 ８月５日掌午前９時３０分から、デン
パーククラブハウス（緯〈９２〉７１１２）へ

押し花講座　　　　　　　　　　　　
■時 ９月６日昭・２０日
昭、１０月４日昭・
１８日昭、１１月１日
昭・１５日昭午前１０
時（全６回）

■内 押し花の作り方、
押し花を使った額物作りなど

■講 長谷川はる子氏
■定 ２０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６日昭・２０日昭、１０月４日昭・
１８日昭、１１月１日昭・１５日昭午後１
時３０分（全６回）

■講 山口 秋  子 氏
あき こ

■定 ２０人（先着順）
■￥ ６０００円（別途各回材料費２０００円）

デンパーク入園パスポート
付き「花の講座」
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　８月１０日晶～２６日掌の毎週晶松掌は、
午後９時まで開園します。
■場 ■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（甚平は不可）
■定 各１００人（先着順）
ダンシングナイト　　　　　　　　　
■時 ８月１０日晶・１７日晶・２４日晶午後６時
ゆかたコンテスト　　　　　　　　　
■時 ８月１１日松午後６時
５００発の打ち上げ花火　　　　　　　
■時 ８月１２日掌・１８日松・１９日掌・２５日
松・２６日掌午後８時３０分

デンパーク
サマーフェスティバル

■時 ■場 表のとおり

■￥ ４７００円
■申 ８月３１日晶までに、申請書などを持
参か郵送で鋤愛知県危険物安全協会
連合会（名古屋市）へ
　※同連合会ウェブサイトから電子申
請もできます。申請書などは、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

■時 甲種施９月６日昭・７日晶午前９時
４５分～午後４時（全２回）　乙種施９
月６日昭午前９時４５分～午後４時３０
分

■場 碧南市文化会館
■定 １２０人（先着順）
■￥ ３５００円
■申 ８月２０日捷～２４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
　※申込書は同署・衣浦東部広域連合
ウェブサイトで配布。

■時 ■場 １０月６日松施愛知大学（豊橋市）、
１０月７日掌施名城大学（名古屋市）

■内 甲種、乙種全類、丙種
■申 電子申請施８月２４日晶～９月２日掌

に除消防試験研究センターウェブサ
イトから　書面申請施８月２７日捷～
９月５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１３日捷から安城消防
署で配布。

■問 安城消防署予防係（緯〈７５〉２４５８）

甲種防火管理新規講習・乙
種防火管理講習

危険物取扱者試験

■時 ８月１３日捷午前９時４５分～午後３時
３０分

■場 今村公園（東栄町）
■他 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

手作りパン教室「夏限定かぶとむし
型チョコパンを作ろう！」
■時 ８月１０日晶～１５日昌・１８日松・１９
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
ジェルキャンドル教室　　　　　　
■時 ８月１１日松・１２日掌午前１０時
■定 各５０人（当日先着順）
■￥ １２００円から
フォトスポット撮影ツアー　　　　
■時 ８月１２日掌午後４時３０分
■講 鶴田 郁  夫 氏（フォトマスターＥＸ）

いく お

■定 ２０人（当日先着順）
■￥ １３００円
木工教室「ネームプレート、昆虫の
オブジェ作り」
■時 ８月１８日松・１９日掌午前１０時
■定 各５０人（当日先着順）
■￥ ５００円から
男の料理教室「かきあげ丼」　　　　
■時 ９月７日晶午前１０時
■定 １５人（先着順）
■￥ １２００円
■申 ８月５日掌午前９時３０分から同ク
ラブハウスへ

ふわふわテーブルフォト講座　　　
■時 ９月１２日昌・２６日昌午前１０時（全
２回）

■講 岡本 由  樹  子 氏
ゆ き こ

■定 各１５人（先着順）
■￥ ２３００円
■申 ８月５日掌午前９時３０分から同ク
ラブハウスへ

寄せ植え講座「色々の多肉植物で寄
せ植え」
■時 ９月１４日晶午前１０時
■講  野  正  美  保  子 氏（ＲＨＳＪコンテナガ

の まさ み ほ こ

ーデニング・マスター）
■定 ２０人（先着順）
■￥ ３５００円
■申 ８月５日掌午前９時３０分から同ク
ラブハウスへ

フォトマスターＥＸによる写真講座
「小さい秋みつけた」
■時 ９月１４日晶・２８日晶午前１０時（全
２回）

■講 鶴田郁夫氏（フォトマスターＥＸ）
■定 ２０人（先着順）
■￥ ２３００円
■申 ８月５日掌午
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。都合により日程変更の場合あり。詳細は問い合わせてください

講習種別会場講習日 一般特定給油
午後午前①９月２７日昭

午前午後②１０月３日昌

午後午前③　　５日晶

午後午前④　　１１日昭

午前午後　　１２日晶

午前午後

⑤

　　２３日昇

午前午後　　２４日昌

午後午前　　２５日昭

午前
午後　　２６日晶

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

■時 ■内 ９月２３日掌～１２月９日掌の毎週掌

（１１月１１日、１２月２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歳以上で、日本
語の会話が初心者の外国人

■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１６日掌に、クラス分けのための
簡単な面接をします

■申 ８月６日捷～９月１３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

　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 ８月１８日松午前９時～正午
■場 知立消防署
■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 ８月５日掌午前９時から同署救急係
　（緯〈８１〉４１４４）へ
普通救命講習Ⅰ　　　　　　　　　　
■時 ８月１９日掌午前９時～正午
■場 碧南消防署
■内 心肺蘇生法、ＡＥＤ使用法、止血法
■定 ２０人（先着順）
■申 ８月５日掌午前９時から同署救急係
　（緯〈４１〉２６２５）へ

救命講習会

■時 ９月２９日松午後６時～７時３０分
■場 丈山苑
■内 二胡の演奏　出演施 王  侃 氏

わん かん

　※呈茶あり。
■定 ２５０人（先着順、雨天時は１３０人）
■￥ １０００円（中学生以下９００円）
■申 ８月７日昇からの午前９時～午後５
時（捷を除く）に丈山苑（緯〈９２〉７７８０）へ

丈山苑秋月コンサート

■時 ９月１９日昌午後１時３０分～４時
■場 市民会館
■内 労働基準法入門、個別労働紛争に関
するあっせん制度について

■講 小堀 美  和 氏（社会保険労務士）
み わ

■対 中小企業の人事・労務担当者、労働
組合関係者など

■申 詳しくは市商工課（緯〈７１〉２２３５）また
は県西三河県民事務所産業労働課
（緯０５６４〈２７〉２７８２）へ

労働講座

■時 ８月２１日昇・３０日昭午前１０時～正午
■場 刈谷市総合文化センター
■問 自衛隊愛知地方協力本部安城地域事
務所（緯〈７４〉６８９４）、市行政課（緯〈７１〉
２２０８）

防衛大学校入試制度・自衛
官採用制度説明会

■時 ８月９日昭午前１０時、午後１時３０分
■内 カンフーパンダ２（３Ｄ上映ではあ
りません）

■定 各１００人（当日先着順）
■場 ■問 安祥公民館（緯〈７７〉５０７０）

夏休み映画会

■場 ■問 環境学習センター「エコきち」（緯

〈７６〉７１４８）
秋葉の森のたからものさがし　　　　
■時 ８月２５日松午前９時３０分～１１時３０分
■講 古居 敬  子 氏（ネイチャーゲームＣＯＮ

けい こ

Ｅリーダー）
■定 ３０人（定員を超えた場合は抽選）
■持 水筒・長袖シャツ・長ズボン・帽子
■他 未就学児は保護者同伴
■申 ８月１７日晶まで（捷を除く）の午前９
時～午後９時に、氏名・住所・電話
番号・参加人数を、電話で同センタ
ーへ
まちのあかりをデザインしよう！プラ
ネタリウムで大実験
■時 ９月１日松午前１０時～正午
■講 ＮＰＯ法人アイ・プラネッツ
■対 小学４年生以上とその保護者（子ど
もだけの参加も可）

■定 １５組（定員を超えた場合は抽選）
■申 ８月２４日晶まで（捷を除く）の午前９
時～午後９時に、氏名・住所・電話
番号・参加人数を、電話で同センタ
ーへ

環境学習センター「エコき
ち」の講座

■時 ９月７日晶午前１０時～１１時３０分
■場 市保健センター
■講 高橋 千  恵  子 氏（スタジオＤｏ代表）

ち え こ

■定 ８０人（先着順）
■他 託児、手話通訳あり
■申 ８月６日捷からの午前８時３０分～午
後５時１５分に、電話で市保健センタ
ー（緯〈７６〉１１３３）へ

実践！市民健康講座

■時 １０月１３日松午後１時３０分～３時３０分
■場 市民会館
■講 アグネス・チャン氏
■定 １０００人（先着順。ただし、定員を超えた場合は、
超えた日に届いたはがきのみ抽選）

■他 託児（６カ月～６歳の未就学児／１人３００円）、車椅
子席あり

■申 ８月１５日昌～３１日晶に、往復はがき往信部裏面に
申込代表者住所、氏名、電話番号、申し込み人数（１枚で２人まで）、託児・
車椅子席の必要人数を、返信部表面に申込代表者の郵便番号、住所、氏名
を記載し、市民協働課（〒４４６－８５０１住所記載不要／緯〈７１〉２２１８）へ

アアグネス・チャンアグネス・チャン氏氏
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■場 ■問 市スポーツセンター（緯〈７５〉３５４５）
大人水泳教室　　　　　　　　　　　
■時 ９月１９日昌～１２月１２日昌の毎週昌午
後７時～８時（１０月３１日を除く、全
１２回）

■対 １８歳以上で初心者または中高年の人
■定 １５人（先着順）
■￥ ６０００円（施設使用料含む）
■持 水着・水泳帽子・ゴーグル
■申 ８月５日掌～９月１５日松午前９時～
午後８時（捷を除く）に、参加費を持
って市スポーツセンターへ

キッズ水泳教室　　　　　　　　　　
■時 ■対 ９月２２日松～１２
月１５日松の毎週松

４～６歳とその保
護者施午前１０時～
１１時　小学１～３
年生とその保護者施午前１１時～正午
（１０月２０日を除く、全１２回）
■定 各１５組（定員を超えた場合は抽選）
■持 水着・水泳帽子
■￥ 各７０００円
■申 ８月５日掌～２４日晶午前９時～午後
８時（捷を除く）に、直接市スポーツ
センターへ
　※電話申し込み不可。

スポーツセンターの教室

■時 ■内 ９月５日昌から　水中ウオーキン
グ施第１・３昌、第２・４晶午後１
時～１時３０分　水泳指導施第１・３
晶、第２・４昌午後６時～６時３０分

■場 市スポーツセンター
■定 各５人（先着順）
■持 水着・水泳帽子
■￥ 施設使用料
■申 開催当日に、電話でスポーツセンタ
ー（緯〈７５〉３５４５）へ

■場 市スポーツセンター
■￥ 施設利用料
■申 ８月５日掌～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

水中ウオーキング体験会　　　　　　
■時 ９月４日昇・１１日昇・１８日昇・２５日
昇午後１時～２時（全４回）

■対 １８歳以上の人
■定 １５人（先着順）
■持 水着・水泳帽子
みんなで楽しくウオーキング♪教室　
■時 ９月５日昌・１２日昌・１９日昌・２６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１３日昭・２０日昭午後４時～５時
（全２回）

■対 １８歳以上の人
■定 １５人（先着順）
■持 水着・水泳帽子
市民スポーツ体験会「ソフトバレーボ
ール」
■時 ９月１５日松午前１０時～正午
■対 １８歳以上の人
■定 ２０人程度（先着順）
■持 運動に適した服装・タオル・飲み物
（ペットボトル）

スポーツセンターの講座

■場 ■問 マーメイドパレス（緯〈９２〉７３５１）
こども早得キャンペーン　　　　　　
■時 ８月６日捷～１０日晶午前９時３０分から
■内 プール利用後に、お菓子・スーパー
ボールのつかみ取り

■対 当日プールを利用する、オムツが外
れた子～小学生

■定 各５０人（先着順）
■￥ 施設使用料
■申 当日午前９時３０分から参加券を配布
造波プールでジャンケン大会　　　　
■時 ８月１２日掌午後２時
■内 ジャンケンに勝ったら無料招待券を
進呈

■対 当日のプール利用者
■￥ 施設使用料
模擬店（有料）　　　　　　　　　　　
■時 ８月１３日捷～１５日昌午前１１時～午後
５時

■内 かき氷、スーパーボールすくいなど
フットセラピー体験会　　　　　　　
■時 ８月２２日昌午前１０時３０分～１１時３０分
■対 １８歳以上の人
■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 ８月６日捷午前１０時からマーメイド
パレスへ

マーメイドパレスの催し プールワンポイントレッスン

■問 愛知障害者職業能力開発校（緯０５３３
〈９３〉２１０２）、市障害福祉課（緯〈７１〉２２
　２５）
パソコン応用コース（ワード・エクセ
ルによる実務的な文書・表作成）
■時 ９月１２日昌～１１月１５日昭の毎週捷昌

昭午前９時３０分～午後４時３０分
■場 岡崎市産業人材支援センター
■対 身体障害・精神障害の障害者手帳を
有している人（車椅子は不可）

■定 ７人（面接で選考）
■申 ８月１６日昭までに公共職業安定所へ
Ｗｅｂ制作実践コース　　　　　　　
■時 ９月１９日昌～１２月１３日昭午前１０時～
午後３時（松掌抄を除く）

■内 ビジネスコミュニケーション、ＨＴ
ＭＬとＣＳＳの記述、画像編集など

■対 身体に障害があり、移動が困難で、
自宅にインターネット設備があり、
メール通信やオフィスソフト（ワー
ド・エクセルなど）の基礎的操作が
できる人

■定 ５人（面接で選考）
■￥ ３４００円
■申 ８月２０日捷までに公共職業安定所へ

障害者のための職業訓練
■時 ８月１８日松午後２時～３時３０分
■内  文  吉 流！歌舞伎の楽しみ方～歌舞伎

ぶん きち

の花、女方～
■講 安田文吉氏（南山大学教授）
■場 ■問 歴史博物館（緯〈７７〉６６５５）

初めての人のための歌舞伎
入門⑤

■内 ■時 天の川の星座たち獅８月４日松・
５日掌・１１日松・１２日掌午後１時３０
分・３時　天の川獅８月１８日松・１９
日掌・２５日松・２６日掌午後１時３０分・
３時（２５日は午後１時３０分のみ）

■場 ■問 文化センター（緯〈７６〉１５１５）

プラネタリウムの生解説

■時 １１月１０日松午後１時３０分～３時
■場 桜井中央公園（小川町）
■内 好きな言葉を入れたプレートとともに、１
組１本を植樹

■対 市内在住の人または４人程度の市内団体（小学生以下は保護者同伴）
■定 ５０組（先着順）
■￥ １組３０００円
■申 ８月７日昇～２１日昇午前８時３０分～午後５時１５分（松掌を除く）に、電話で
公園緑地課（緯〈７１〉２３５４）へ
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　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９６８１万８９３１円です。
■問 市社会福祉協議会総務課（緯〈７７〉２９
４１）
６月１６日～３０日受け付け分／敬称略　
　近藤綾子、鶴田郁夫、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日昌～１０日晶

■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

■問 市民安全課（緯〈７１〉２２１９）

夏の安全なまちづくり市民
運動

■時 捷～晶午前１０時～午後６時（８月１１
日松～１９日掌、抄・年末年始を除く）

　※第２・４掌は休日相談日。
■場 花ノ木センタービル３階（花ノ木町
５－１０）

■内 相談、カウンセリング、講義、職場
体験などを通した社会的自立の支援

■対 就労や人間関係に悩む１５～３９歳の人
とその家族

■問 安城若者サポートステーション（緯

〈９５〉３１３７）、市商工課（緯〈７１〉２２３５）

安城若者サポートステーシ
ョンを利用してください

■内 対象駐車場施①分譲マンション・ア
パートの駐車場、貸し駐車場　②商
業施設の一般来客用駐車場　③町内
会の駐車場

■他 ７月１９日現在の予算残額諮①施５２９
万円、②施２８２万２０００円、③施６７万
５０００円

■申 １１月３０日晶までの午前９時３０分～午
後５時（松掌抄、正午～午後１時を
除く）に、必要書類を持って市民安
全課（緯〈７１〉２２１９）へ

　※必要書類は、同課・市公式ウェブ
サイトで配布。

駐車場防犯カメラ設置補助
制度を実施しています

　「ふれあい田んぼアート」のウェブサ
イトにて、現在の田んぼアートの映像
を生中継で公開しています。
　ウェブサイト施http://www.katc
h.ne.jp/~nihondanmarku/または「ふ
れあい田んぼアート　安城」で検索
■問 農務課（緯〈７１〉２２３３）

■対 共通事項施来年度に小・中学・高等
学校に入学予定で、障害があると思
われる子とその保護者

■申 直接、下記学校へ
■問 学校教育課（緯〈７１〉２２５４）
安城養護学校（桜井町）　　　　　　　
■時 ９月５日昌、１０月４日昭

■対 知的発達の遅れや、情緒に障害のあ
る子（高等部を除く）

■問 同校（緯〈９９〉３３４５）
岡崎養護学校（岡崎市）　　　　　　　
■時 ９月１４日晶

■対 手足に不自由のある子（高等部を除
く）

■問 同校（緯０５６４〈４８〉２６０１）
大府養護学校（大府市）　　　　　　　
■時 １０月１９日晶、１１月１４日昌

■対 病気で入院している子
■問 同校（緯０５６２〈４８〉５３１１）

県立養護学校の体験入学

　７月１日付けで鈴木 治  雄 氏（再任・
はる お

篠目町）が委嘱されました。任期は３
年です。
■問 市民課（緯〈７１〉２２２１）

人権擁護委員が決定

■場 ■問 堀内公園（緯〈９９〉５９４７）
夏休みちびっ子企画「火曜日は、じゃ
んけん大会の日」
■時 ８月７日昇・１４日昇・２１日昇・２８日
昇午前１０時、午後２時
■内 スタッフとじゃんけんをして、勝っ
たら有料遊具利用券を進呈

■対 小学生以下（未就学児は保護者同伴）
■定 各５０人（当日先着順）
夏休みちびっ子企画「汽車撮影会」　　
■時 ８月９日昭・１６日昭・２３日昭・３０日
昭午前１１時、午後２時

■内 汽車の運転席で撮影
■定 各１０人（先着順）
■持 撮影用カメラ
■対 未就学児
■他 撮影会中は、汽車を停車します
■申 開始１０分前に汽車前へ
お盆企画「回数券限定販売」　　　　　
■時 ８月１０日晶～１９日掌（１３日捷を除く）
■内 １０００円分の回数券を購入すると、有
料遊具利用券を２枚進呈

昔遊び体験　　　　　　　　　　　　
■時 ８月１１日松～１９日掌午前１０時～午後
４時（１３日捷を除く）

■内 竹馬など、昔ながらの遊びを体験

堀内公園の催し

■時 ９月１５日松午前９時～午後４時
■場 本證寺・蓮泉寺（市内）、蓮成寺・偏
照院・林泉寺（碧南市）など

■講 天野 暢  保 氏（文化財保護委員長）
のぶ やす

■対 市内在住・在学・在勤の人
■定 ２０人（定員を超えた場合は抽選）
■￥ １８００円（昼食代を含む）
■持 筆記用具・傘・水筒・帽子・歩きや
すい服装

■申 ８月１８日松まで（必着）に、はがきに
住所・氏名・年齢・電話番号を記入
し、歴史博物館「第１回あおぞら歴
史教室」係（〒４４６－００２６安城町城堀
３０／緯〈７７〉４４７７）へ
　※はがき１枚で２人まで申し込み可。

あおぞら歴史教室「大浜騒
動史跡をめぐるⅡ」

田んぼアートを生中継配信

　現在の保険証の有効期限は８月３１日
晶です。新しい保険証を８月中旬に世
帯主宛に送付。加入者が５人以上の世
帯は、２通以上に分けて送付します。
　なお、後期高齢者医療制度への移行
や退職者医療制度などで、有効期限が
異なる場合があります。
■問 国保年金課（緯〈７１〉２２３０）

９月１日松から国民健康保
険証を更新します

　原爆死没者の慰霊と恒久平和を願い、
家庭・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 原爆投下日時諮広島施８月６日午前
８時１５分　長崎施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！



■問 西尾市商工観光課（緯０５６３〈５６〉２１１１）
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。灯が入ると、描かれた古式 床 し

ゆか

い時代絵巻が夜空に浮かびあがります。
■時 ■内 ８月２６日掌諮午前８時施大提灯揚
げ　午前１０時施大提灯献詠俳句大会
午後３時・８時施奉納神楽　午後７
時施献灯祭　
　２７日捷諮午前９時３０分施奉納弓道大
会　午後５時施あげ神楽、大提灯降納

■場 諏訪神社
ハワイアンフェスティバルｉｎ吉良ワイ
キキビーチ
　フラダンス愛好家の発表会や、本場
ハワイの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２７日捷～３１日晶午後３時～７時
３０分

■場 宮崎海水浴場特設ステージ

　ステージショーや体
験型アトラクションな
どの催しが盛りだくさ
ん。フィナーレには約
７０００発の花火もあり。
■時 ８月１８日松午前１１時
～午後８時４５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、
抽選で豪華賞品を進呈します

■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。

三河一色大提灯まつり・ハ
ワイアンフェスティバル

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（市産業課内／緯

０５６１〈３４〉６０００）
三好池まつり　　　　　　　　　　　
　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。
ちん

■時 ８月４日松午後６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にあわせて、
２２００人がさまざまな衣装で踊ります。
気合の入ったパフォーマンスは必見。
■時 ８月２５日松午後５時～９時
■場 三好稲荷閣周辺道路
三好大提灯まつり　　　　　　　　　
■時 ８月２５日松午後５時～９時３０分、２６
日掌午前８時～午後９時３０分

■内 高さ１１杓の大提灯３基が境内に掲げ
られます。２６日は伝統芸能披露や花
火の打ち上げもあり

■場 三好稲荷閣

■時 ８月１８日松午後２時～８時３０分
■場 ハッピネス・ヒル・幸田（町民会館）
■内 ポンツク（魚のつかみ捕り）、花火大
会、ステージイベントなど

■他 来賓あいさつ（午後５時）後、子ども
用花火を進呈。幸田町役場からシャ
トルバスを運行します

■問 幸田町生涯学習課（緯０５６４〈６２〉１１１１）

こうた夏まつり 幸
田

　本紙を、各世
帯で１年間（来
年１月１日号～
１２月１５日号）保
存するための
ファイルです。
■内 提供部数施７
万２０００部　選
考施提示され
た広告掲載料
の高い者を選考し、なおも決定しな
い場合はくじによる

■対 住所を有する市町村の市町村税を滞
納していない

■申 ８月１日昌～３１日晶午前８時３０分～
午後５時（松掌を除く）に、申込書、
納税証明書などを持参か郵送（必着）
で、秘書課広報広聴係（〒４４６－８５０１
住所記載不要／緯〈７１〉２２０２）へ
　※申込書は同係・市公式ウェブサイ
トで配布。

広告入り「広報あんじょう」
保存用ファイル提供事業者

　家族・仲間とともに歩きませんか。
■時 ９月２９日松・３０日掌

■場 岡崎・豊田など指定会場から愛・地
球博記念公園（長久手市）まで

■対 小学３年生以上で２人以上
■￥ 高校生以上３０００円、中学生以下２０００円
■申 愛ファザＷａｌｋウェブサイト（http://
　ifes.jp/walk/entry/）から
■問 市民協働課（緯〈７１〉２２１８）

愛ファザＷａｌｋ参加者

■内 住宅詳細施大東（２ＤＫ／大東町）　
建設施平成１９年度　入居時家賃施月
額２万４７００円～４万８４００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 ８月６日捷～１０日晶午前８時３０分～
午後５時１５分に、直接建築課（緯〈７１〉
２２４０）へ

市営住宅（抽選型）入居者

みよしの三大まつり
み
よ
し
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※申し込みや問い合わせは、日本語
でお願いします。
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