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■場 ■問 マーメイドパレス（緯〈９２〉７３５１）
水中講座　　　　　　　　　　　　　
■時 １１月２１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
■￥ 施設使用料
■他 託児あり（６カ月～未就園児、先着
５人）
■申 １１月６日昇午前１０時からマーメイド
パレスへ

フットセラピー体験会　　　　　　　
■時 １１月２８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 １１月６日昇午前１０時からマーメイド
パレスへ

親子水泳教室　　　　　　　　　　　
■時 １２月２日掌・９日掌・１６日掌・２３日
掌午後１時～１時５０分（全４回）
■対 幼児とその保護者２人１組
■定 ２０組（定員を超えた場合は抽選）
■￥ ２３００円
■申 １１月６日昇～１８日掌午前１０時～午後
７時３０分にマーメイドパレスへ
※電話申し込み不可。定員に満たな
い場合は２０日以降も受け付け。

マーメイドパレスの催し

■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
押し花教室　　　　　　　　　　　　
■時 １１月１０日松・１１日掌午前１０時から
■内 押し花でキーホルダーやしおり作り
■講 長谷川はる子氏（ふしぎな花倶楽部
インストラクター）
■定 各５０人（当日先着順）
■￥ ５００円から
愛知県産米粉を使った「クッキーファ
クトリー」
■時 １１月１０日松・１１日掌・１７日松・１８日
掌午前１０時～午後３時３０分

■￥ ７００円
手作りパン教室　　　　　　　　　　
■時 １１月１０日松・１１日掌・１７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
木工ペイント教室　　　　　　　　　
■時 １１月１７日松・１８日掌午前１０時から
■定 各５０人（当日先着順）
■￥ ５００円から
寄せ植え講座「迎春の寄せ植え」　　　
■時 １２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 １１月５日捷午前９時３０分から同クラ
ブハウスへ
男の料理教室「クリスマスケーキ作り」
■時 １２月１４日晶午後１時
■定 １５人（先着順）
■￥ ２０００円
■申 １１月５日捷午前９時３０分から同クラ
ブハウスへ

デンパーククラブハウスの
体験教室

■時 １２月１８日昇～来年３月２６日昇の毎週
昇午後３時～４時（来年１月１日・
２月５日・１２日を除く全１２回）
■場 市スポーツセンター
■内 水中ウオーキングの基本と水中健康
体操
■対 市内在住で１８歳以上の人
■定 １５人（先着順）
■￥ ５４００円
■申 １１月６日昇～３０日晶午前９時～午後
８時（捷を除く）に、市スポーツセン
ター（緯〈７５〉３５４５）へ

水中運動教室

■場 ■問 堀内公園（緯〈９９〉５９４７）
シャボン玉で遊ぼう　　　　　　　　
■時 １１月１０日松午前１０時～午後３時
　※雨天の場合は１１日掌に順延。
■内 シャボン玉を飛ばしたり、中に入っ
たりして遊ぶ
じゃんけん大会　　　　　　　　　　
■時 １１月１７日松・１８日掌午前１０時、午後
３時
■内 勝ったら有料遊具利用券を進呈
■対 小学生以下
■定 各５０人（当日先着順）
利用料還元くじ引き　　　　　　　　
■時 １１月２３日抄～２５日掌午前９時から
■内 指定遊具を利用後にくじを引き、あ
たりが出たら有料遊具利用券を進呈
　指定遊具諮２３日施サイクルモノレー
ル　２４日施汽車　２５日施観覧車
■対 ４歳以上の人（未就学児は１８歳以上
の保護者同伴）
■定 各１００人（当日先着順）
■￥ 各有料遊具利用料
シニアウオーキング教室　　　　　　
■時 １１月２９日昭午前１０時～１１時３０分
■内 初心者向けのウオーキングやストレ
ッチを紹介
■対 ６０歳以上の人
■定 １５人（先着順）
■申 １１月２０日昇～２８日昌午前９時～午後
４時３０分（捷を除く）に堀内公園へ
大人向け講座「花の小物作り」　　　　
■時 １１月３０日晶午前１０時～正午
■内 デコクレイ粘土による小物作り
■講 飯田 恵 

めぐ

 美 氏（デコクレイアカデミー）
み

■対 １８歳以上の人
■定 １０人（先着順）
■￥ ５００円
■申 １１月６日昇～２９日昭午前９時～午後
４時３０分（捷を除く）に堀内公園へ

堀内公園で遊ぼう

■時 １１月７日昌～１２日捷

■内 競技花、切り花など約３００鉢を展示
■￥ 入園料
■場 ■問 デンパーク（緯〈９２〉７１１１）

デンパーク「菊花展」

■時 １１月２８日昌午前１０時３０分～正午
■場 刈谷ハイウェイオアシス
■内 農産物の即売、「農の生け花」実演、
「食育かるた」体験など
■問 西三河農林水産事務所農業改良普及
課（緯〈７６〉２４００）、市農務課（緯〈７１〉２２
　３３）

碧海農業フェスティバル

■時 １１月１８日掌午後１時３０分
■場 文化センター
■内 団体・企業などの発
表、福和 伸  夫 氏（名

のぶ お

古屋大学減災連携研
究センター長）を迎
えたパネルディスカッションなど
■問 防災危機管理課（緯〈７１〉２２２０）

「安城市民防災フェア６０」プ
レイベント

　認知症について理解を深めましょう。
■時 １２月８日松・９日掌午後２時～３時
３０分
■場 文化センター
■対 １８歳以上の人
■定 各５０人（先着順）
■申 １１月５日捷からの午前８時３０分～午
後５時１５分（松掌抄を除く）に介護保
険課（緯〈７１〉２２２６）へ

認知症サポーター養成講座

■時 １１月１１日掌午後０時３０分～７時（予定）
■内 昭林公民館で活動するアマチュアバ
ンドグループのライブ
■場 ■問 昭林公民館（緯〈７７〉６６８８）

アマチュアバンドライブ

福福和伸夫福和伸夫氏氏
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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 １１月２３日抄午前９時～午後１時
■場 文化センター
■内 秋野菜を収穫し、秋じゃがカレーコ
ロッケ、トウガン汁を調理・試食
■対 市内在住の小学生とその保護者
■定 ３０人（先着順）
■￥ ３００円
■申 １１月１０日松午前９時～正午に、直接
生涯学習ボランティアセンター（文
化センター内）へ
※電話申し込み不可。
■問 農務課（緯〈７１〉２２３３）、企画人耕し人
天野さん（緯０９０〈４０８０〉１２７０）

とれたて野菜で親子クッキ
ング

■場 あんぱ～く
■申 １１月５日捷午前９時から電話で市子
育て支援センター（緯〈７２〉２３１７）へ

　※１人１講習まで。
育児講習会「子どものほめ方・叱り方」
■時 １２月７日晶午前１０時～１１時３０分
■講 中野 雪  乃 

ゆき の

氏（ 親 
おや

 行 訓練インストラク
ぎょう

ター）
■対 乳幼児の保護者
■定 ３０人（先着順）
子育て何でも相談広場「子どもとの関
わり方を考えよう！」
■時 来年１月９日昌午前１０時～１１時３０分
■講 野田 有  美 氏（臨床心理士）

ゆ み

■対 乳幼児とその保護者
■定 ２０組（先着順）
親子遊び講習会「ベビーマッサージ」　
■時 来年２月１日晶午前１０時～１１時３０分
■講 田中 久  美 

く み

 子 氏（ピヨピヨクラブ代表）
こ

■対 １歳未満の子とその保護者
■定 ３０組（先着順）

子育て支援センターの講座

■￥ 入苑料１００円（中学生以下は無料）
■場 ■問 丈山苑（緯〈９２〉７７８０）
夜間開苑　　　　　　　　　　　　　
■時 １１月１７日松・１８日掌・２３日抄～２５日掌

■内 開苑時間を午後９時まで延長（入苑
は午後８時３０分まで）
紅葉茶会　　　　　　　　　　　　　
■時 １１月１８日掌午前１０時～午後３時
■他 晴天時は 野点 あり

のだて

丈山苑の催し

■場 ■問 歴史博物館（緯〈７７〉６６５５）
体験講座「蓄音機を聴く」　　　　　　
■時 １１月４日掌午前１０時～１１時、午後２
時～３時
■内 蓄音機とレコードで懐かしい音楽を
聴く
■講 神谷 栄 氏（ＳＰレコードコレクター）

さかえ

考古学最前線「西三河の弥生時代研究②」
■時 １１月１７日松午後２時～３時３０分
■内 安城市内の遺跡と発掘調査成果から
■講 川崎みどり氏（日本考古学協会）、宮
腰 健  司 氏（県埋蔵文化財センター）

けん じ

松平シンポジウム「捨城を拾う～桶狭
間の戦い前後の三河～」
■時 １１月１８日掌午後１時～４時３０分
■講 播磨 良  紀 氏（四日市大学教授）ほか

よし のり

歴史博物館の催し

　地場産の野菜を使った、家庭の手作
り漬物を出品してください。
■時 １２月１６日掌午後１時３０分～３時
■場 市民交流センター
■申 １２月１３日昭までに応募用紙を農務課
へ提出し、１６日掌に漬物を持って市
民交流センターへ
※応募用紙は、農務課・市公式ウェ
ブサイトで配布。
■問 農務課（緯〈７１〉２２３３）

つけものコンテスト

■時 来年１月～３月
■場 名古屋市内
■内 ①パソコン初級、②医療事務、③経
理事務
■対 県内の母子家庭の母または寡婦で、
全ての日程に参加できる人
■定 各２０人（定員を超えた場合は抽選）
■￥ 教材費
■申 １１月１日昭～２２日昭午前８時３０分～
午後５時１５分（松掌抄を除く）に子育
て支援課（緯〈７１〉２２２９）へ

母子家庭就業支援講習会

■時 １１月１２日捷午後１時～３時
■場 市勤労福祉会館
■問 昭和建物管理叙（同館指定管理者／
緯〈７５〉４９３０）、市商工課（緯〈７１〉２２３５）

市民生活講座「安全な食品
ってなんだろう」 ■時 １１月１１日掌　受

け付け施午前９
時～９時３０分
■場 ■内 姫小川古墳、
獅子塚古墳など
桜井の歴史を感じる約４．５灼のコー
ス。野菜収穫体験もあり　集合場所
施ＪＡあいち中央桜井支店
■持 リュックサック・歩きやすい服装
■問 区画整理課（緯〈７１〉２２４６）

桜井スタンプウオークラリー

■時 １１月２３日抄午後１時３０分～３時
■場 中央図書館
■内 最新の公共図書館事情と図書館の可
能性
■講  常  世  田 

とこ よ だ

 良 氏（立命館大学教授）
りょう

■定 １００人（先着順）
■申 １１月７日昌午前９時から中央図書館
（緯〈７６〉６１１１）で整理券を配布

「みんなでつくろう！（仮称）
図書情報館」講演会

■場 文化センター
■問 刈谷税務署（緯〈２１〉６２１２）、市市民税
課（緯〈７１〉２２１４）

青色申告決算説明会　　　　　　　　
■時 １１月２０日昇午前１０時～正午
■対 個人の青色申告者
年末調整説明会　　　　　　　　　　
■時 １１月２０日昇午後１時３０分～３時３０分
■対 法人、官公庁、個人

平成２４年分青色申告決算・
年末調整説明会

■時 １１月２４日松午後１時
■場 教育センター
■内 基調講演諮テーマ施都市近郊農業の
現状と課題～魅力ある未来をつかみ
取るために～　講師施竹谷 裕  之 氏

ひろ ゆき

（公益財団法人名古屋産業科学研究
所上席研究員）

　シンポジウム諮テーマ施都市地域に
おける食と農の交流　パネリスト施

岡田 早  苗 氏（東京農業大学教授）、山
さ なえ

田 崇  裕 氏（同助教）、石川
たか ひろ

 伸 氏（おとう
のぶる

ふ工房いしかわ代表取締役）、石川 和 
かず

 明 氏（田んぼアート実行委員長）
あき

■定 ２００人（当日先着順）
■問 農務課（緯〈７１〉２２３３）

実践総合農学会安城大会
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　１１月は県多重債務者相談強化月間で
す。弁護士と消費生活相談員が同席し
て相談を受けます。（１人３０分程度）
■時 １１月１３日昇午後１時～３時
■場 市役所相談室
■申 １１月１２日捷までの午前８時３０分～午
後５時１５分（松掌抄を除く）に、商工
課（緯〈７１〉２２３５）へ
※当日も受け付けますが、予約者を
優先します。

　市の体育施設を利用して、来年度の
スポーツ競技大会を予定している団体
の利用申請を受け付けます。
■対 １００人以上の参加者を対象としたス
ポーツ競技大会（市内団体を優先）
■申 １１月６日昇～３０日晶午前９時～午後
５時（捷を除く）に、申込用紙を持っ
て市体育館（緯〈７５〉３５３５）へ
※申込書は、同館・市公式ウェブサ
イトで配布。

体育施設の年間利用計画を
受け付け

　９月３０日までに市社会福祉協議会に
寄せられた義援金は９７０２万７０６３円です。
■問 市社会福祉協議会総務課（緯〈７７〉２９４
１）
９月１６日～３０日受け付け分／敬称略　
　昭和１７年安城第一国民学校同窓会、
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

■場 事業予定地施北山崎町地内
■内 決定者施叙 碧 介護サービス　種類施

みどり

地域密着型特定施設入居者生活介護
利用定員施２９人　事業開始予定時期
施平成２６年３月
■問 介護保険課（緯〈７１〉２２２６）

介護保険地域密着型サービ
ス事業者を決定

　市内で２０年以上立地する事業者に、
市内で工場や機械設備を新設・増設す
るのに必要な固定資産取得に係る費用
（土地代・消費税を除く）の一部を補助
します。
■対 補助対象事業者施①常用雇用者数が
２５人以上の中小企業で、対象経費が
１億円以上、②常用雇用者数が１００
人以上で対象経費が２５億円以上　補
助率施いずれも対象経費の１０％以内
■他 補助規定・必要書類などがあります
ので、事前に相談してください
■申 事業に着手する３０日前までに必要書
類を商工課（緯〈７１〉２２３５）へ

企業再投資促進事業補助金

　豊田信用金庫三河安城支店（三河安
城東町）の開店にあわせ、同信用金庫
を、市税などの納付や口座振替依頼書
の受け付けなどができる市収納代理金
融機関に指定します。
■時 指定日施１２月３日捷

■問 会計課（緯〈７１〉２２５１）

市税納付や口座振替などを
豊田信用金庫でも可能に

多重債務者向けの無料相談

　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。
■問 衣浦東部広域連合消防局消防課（緯

〈６３〉０１３５）
普通救命講習Ⅲ（小児・乳児・新生児）
■時 １１月１７日松午前９時～正午
■場 碧南消防署
■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と
きの処置など
■定 ２０人（先着順）
■申 １１月５日捷午前９時から同署救急係
（緯〈４１〉２６２５）へ
普通救命講習Ⅰ　　　　　　　　　　
■時 １１月１８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
■定 ２０人（先着順）
■申 １１月５日捷午前９時から同署救急係
（緯〈２３〉１２９９）へ
上級救命講習会　　　　　　　　　　
■時 １１月２４日松午前９時～午後６時
■場 安城消防署
■内 心肺蘇生法、ＡＥＤの使用法、止血
法、外傷の手当てなど
■定 ２０人（先着順）
■申 １１月５日捷午前９時から同署救急係
（緯〈７５〉２４９４）へ

救命講習会

■時 １１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）

今月の再生家具入札販売

■時 １１月１７日松午後１時３０分～３時、来
年１月１９日松午後２時～３時１５分
（全２回）
■場 リサイクルプラザ
■内 ダンボールで生ごみをたい肥化。す
ぐ始められるスターターキット付き
■対 市内在住で１８歳以上の人
■定 １５人（先着順）
■￥ ７００円
■申 １１月５日捷～１６日晶午前９時～午後
５時（松掌を除く）に清掃事業所（緯

〈７６〉３０５３）へ

ダンボールコンポスト講習会

■時 １２月９日掌午後１時
■場 総合福祉センター
■対 市内在住のひとり親家庭の親子
■定 ２０人（先着順）
■￥ １人８００円（３歳以下は無料）
■申 １１月１１日掌～１２月２日掌に、参加者
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

なり しま きよ み

〈９９〉６５５４）へ
※１１月１１日午前８時～正午は、電話
でも受け付け。
■問 子育て支援課（緯〈７１〉２２２９）

ひとり親家庭クリスマス会

　市職員のパソコン起動時に、画面へ掲載する広告です。
■内 掲載施来年１月～６月　広告施縦６００ピクセル×横８００ピクセルで、各１０
秒表示　掲載料施最低提示月額１枠１万円（消費税含む）

■対 市税などの滞納が無いなど
■定 ３枠（１月単位で申し込み可。応募者多数の場合、提示額の高い者を選定）
■申 １１月１日昭～３０日晶午前８時３０分～午後５時１５分（松掌抄を除く）に、申込
書、会社概要（パンフレット）、広告イメージを入れたＣＤ・ＤＶＤ（jpeg
形式で１００キロバイト以下）を持って経営管理課（緯〈７１〉２２０５）へ
※申込書は、同課・市公式ウェブサイトで配布。

　納期限は１１月３０日晶です。１１月中旬
に県から納付書を送付しますので、最
寄りの金融機関やコンビニエンススト
ア（納付金額が３０万円を超えるものは
除く）、県税事務所で納付してください。
　なお、Pay-easy（ペイジー）に対応
しているインターネットバンキングや
ＡＴＭでも納付できます。（領収書はゆ
うちょ銀行などを除く金融機関のみで
発行）
■問 県西三河県税事務所（緯０５６４〈２７〉
２７１３）、市市民税課（緯〈７１〉２２１４）
納税には便利な口座振替を　　　　　
　納税には便利で安全な口座振替の制
度があります。口座を開設している金
融機関の窓口で手続きをしてください。
（手続きの時期により、来年度分から
の取り扱いとなる場合があります）

個人事業税第２期分の納税
をお忘れなく
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　暴力やセクハラ、ストーカー行為な
ど女性の人権問題の相談に応じます。
■時 １１月１２日捷～１６日晶午前８時３０分～
午後７時、１１月１７日松・１８日掌午前
１０時～午後５時
■内 相談専用電話（緯０５７０〈０７０〉８１０）
■問 名古屋法務局人権擁護部（緯０５２〈９５
２〉８１１１）、市市民課（緯〈７１〉２２２１）

全国一斉「女性の人権ホッ
トライン」強化週間

　社会生活に困難を抱える子ども・若
者の支援を推進する「子ども・若者育
成支援推進法」が、施行されています。
子ども・若者育成支援に理解をお願い
します。　スローガン施育てよう　自
分に勝てる子　負けない子
■問 青少年の家（緯〈７６〉３４３２）

１１月は子ども・若者育成支
援県民運動強調月間

　相続・贈与などで取得した生命保険
年金を受給し、これに係る平成１３～１９
年度の市県民税を納付している人に、
特別還付金を支給しています。
■申 １２月２８日晶までの午前８時３０分～午
後５時１５分（松掌抄を除く）に、印鑑・
還付口座のわかるもの・受給期間や
受給総額などがわかる書類を持参し
市民税課（緯〈７１〉２２１４）へ

相続などで得た生命保険年
金の市県民税の特別還付金

　事業所得、不動産所得、山林所得が
ある全ての人は、平成２６年１月から記
帳と帳簿書類の保存が必要になります。
■問 刈谷税務署（緯〈２１〉６２１２）、市市民税
課（緯〈７１〉２２１４）

記帳・帳簿など保存制度の
対象者を拡大

　解雇・賃金・配置転換など、労働条
件などに関するトラブルは、労働委員
会へ相談してください。
■問 県労働委員会事務局総務調整課（緯

０５２〈９５４〉６８３３）、市商工課（緯〈７１〉２２３
５）

個別労働関係紛争に係るあ
っせん制度

　１１月１２日捷～２５日掌は、「女性に対す
る暴力をなくす運動」期間。女性に対
する暴力は、男女共同参画社会形成の
上で、克服すべき重要課題です。
　被害にあっている人は、一人で悩ま
ず、誰かに相談してみましょう。
※毎月第２・４昌の女性悩みごと相談
（詳しくは本紙毎月１５日号を参照）を
利用してください。
■問 市民協働課（緯〈７１〉２２１８）、市民課（緯

〈７１〉２２２２）

女性に対する暴力をなくす
運動

　子育ては、時に誰かの手助けが必要
です。一人で悩まず相談してください。
■問 刈谷児童相談センター（緯〈２２〉７１１１）、
市子育て支援課（緯〈７１〉２２２９）

１１月は児童虐待防止推進月間

　市内地区公民館にて、事業の企画運
営や窓口業務などをする臨時職員です。
■内 採用日施来年４月１日捷　勤務日時
施昇～掌で週５日午前８時３０分～午
後４時３０分（捷・時間外勤務あり）

■申 １１月１５日昭～１７日松午後２時・７時
（１７日は午前１１時もあり）に文化セン
ターで実施する説明会に参加
■問 文化センター（緯〈７６〉１５１５）

生涯学習コーディネーター

　「安城市民防災フェア６０」で、市民協
働課ブースの手伝いをしませんか。
■時 １２月２日掌午前９時～午後３時３０分
のうち希望時間
■場 文化センター
■対 市内在住・在勤の外国人
■申 １１月１４日昌までの午前８時３０分～午
後５時１５分（松掌抄を除く）に市民協
働課（緯〈７１〉２２１８）へ

外国人サポーター

　放置自転車は、通行の妨げになったり、街の美観を損ねたりします。駐輪
場や預かり所を利用するなど、一人一人のご理解・ご協力をお願いします。
●自転車等放置禁止区域を定めています
　ＪＲ安城駅・名鉄新安城駅・同南安城駅周辺は、自転車等放置禁止区域で
す。放置された自転車は即日移動し、返還には１台１０００円がかかります。
●自転車は正しく処分を
　不要になった自転車は、リサイクルプラザに持ち込むか、粗大ごみ処理券
を購入して処分してください。
■問 維持管理課（緯〈７１〉２２３７）

■内 画用紙に、家族で生き生きと生活し
ている様子などを描き、作品中に
「家庭の日」の言葉を入れたもの
■対 市内在住の小・中学生
■他 参加賞あり。優秀作品は賞状と賞品
を進呈し、来年のカレンダーに掲載
■申 １１月２３日抄までの午前９時～午後５
時に、作品を持って青少年の家（緯

〈７６〉３４３２）へ

家庭の日ポスター
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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。

　里山を彩る紅葉と桜の幻想的な風景
をお楽しみください。期間中は、太鼓
の演奏、ご当地アイドル「Ｓｔａｒ☆
Ｔ」ライブ、マスコット発表、抹茶の
野点、菓子投げなどがあります。
■時 １１月１日昭～３０日晶

■場 小原ふれあい公園、和紙のふるさと、
北部生活改善センター、川見四季桜
の里
■問 小原観光協会（緯０５６５〈６５〉３８０８）

小原四季桜まつり 豊
田

　日本の窯業に大きな影響を与えた猿
投窯について、発掘資料やパネルを中
心に紹介。遺跡の発掘体験もあり。
■時 １２月９日掌まで（捷を除く）の午前９
時～午後４時３０分
■場 ■問 みよし市立歴史民俗資料館（緯

０５６１〈３４〉５０００）

開館３０周年記念秋季特別展
「猿投窯、みよしへ」

み
よ
し

■時 １１月１１日掌午前１０時～午後３時３０分
■場 ハッピネス・ヒル・幸田
■内 農林産物即売会、千人鍋（豚汁）・ポ
ン菓子・おにぎりのふるまい、抽選
会、ものづくり体験ブースなど
■問 農業振興グループ（緯０５６４〈６２〉１１１１）

こうた産業まつり 幸
田

■時 １１月３日抄～来年１月１３日掌午前１０
時～午後５時（休館日を除く、入館
は午後４時３０分まで）
■内 「ひかり、かげ、とき」に焦点を当て
た現代美術作品を紹介
■￥ 観覧料（障害者手帳所持者とその介
助者は無料）
■場 ■問 岡崎市美術博物館（緯０５６４〈２８〉５０
００）

光陰～ひかり、かげ、とき
～

岡
崎

　子育ての手助けが欲しい人（依頼会
員）と協力をする人（提供会員）が、互
いに助け合う組織です。
■対 依頼会員施市内在住・在勤・在学の
人　提供会員施市内在住で、自宅で
子どもを預かることができる人
■問 同センター（緯〈７２〉２３１５）
依頼会員希望者の入会説明会　　　　
　毎月２回開催しています。事前に同
センターへ申し込んでください。
提供会員希望者の講習会　　　　　　
■時 １１月１４日昌午前９時～午後３時３０分
■申 １１月１３日昇まで（松掌抄を除く）の午
前８時３０分～午後４時３０分に同セン
ターへ
※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の修了者は
申し込み時に申し出てください。

ファミリー・サポート・セ
ンターの会員

■内 道路や河川などの定期的な美化活動
や、道路・樹木の破損などの連絡
■対 市内の団体・事業者など
■他 清掃道具の無償貸与、美化活動者表
示看板の設置などあり
■申 捷～晶午前８時３０分～午後５時１５分
（松掌抄を除く）に清掃事業所（緯〈７６〉
３０５３）へ

環境美化ボランティア

　今年度受賞者は次の皆さん。〈敬称略〉
●文化賞　神谷 采  邑 （

さい ゆう

 幸  子 ）（６９歳／高棚町／書）
さち こ

●文化功労賞　天野 暢  保 （７５歳／古井町／歴史文化の振興・普及）
のぶ やす

●文化協会賞　服部 八  千  代 （６８歳／堀内町／洋画）、山下
や ち よ

 祥 
しょう

 石 （ 奉  文 ）（７０歳／住
せき とも ゆき

吉町／書）、榊原 勇  治 （５８歳／城ヶ入町／写真）
ゆう じ

●文化奨励賞　渡部 弘  子 （６７歳／知立市／洋画）、山口 律 
ひろ こ りっ

 舟 
しゅう

（ 律  子 ）（６４歳／城南
りつ こ

町／書）
●文化振興賞　加藤 裕  景 

ゆう けい

（ 裕  子 ）（７９歳／榎前町／書）、杉浦 松  子 （９３歳／福釜
ひろ こ まつ こ

町／俳句）、加藤 勝  美 （８４歳／榎前町／山野草）、畔柳 南  隣  石 （ 稔  夫 ）（７３歳／里
かつ み なん りん せき とし お

町／愛石）
■問 安城文化協会（緯〈７４〉６０６６）、市民会館（緯〈７５〉１１５１）

神谷采邑 天野暢保
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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. 


