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スポーツセンターの催し
■場■問市スポーツセンター（緯〈７５〉３５４５）
夏休み期間のプール利用時間を変更
■時７月２１日抄～８月３１日掌（捷を除く）
■内期間中は、午前１０時から午後９時ま
で利用できます

プール講座「アクアビクス＆筋力トレ
ーニング体験会」
■時８月７日昭・１４日昭・２１日昭、９月
４日昭午後１時～２時（全４回）

■内アクアミットなど使ったトレーニン
グを体験

■対１８歳以上の人
■定３０人（先着順）
■￥施設利用料
■持水着・水泳帽子
■申７月６日掌～開催日前日の午前９時
～午後８時（休館日を除く）に、直接
か電話で市スポーツセンターへ

今月の再生家具入札販売
■時７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）

夏休み子ども考古学講座
■場埋蔵文化財センターまたは歴史博物
館

■対市内在住・在学の小学４年生～１８歳
の人

■定各２０人（先着順）
■￥各３００円
■申７月１０日昭からの午前９時～午後５
時（休館日を除く）に、電話で文化振
興課（緯〈７７〉４４７７）へ
奈良時代の組みひもづくり
■時７月２７日掌午後１時～４時
■内糸をつむぐ
体験と正倉
院の宝物に
用いられた
技術でミサ
ンガを作り
ます

■講角浦節子氏
すみ うら せつ こ

（クテ打組紐技法研究会会員）
うち くみ ひも

縄文時代の石器づくり
■時８月２日松午後１時～４時
■内石を加工して縄文時代のナイフや矢
じりを作ります

■講水野裕之氏（名古屋市教育委員会文
ひろ ゆき

化財保護室学芸員）
古代の瓦をつくろう
■時８月３日掌午後１時～４時
■内古代の寺院跡から出土した瓦につい
て学び、文様部分の瓦づくりや型押
しでのマグネット・ストラップ作り
をします

■講萩原尚氏
ひさし

（高浜市若鬼士会会長）
わか き し

弥生時代の食文化
■時８月９日松午前１０時～午後１時
■内弥生人になりきって火を起こし、土
器でお米やスープなどを煮炊きしま
す

■場子育て支援センター（あんぱ～く内）
■申７月１５日昇午前９時から、電話で子
育て支援センター（緯〈７２〉２３１７）へ
※１人１講習まで。

親子遊び講習会
■時８月２９日晶午前１０時～１１時３０分
■内ベビーマッサージ＆エクササイズ
■講水越智穂子氏

ち ほ こ

■対２カ月～１歳未満の子とその保護者
■定３０組（先着順）

子育て何でも相談広場
■時９月３日昌午前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）
育児講習会
■時９月１９日晶午前１０時～１１時３０分
■内イヤイヤ期の対応の仕方
■講中野雪乃氏

ゆき の

■対乳幼児の保護者
■定３０人（先着順）
■他別室託児あり

■時８月１０日掌午前９時～午後４時
■内■場川に住む生き物を観察（刈谷市）、
雨水を溜めるため池の見学（みよし
市）、安永川トンネル工事・初音川ビ

あん えい はつ ね

オトープの見学（豊田市） 集合・解
散獅豊田市役所

■対市内在住の小学４～６年生とその保
護者

■定４０人（定員を超えた場合は抽選）
■持タオル・帽子・着替え・飲み物
■申７月１５日昇までに、郵便番号・住所・
電話番号・参加者の氏名・性別・年
齢（学年）をはがき（必着）かファクス・
Ｅメールで市土木課（〒４４６－８５０１住
所記載不要／胃〈７６〉１１１２／doboku
@city.anjo.aichi.jp）へ
※Ｅメールは、件名を「境川親子流
域フォーラム参加希望」としてくだ
さい。

■問県河川課（緯０５２〈９５４〉６５５５）、市土木
課（緯〈７１〉２２３８）

境川親子流域フォーラム

健康支援講座
■時７月２２日昇午前１０時３０分～１１時
■場中央図書館
■内朝食のすすめ。試食もあります
■講ヘルスメイト（市健康づくり食生活
改善協議会会員）

■対小学生とその保護者
■定３０組（先着順）
■申７月８日昇からの午前８時３０分～午
後５時１５分（松掌抄を除く）に、直接
か電話で市保健センター（緯〈７６〉１１
３３）へ

原始の森ツアーガイド
■時７月２７日掌午前８時２０分～正午
■場油ヶ淵周辺 集合・解散獅市役所西
駐車場

■講森部
もり べ

豊氏（緑のＤＮＡバンク代表）
ゆたか

■対中学生以上
■定１５人（先着順）
■他市エコポイント制度対象イベントで
す

■申７月７日捷～１６日昌午前１０時～午後
３時（松掌を除く）に、住所・氏名・
電話番号を電話かファクス・Ｅメー
ルでエコネットあんじょう（緯・胃

〈５５〉１３１５／info@econetanjo.org）
へ

■問環境首都推進課（緯〈７１〉２２０６）

あんぱ～くの講習会

親親子遊親子遊びび
組みひもづく組みひもづくりり

パパ講座
■時８月３０日松午前１０時～１１時３０分
■場子育て支援センター（あんぱ～く内）
■内パパと遊ぼう
■講岡奈弥氏

な み

■対乳幼児とその父親
■定３０組（先着順）
■申７月１６日昌午前９時から電話で子育
て支援センター（緯〈７２〉２３１７）へ

おお子さんと触れ合いましょお子さんと触れ合いましょうう
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■内北天の龍のヒミツ獅７月５日松・６
日掌・１２日松・１３日掌午後１時３０分・
３時 世界の中心！北極星☆獅７月
１９日松～２１日抄・２６日松・２７日掌午
後１時３０分・３時（２７日は午後1時
３０分のみ）

■￥５０円（団体は４０円、中学生以下無料）
■問文化センター（緯〈７６〉１５１５）

プラネタリウム７月の生解
説

阿部夏丸さんと半場川で魚
と遊ぼう
■時７月２６日松午前８時３０分～１１時３０分
■場半場川河川敷（デンパーク北側）
■内親子で魚とりをします
■講阿部夏丸氏（童話作家）

なつまる

■対３～１２歳の子とその保護者
■定１００人（先着順）
■他市エコポイント制度対象イベントで
す

■申７月７日捷～１８日晶午前１０時～午後
３時（松掌を除く）に、代表者の住所・
氏名・電話番号・参加人数・参加者
全員の氏名・年齢を電話かファクス・
Ｅメールでエコネットあんじょう
（緯・胃〈５５〉１３１５／info@econeta
njo.org）へ

■問環境首都推進課（緯〈７１〉２２０６）

ひとり親家庭バス旅行
■時８月２４日掌午前８時１０分集合
■場名古屋市科学館 集合・解散獅市役
所西会館

■対市内在住のひとり親家庭の子とその
保護者

■定４０人（先着順）
■￥１人１４００円（３歳以下は無料）
■申７月１３日掌～２７日掌に、住所・氏名・
電話番号をファクスで母子福祉会成

なり

島清美さん（緯・胃〈９９〉６５５４）へ
しま きよ み

※７月１３日午前８時～正午のみ電話
受け付け可。

■問子育て支援課（緯〈７１〉２２２９）

せせみのぬけがらを探そせみのぬけがらを探そうう

■対安城・碧南・刈谷・知立・高浜市在
住・在勤・在学の人は、どの会場で
も受講できます

■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
■時７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７月５日松午前９時から安城消防署
救急係（緯〈７５〉２４９４）へ

普通救命講習Ⅰ
■時７月２０日掌午前９時～正午
■場高浜消防署
■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

■定２０人（先着順）
■申７月５日松午前９時から高浜消防署
救急係（緯〈５２〉１１９０）へ

救命講習会
堀内公園の催し
■場■問堀内公園（緯〈９９〉５９４７）
夏祭り
■時７月１２日松・１３日掌午前１０時～午後
３時

■内輪投げなどの模擬店（各１００円）
※景品がなくなり次第終了。

夏休み企画「クロスワードラリー」
■時７月１９日松～２１日抄午前９時～午後
３時

■内園内の各ポイントでワードを集めて
答えをつくります。正解者に同園オ
リジナル缶バッジを進呈

■対小学生以下
■定各１００人
水の舞台を開放
■時７月１９日松～８月３１日掌午前１０時～
午後４時（昇、捷～晶正午～午後１
時を除く）
※天候や気温などにより中止する場
合あり。

■対おむつが外れた子～小学生
※未就学児は、１８歳以上の保護者同
伴。水遊び用おむつの上に水着着用
の子は利用可。

市民ギャラリーエントラン
スで美術作品を展示
文化庁より借用した作品を、下記の
とおり展示します。
■場■問市民ギャラリー（緯〈７７〉６８５３）
日本画「おばけちゃん」／山本俊夫
■時展示期間獅７月１１日晶～３１日昭、８
月２２日晶～９月１１日昭、１０月３日晶

～２３日昭、１１月１４日晶～１２月４日昭、
来年１月７日昌～２７日昇、２月１８日
昌～３月１０日昇（休館日を除く）

洋画「水辺３７」／岡田修二
■時展示期間獅８月１日晶～２１日昭、９
月１２日晶～１０月２日昭・２４日晶～１１
月１３日昭、１２月５日晶～２５日昭、来
年１月２８日昌～２月１７日昇、３月１１
日昌～３１日昇（休館日を除く）

市内の地域ごとの自然環境を考える
手がかりとするための調査です。
■時調査期間獅７月１日昇～８月３１日掌

■内市内の公園や神社などで、セミのぬ
けがらを集めて提出

■他ぬけがらを４０個以上持参した人に粗
品を進呈（先着４００人）

■申調査期間中の午前９時～午後９時
（昌を除く）に、調査票と種類ごとに
分けたぬけがらを持って環境学習セ
ンターエコきちへ
※調査票・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）

めざせ１万５０００個！セミの
ぬけがら調査

ＧＯＳＰＥＬ（ゴスペル）コン
サート
■時７月３０日昌午後６時４５分～８時３０分
■内ゴスペルの歌唱など 出演獅ゴスペ
ルクワイヤー安城ほか

■定１５９人
※未就学児は入場不可。

■他７月１６日昌午前９時から昭林公民館
で整理券を配布

■場■問昭林公民館（緯〈７７〉６６８８）

海海外からのゲストシンガーも出海外からのゲストシンガーも出演演

心肺蘇生心肺蘇生法法
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６月１日に開催した消防団消防操法
競練会の結果は以下のとおりです。
■内小型ポンプの部諮優勝獅志貴分団
準優勝獅三別分団 ３位獅西尾分団
４位獅赤松分団 ５位獅高棚分団
６位獅新田分団 ７位獅城ヶ入分団
８位獅東尾分団
ポンプ車の部諮優勝獅桜井北部分団
準優勝獅桜井分団

■問危機管理課（緯〈７１〉２２２０）

怪広報あんじょう 2014.7.1

■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。

消防団消防操法競練会の結
果

下水道の接続促進活動
下水道接続促進員が訪問し、早期接
続のお願いと未接続理由などのアンケ
ートを実施します。
■時７月上旬～１０月下旬
■対下水道使用可能区域で、未接続の家
庭・事業所など

■他促進員は名札を着用し、身分証明書
を携帯しています。不審な場合は提
示を求めてください

■問下水道管理課（緯〈７１〉２２５８）

道路の穴ぼこ、陥没、ガードレール・
カーブミラーの損傷、側溝などの破損、
照明灯の球切れ・異常点灯を見つけた
ら、連絡してください。
■問維持管理課（緯〈７１〉２２３７）

道路の損傷などをお知らせ
ください ７月３１日昭をもって、農村環境改善

センターを廃止します（南部公民館は
引き続き利用できます）。最後の思い出
づくりに、体験型の楽しい催しをたく
さん用意しています。
■時７月１２日松・１３日掌午前９時３０分～
午後４時頃

■場農村環境改善センター・南部公民館
■問南部公民館（緯〈９２〉３５２１）

さよなら農村センター☆フ
ァイナル

◆◆◆衣浦東部広域連合ＮＥＷＳ◆◆◆

移動児童館のイベント
■対■時■場乳幼児親子・小学生諮①８月８
日晶獅高棚町公民館 ②８月２０日昌

獅東部公民館いずれも午前１０時～１１
時

■内①獅高橋絵美子バイオリンコンサー
え み こ

ト ②獅人形劇団「ぐ・ちょき・ぱ」
■問子育て支援センター（緯〈７２〉２３１７）

歴史博物館の催し
■場■問歴史博物館（緯〈７７〉６６５５）
常設展ガイド
■時７月１２日松・２６日松午前１０時～正午、
午後１時～３時

■内ボランティアが初心者向けに展示を
解説（３０分・６０分コースから選択）

■￥２００円（中学生以下は無料）
夏休み子ども歴博探検隊
■時８月７日昭午後１時～４時
■内展示資料が保管されている収蔵庫や
資料整理室など、普段見られない博
物館の裏側を見学

■対小学４年生～中学３年生
■定２０人（先着順）
■申７月１７日昭午前９時から（捷を除く）、
電話で歴史博物館へ

■問市下水道管理課（緯〈７１〉２２４７）
矢作川浄化センター（西尾市港町）
■時７月２９日昇午後１時３０分～４時
■内顕微鏡による微生物観察、工作、施
設見学

■対小学５・６年生とその保護者
■定２０組（先着順）
■申７月１０日昭～２８日捷午前９時～午後
５時（松掌抄を除く）に、矢作川浄化
センター（緯０５６３〈５９〉０７１１）へ
境川浄化センター（刈谷市衣崎町）
■時８月２１日昭・２２日晶午後１時３０分～
３時３０分

■内顕微鏡による微生物観察、水質測定
の簡易実験、施設見学

■対小学生とその保護者
■定各２０組（先着順）
■申７月１８日晶～３１日昭午前９時～午後
５時（松掌抄を除く）に、境川浄化セ
ンター（緯〈２５〉１２９５）へ
衣浦東部浄化センター（碧南市港南町）
■時８月２６日昇午後２時～４時３０分
■内顕微鏡による微生物観察、工作、施
設見学

■対小学５・６年生とその保護者
■定３０組（先着順）
■申７月２８日捷～８月２５日捷午前９時～
午後５時（松掌を除く）に、衣浦東部
浄化センター（緯〈４８〉８２１０）へ

夏休み親子下水道教室

丈山苑漢詩勉強会
■時７月２０日掌午後２時～４時
■内漢詩を通じ石川丈山先生をしのぶ
■講三島徹氏（東洋文化振興会会長）

とおる

■￥１００円（中学生以下は無料）
■場■問丈山苑（緯〈９２〉７７８０）

本年第１回衣浦東部広域連合議会臨時会を、５月３０日に広域連合議場（刈
谷市役所内）にて開催。この議会は、本市、碧南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、議長に鈴木絹男議員、副議長に田中

きぬ お

健議員
たけし

を選出し、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、小型動力ポンプ付水槽車と消防救急デジタル無線システム購入に
伴う財産の取得の２議案と、火災予防条例の一部を改正する条例の制定を可
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）
安城市選出獅松尾学樹、鈴木

まな き

浩
ひろし

、松浦満康、神谷清隆、永田敦史
みち やす きよ たか あつ し

碧南市選出獅林田要、下島
かなめ

良
りょう

一、杉浦哲也
いち てつ や

高浜市選出獅浅岡保夫、杉浦辰夫
やす お たつ お

●正副議長
議長獅鈴木絹男（刈谷市）
副議長獅田中健（知立市）
●同意した人事案件
広域連合副長獅神谷坂敏（高浜市副市長）

さか とし

監査委員（議選）獅林田要（碧南市）
■問総務課（緯〈６３〉０１３１） 田中副議長鈴木議長
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本市と県が共同して、境川・猿
さ

渡川
わたり

流域における都市浸水想定区域を指定
しました。詳細は、市公式ウェブサイ
トをご覧いただくか問い合わせてくだ
さい。
■問土木課（緯〈７１〉２２３９）

都市浸水想定区域を指定

夏の交通安全市民運動
■時運動期間獅７月１１日晶～２０日掌

■内重点運動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）

市役所窓口封筒の提供事業
者
市民課窓口などで使用する、広告を
掲載した封筒の提供事業者を募集しま
す。募集要項などの詳細は、市公式ウ
ェブサイト内「市民課等の窓口で使用
する封筒提供事業者の募集」のページ
をご覧ください。
■申７月１日昇～８月１５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（パンフレットな
ど）・封筒の見本または案を持参か郵
送（必着）で市民課（〒４４６－８５０１住所
記載不要／緯〈７１〉２２２１）へ

デンパークの植栽スタッフ
■内職務内容獅植物の管理など 勤務日
時獅松掌抄を含む午後１時～５時
賃金獅時給７８０円（松掌抄は１００円増）、
通勤割増１日２００円 休日獅要相談

■定１人
■他面接時に顔写真付きの履歴書を持参
■申電話でデンパーク（緯〈９２〉７１１１）へ

青少年の非行・被害防止に
取り組む県民運動
日ごろから子どもとの会話の機会を
持ち、地域ぐるみで青少年の非行防止
運動に取り組みましょう。スローガン
獅「非行の芽 はやめにつもう みな
我が子」
■時強調月間獅７月１日昇～８月３１日掌

■問青少年の家（緯〈７６〉３４３２）

三三河万三河万歳歳

安城の三河万歳後援会会員
国指定重要無形民俗文化財の「三河

万歳」。郷土の伝統芸能を後世に引き継
ぐため、実演披露による普及や後継者
育成、保存会への援助などをしていま
す。
■￥年会費諮普通会員獅１０００円 特別会
員獅３０００円以上

■他加入者にハンドタオルを進呈
■申昇～掌午前９時～午後５時に、年会
費を持って安城の三河万歳後援会事
務局（歴史博物館内）へ

■問歴史博物館（緯〈７７〉６６５５）

県立特別支援学校の体験入
学
■対下記対象に該当する子とその保護者
■他各学校では、体験入学日以外でも随
時相談を受け付けています

■申直接、各学校へ
■問学校教育課（緯〈７１〉２２５４）
岡崎特別支援学校（岡崎市）
■時７月９日昌、９月１７日昌

■対平成２７年度、小学校に入学予定で手
足に不自由のある子

■問岡崎特別支援学校（緯０５６４〈４８〉２６０１）
安城特別支援学校（桜井町）
■時９月１７日昌・２５日昭

■対平成２７年度、小学校に入学予定で知
的障害や情緒障害のある子

■問安城特別支援学校（緯〈９９〉３３４５）
大府特別支援学校（大府市）
■時１０月２８日昇、１１月１４日晶

■対平成２７年度、小・中学校、高等学校
に入学予定で病気療養中の子

■問大府特別支援学校（緯０５６２〈４８〉５３１１）

放置自転車リサイクル販売
保管期限が過ぎた放置自転車の中か
ら、再利用できるものを整備し、市放
置自転車リサイクル事業取り扱い店
（表参照）で各店２・３台を販売します。
■時７月１６日昌から
■他まちの美観、歩行者の通行の妨げと
なる放置自転車をなくし、きれいな
まちを作りましょう

■問維持管理課（緯〈７１〉２２３７）

電話番号取り扱い店

緯〈７６〉８７０３山本自転車店（別郷町）

緯〈７６〉３３８７ソウリンサイクル商会
（明治本町）

緯〈７６〉２０２４サイクルショップ二藤
（御幸本町）

緯〈７２〉１７７６サイクルアシストオオ
バ（安城町）

１２１人の参加があり、入賞者を６月
１５日に中部公民館で表彰しました。特
別賞の受賞者は次の皆さん。〈敬称略〉
市長賞獅太田聖愛

きよ み

市議会議長賞獅米
よね

津妃菜 教育長賞
づ ひ な

獅宝
たから

木湊斗 中日
ぎ みな と

新聞社賞獅伊藤結
ゆ

愛 三河安城駅長
め

賞獅杉浦小雪 安
こ ゆき

城駅長賞獅杉浦壮
そう

一郎 ＳＬ保存会
いち ろう

長賞獅築山結衣、
ゆ い

小島梨緒
り お

■問公園緑地課（緯〈７１〉２２４４）

蒸気機関車写生大会の入賞
者を決定

食品の品質表示の適正化を進めるた
めに、食品の表示に関する情報提供や
問い合わせを受け付けています。相談
窓口獅東海農政局豊橋地域センター
（緯０５３２〈３８〉９０３１）
■問市農務課（緯〈７１〉２２３３）

食品表示１１０番

太太田さんの作太田さんの作品品

交通安全を心がけよ交通安全を心がけようう
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（ ）内は前月比

〈平成26年6月1日現在〉
総 人 口
男 性
女 性

世 帯 数

18万4390人（＋132）
9万4514人（＋ 85）
8万9876人（＋ 47）

7万1013世帯（＋106）

火 災
救 急

（年間累計／前年対比）

刑 法 犯
交通事故
負 傷 者
死 者

188件（ 797件／－213）
554件（2953件／＋ 86）
89人（ 521人／＋ 3）
0人（ 2人／＋ 2）

人口・世帯

5月の火災・救急

5月の犯罪・事故

4件（うち建物 3件）
582件（うち急病407件）

■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。

■問豊田おいでんまつり実行委員会事務
局（緯０５６５〈３４〉６６４２）へ
おいでんファイナル
■時７月２６日松午後５時～８時３０分
■場名鉄豊田市駅東側一帯
■内豊田市内各地で開催される「マイタ
ウンおいでん」から選ばれた踊り連
が、魅せる踊りでまつりを盛り上げ
ます
花火大会
■時７月２７日掌午後７時１０分～９時
※荒天または河川増水時は中止。

■場矢作川河畔（白浜公園一帯／名鉄豊
田市駅下車）

■内仕掛け花火、メロディ花火、ナイア
ガラなどが夜空を彩ります

花花火が夜空を彩りま花火が夜空を彩りますす

ボーイスカウト・ガールス
カウト新入団員
スカウト活動を通して健やかな青少
年を育てるため、国際的に活躍できる
子どもたちを育成します。
■内キャンプ・サイクリング・スキー訓
練などの野外活動、安城七夕まつり
での奉仕活動や募金活動

■対幼稚園・保育園の年長児相当以上の
子

■申昇～掌午前９時～午後５時１５分に青
少年の家（緯〈７６〉３４３２）へ

一一緒に活動しません一緒に活動しませんかか

交通指導員（甲種）
■内職務内容獅児童の登下校時の街頭交
通指導や交通安全教室での指導など
採用日獅９月１日捷 勤務時間獅学
校の休業日を除く午前７時３０分～午
後４時３０分のうち、１日５時間以内
（学校行事などにより変更あり） 賃
金獅月額１２万７０００円（採用日から６
カ月間は１２万円） 選考獅面接（７月
２９日昇）

■対普通自動車
運転免許証
を有し、原
付バイクの
運転ができ
る人

■定１人
■申７月１日昇

～１４日捷の午前８時３０分～午後５時
１５分（松掌を除く）に、顔写真付きの
履歴書を持参か郵送（必着）で市民安
全課（〒４４６－８５０１住所記載不要／緯

〈７１〉２２１９）へ
※履歴書は返却しません。

交交通安全教室での指交通安全教室での指導導

碧南市最大の市民参加型イベントで
す。総踊りをはじめ、出店やステージ
発表、復興応援グッズの販売などイベ
ントが盛りだくさん。
■時７月２６日松午後２時～８時４５分
※荒天などの場合は、２７日掌に順延。

■場碧南市役所前道路およびその周辺
■問碧南市地域協働課（緯〈４１〉３３１１）

総踊総踊りり

幸田町にゆかりのある庶民のヒーロ
ー「大久保彦左衛門」の仮装行列が、Ｊ

ひこ ざ え もん

Ｒ幸田駅前を練り歩きます。夜店や各
種ステージイベントも開催。
■時７月２６日松午後６時～９時
※雨天などの場合は、２７日掌に順延。

■場ＪＲ幸田駅前通りほか
■問幸田町商工会（緯０５６４〈６２〉０１２０）

仮装行仮装行列列

元気ッス！へきなん 碧
南

幸田彦左（ひこざ）まつり 幸
田

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。
武者人形をかたどった約６０手の「万燈」
を若衆が一人で担ぎ、笛と太鼓のはや
しに合わせて勇壮に舞います。
■時７月２６日松・２７日掌

■場秋葉社周辺（刈谷市銀座／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）

若若衆が勇壮に舞いま若衆が勇壮に舞いますす

天下の奇祭「万燈祭（まんど
まつり）」

刈
谷

豊田おいでんまつり 豊
田
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INFORMAÇÕESÚTEIS
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。

※Inscriçõeseinformaçõessomente
emjaponês

※Applicationsandinquirieswillbein
Japanese.
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