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■時８月２８日昭午前１０時３０分～午後１時
３０分

■場文化センター
■対市内在住の小学１～６年生の子とそ
の保護者

■定１２組（定員を超えた場合は抽選）
■￥１人５００円
■持エプロン・筆記用具・ふきん・手拭
き用タオル・不要な広告紙

■他市エコポイント制度対象イベントで
す

■申８月８日晶～１５日晶午前８時３０分～
午後５時１５分に、住所・氏名・電話
番号・学年を直接か電話で環境首都
推進課（緯〈７１〉２２０６）へ

夏休み親子エコクッキング

夏休み体験工作「竹あかり
作りワークショップ」
■時８月２４日掌午前１０時
■場デンパーク管理事務所
■内９月に開催する仲秋のあかりまつり
で園内に飾る竹あかりを作製

■対小学３年生以上
■定１５人（先着順）
■持汚れてもよい服装
■申８月６日昌午前９時３０分から、電話
でデンパーク（緯〈９２〉７１１１）へ

■時８月２３日松午前９時３０分～正午
■場堀内公園
■内インストラクターが木登りを指導
■対５歳以上（小学生以下は保護者同伴）
■定２０人（先着順）
■他必要な用具は貸し出します
■申８月５日昇～８日晶に、郵便番号・
住所・氏名・年齢・電話（ファクス）
番号・小学生以下は学年・保護者氏
名を記入し、ファクスでエコネット
あんじょう（胃〈５５〉１３１５）へ

■問環境首都推進課（緯〈７１〉２２０６）

親子で木登り体験

木木登りを楽しも木登りを楽しもうう

夏休み自然工作体験エコき
ちであそぼう
■場環境学習センターエコきち
■対特に記載のないものは４歳以上（未
就学児は保護者同伴）

■定各１０人（先着順）
■他市エコポイント制度対象イベントで
す

■申８月７日昭から各開催日の３日前ま
での午前９時～午後９時（昌を除く）
に、講座名・住所・氏名・年齢・電
話番号・参加人数を電話かファクス
で環境学習センターエコきち（緯・
胃〈７６〉７１４８）へ

秋葉の森の宝箱づくり
■時８月１６日松・３０日松午前１０時～１１時
３０分

■内秋葉公園の自然を集めて宝箱作り
夏の工作決定版「竹水鉄砲をつくろう」
■時８月１７日掌・２４日掌・３１日掌午前１０
時～１１時３０分

■内自然の竹を使って水鉄砲を作製
■￥各１００円
はちみつセーキ＆お楽しみおやつ
■時８月１８日捷・２５日捷午前１０時～１１時
３０分

■内ミルクセーキレシピを紹介
■対１５歳以上（中学生を除く）
■￥各５００円
森の木でつくろう！オリジナル表札
■時８月１９日昇・２６日昇午前１０時～１１時
３０分

■￥各１００円
ペットボトルで浄水器づくり
■時８月２１日昭・２８日昭午前１０時～１１時
３０分

■￥各１００円
ソーラークッカーをつくろう
■時８月２２日晶・２９日晶午後１時３０分～
３時

■内太陽の光を集めるソーラークッカー
を作り、しくみを学ぶ

■￥各２００円
夜の秋葉公園を体験しよう
■時８月２３日松午後６時３０分～８時
■内夜の秋葉公園を探索し、昼とは違う
自然を体験

■時８月２３日松午前１０時～正午
■内和太鼓演奏、ふうせんつり、バザー
など

■他車は丈山小学校に駐車してください。
会場まで送迎バスあり

■場■問サルビア学園（緯〈９２〉２６６１）

サルビアまつり

■時８月１０日掌午前９時～正午
■場リサイクルプラザ
■内一部の家具の最低入
札金額を１０円にしま
す。また、食器や小
物家具の販売もあり

■問清掃事業所（緯〈７６〉３０５３）、当日の問
い合わせ（緯０８０〈４８３４〉１２４３）

今月の再生家具入札販売

再再生家再生家具具

■場市スポーツセンター
■申８月７日昭～各申し込み期限の午前
９時～午後８時（捷を除く）に、直接
か電話で市スポーツセンター（緯〈７５〉
３５４５）へ
シェイプアップステップ（初心者向け）
■時９月３日昌・１０日昌・１７日昌・２４日
昌午後１時３０分～２時３０分（全４回）

■内ステップ台を使った昇降運動
■対１８歳以上
■定１５人（先着順）
■￥施設使用料
■持運動のできる服装・室内用シューズ・
タオル・飲み物（ペットボトル）

■申申し込み期限獅９月２日昇

アクアビクス教室
■時９月１１日昭～１２月２５日昭の毎週昭午
後１時～２時（１２月１１日昭を除く。
全１５回）

■対１８歳以上
■定３０人（先着順）
■￥６７００円
■持水着・水泳帽子
■申申し込み期限獅８月２８日昭

大人水泳体験会（初心者向け）
■時９月１２日晶・１９日晶午後１時～２時
（全２回）
■内１０月から開催する水泳教室を体験
■対１８歳以上
■定１５人（先着順）
■￥施設使用料
■持水着・水泳帽子・ゴーグル
■申申し込み期限獅９月１１日昭

親子水泳教室
■時９月２０日松～１０月２５日松の毎週松①
午前１０時～１１時 ②午前１１時～正午
（いずれも全６回）
■内水慣れから始める水泳教室
■対①獅４～６歳の子とその保護者
②獅小学１～３年生とその保護者
※子ども１人につき保護者１人同伴。

■定各１５組（先着順）
■￥３５００円
■持水着・水泳帽子・ゴーグル
■申申し込み期限獅８月２１日昭

スポーツセンターの催し

■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
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費用定員対象とき講座名

３０５０円２０組幼児とそ
の保護者

９月２８日掌～１０月２６日掌の毎週掌午後１時
～１時５０分（全５回）親子水泳

５７５０円

２０人４歳以上９月２４日昌～１１月２６日昌の毎週昌午後４時
～４時５０分（全１０回）

幼児スイミン
グ

各３０人

小学１～
３年生

９月２８日掌～１１月３０日掌の毎週掌午後２時
～２時５０分（全１０回）掌

児童スイ
ミング ９月２６日晶～１１月２８日晶の毎週晶午後４時

～４時５０分（全１０回）晶

４６００円

１８歳以上
の女性

９月３０日昇～１１月１８日昇の毎週昇午後１時
～１時５０分（全８回）昇

ゆったり
スイム

５７５０円９月２５日昭～１１月２７日昭の毎週昭午後１時
～午後１時５０分（全１０回）昭

４６００円
各４０人

９月３０日昇～１１月１８日昇の毎週昇午前１１時
～１１時５０分（全８回）昇

アクアビ
クス

５７５０円９月２６日晶～１１月２８日晶の毎週晶午後１時
～午後１時５０分（全１０回）晶

水泳教室
■内■時■対■定■￥下表のとおり
■申８月１８日捷～２４日掌午前１０時～午後
７時３０分に、直接マーメイドパレス
へ
※定員を超えた場合は、８月２５日捷

に公開代理抽選。定員に満たない講
座は追加募集あり。

■場■問マーメイドパレス（緯〈９２〉７３５１）
夕方チャンス！お楽しみイベント
■時８月６日昌・２０日昌・２７日昌午後６
時

■内プールに浮かべたカプセルから当た
りが出た人に菓子詰め合わせを進呈

■対プールを利用する小学生以下
■定各３０人（当日先着順）
■￥施設利用料

つなごう家庭・学校・地域
の輪
未来を担う子どもたちのために、家
庭教育や青少年健全育成について考え
ましょう。
■時８月２３日松午前１０時～正午
■場安祥福祉センター
■内映画「ぼくと仔犬のわんぱく大事件」
の上映、パネルディスカッション

■問安祥公民館（緯〈７７〉５０７０）

もっと米を食べよう講座
「米のおはなし」
■時９月６日松午前９時～正午
■場でんまぁと安城西部（福釜町）
■内米の食べ比べ、講話「安城の米はど
う生産され、どのように家庭に届く
か」、ちぎりこんにゃく炒めと和風サ
ラダを調味料の黄金比で紹介

■講石川直樹氏（ＪＡあいち中央営農部）
なお き

■対１８歳以上
■定３０人（先着順）
■￥３００円
■持エプロン・三
角巾・手拭き

■申８月５日昇午前９時から、電話でグ
リーンそう古居敬子さん（緯０８０〈５２

けい こ

９５〉７７８２）へ
■問農務課（緯〈７１〉２２３３）

米について知ろ米について知ろうう

プラネタリウム８月の生解
説
■内■時さそり座のおはなし獅８月２日松・
３日掌・９日松・１０日掌・１７日掌午
後１時３０分・３時 白仙人黒仙人に
託された思い獅８月１６日松・２３日松・
２４日掌・３０日松・３１日掌午後１時３０
分・３時（２４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）

■時９月２５日昭午後１時３０分～４時
■場文化センター
■内個別労働紛争解決のためのアドバイ
スを中心とした労働基準法の解説

■講馬場三紀子氏（特定社会保険労務士）
み き こ

■対中小企業の人事・労務担当者、労働
組合関係者など

■申９月１２日晶までの午前８時３０分～午
後５時１５分（松掌を除く）に、直接か
電話で商工課（緯〈７１〉２２３５）へ

労働講座

■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課（緯〈６３〉０１
３５）
普通救命講習Ⅲ
■時８月１６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時
の処置

■定２０人（先着順）
■申８月５日昇午前９時から、電話で碧
南消防署救急係（緯〈４１〉２６２５）へ
普通救命講習Ⅰ
■時８月１７日掌午前９時～正午
■場刈谷消防署
■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８月５日昇午前９時から、電話で刈
谷消防署救急係（緯〈２３〉１２９９）へ
上級救命講習
■時８月２３日松午前９時～午後６時
■場高浜消防署
■内成人・乳児などの心肺蘇生法、傷病
者管理、外傷の応急手当、搬送法

■定２０人（先着順）
■申８月５日昇午前９時から、電話で高
浜消防署救急係（緯〈５２〉１１９０）へ

救命講習会

マーメイドパレスの催し

市の農業を知ろう！見学会
とジャガイモ鉢植え体験
■時８月２３日松午前９時～正午
■場集合・解散獅南部公民館
■内バスで巡回しながら市特産のナシ・
イチジクなどの農家を見学。ジャガ
イモの鉢植え体験もあり

■講農村生活アドバイザー
■対市内在住の小学生以下の子とその保
護者

■定１０組（先着順）
■￥１０００円
■申８月５日昇～１４日昭午前９時～午後
５時１５分（松掌を除く）に、電話で農
務課（緯〈７１〉２２３３）へ

■問アグリライフ支援センター（緯〈９２〉
６２００）
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■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■問堀内公園（緯〈９９〉５９４７）
お盆企画「回数券限定販売」
■時８月９日松～１７日掌（昇を除く）
■内１０００円分の回数券を購入した人に有
料遊具利用券を２枚進呈

スタンプDEGET
■時８月９日松・１０日掌・１６日松・１７日
掌・２３日松・２４日掌・３０日松・３１日
掌午前９時～午後５時

■内有料遊具を利用しスタンプを集めた
人に、抽選で景品を進呈
手作りMY箸作り
■時８月１６日松・１７日掌午前１１時、午後
1時・３時

■定各１０人（先着順）
■他各開始１０分前より同園管理事務所前
で整理券を配布
作ってみよう「牛乳パックＤＥはがき作
り」
■時８月２３日松午前１０時～午後３時（雨
天時は２４日掌に順延）

■定３０人（当日先着順）

堀内公園の催し

危険物取扱者保安講習会
■時■場下表のとおり

①獅ライフポートとよはし ②獅アイ
プラザ半田 ③獅幸田町民会館 ④獅

豊田市民文化会館 ⑤獅ウィルあいち
■￥４７００円
■申８月２２日晶までに 持参・郵送獅申
請書を（一社）愛知県危険物安全協会
連合会（〒４６１－００１１名古屋市東区白
壁１－５０）へ 電子申請獅同連合会
ウェブサイトから申し込み
※申請書は、各消防署・県民生活プ
ラザで配布。

■問（一社）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①９月２４日昌

午後－－②１０月２日昭

－午前午後３日晶

午後－午前③７日昇

午後－午前④１０日晶

午前－午後

⑤

２１日昇

午前午後－２２日昌

午後－午前２３日昭

午前
午後－－２４日晶

給油＝給油取扱所 特定＝特定事業所

食生活を中心とした健康づくりのボ
ランティア活動をするために、食に関
する知識や技術を学びます。
■時９月１１日昭・２５日昭、１０月９日昭・
２３日昭・２９日昌（全５回）

■場市保健センター
■内講義、調理実習など
■講管理栄養士・保健師・健康づくりリ
ーダー・ヘルスメイト

■対全日程に出席可能で、受講後ヘルス
メイトとして活動できる市内在住の
人

■定２０人（先着順）
■￥１６００円
■持エプロン・三角巾・筆記用具
■申８月５日昇～２２日晶午前８時３０分～
午後５時１５分（松掌を除く）に、電話
または申込書を直接かファクス・郵
送（必着）で市保健センター（緯〈７６〉
１１３３／胃〈７７〉１１０３／〒４４６－００４５横
山町下毛賀知１０６－１）へ
※申込書は、同センター・市公式
ウェブサイトで配布。

ヘルスメイト養成講座

甲種防火管理新規講習・乙
種防火管理講習
■時甲種獅９月１８日昭・１９日晶午前９時
４５分～午後４時 乙種獅９月１８日昭

午前９時４５分～午後４時３０分
■場碧南市文化会館
■定甲・乙種合わせて１２０人（先着順）
■￥各４０００円
■申８月１８日捷～２２日晶午前８時３０分～
午後５時に、申込書と証明写真（縦
４㎝×横３㎝、３カ月以内に撮影し
たもの）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。

■場■問歴史博物館（緯〈７７〉６６５５）
常設展ガイド
■時８月９日松・２３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（中学生以下無料）
特別記念講演会「懐かしさのチカラ～
昭和日常博物館の試み～」
■時８月３日掌午後２時～３時３０分
■講市橋芳則氏（北名古屋市歴史民俗資

よし のり

料館館長）

歴史博物館の催し

デンパークサマーフェステ
ィバル
■場■問デンパーク（緯〈９２〉７１１１）
■￥入園料別途必要
ナイター営業＆ゆかた入園無料サービ
ス
■時８月９日松～３１日掌の松掌

■内夜９時まで営業。ゆかたで来園した
先着１００人は入園無料
ザレジェンドオブオーシャン～囚われ
の人魚姫を助け出せ～
■時８月９日松・１０日掌・１６日松・１７日
掌午前１０時～午後４時

■内水鉄砲を使った対戦型ロールプレイ
ングゲーム。参加賞あり

■￥２００円
花火ショー光と音の饗宴（きょうえん）
■時８月９日松・１０日掌・１７日掌・２３日
松・２４日掌・３０日松午後８時３０分

堀堀内公堀内公園園

自立的・効率的な会社運営のため、市とあいち中央農業協同組合などが共
同で運営する第３セクターを解消し、あいち中央農業協同組合に経営の主体
を移します。経営の主体は変わりますが、安心・安全な駐車場として、今ま
でと変わらず運営されます。今後ともご利用ください。
■場三河安城町１ー１０ー１４
■￥駐車料金諮１時間獅１５０円 １日獅７５０円
※詳細は同駐車場ウェブサイトをご覧ください。

■問維持管理課（緯〈７１〉２２３７） ＭＭＡパーク駐車ＭＡパーク駐車場場

現在の保険証の有効期限は８月３１日
掌です。８月中旬～下旬に新しい保険
証を世帯主宛てに簡易書留で送付しま
す。
■問国保年金課（緯〈７１〉２２３０）

国民健康保険証を更新
位位置位置図図

耐震改修工事のため、下記期間は利
用できません。
■場下図のとおり
■時８月４日捷～来年３月
■問維持管理課（緯〈７１〉２２３７）

安城駅東駐車場を一時閉鎖
します

■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
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在宅重度障害者手当などの
所得状況届の提出を
下記手当の受給者へ、８月８日晶付
けで書類を送付します。期限までに提
出してください。提出が遅れると、手
当の支払いができなくなります。
■対在宅重度障害者手当・特別児童扶養
手当・障害児福祉手当・特別障害者
手当・経過的福祉手当の受給者

■申提出方法獅８月１１日捷～９月１０日昌

午前８時３０分～午後５時１５分（松掌

を除く）に、書類を持って障害福祉
課（緯〈７１〉２２２５）へ

原爆死没者の慰霊・恒久平
和を願い黙とうを
原爆死没者の慰霊と恒久平和を願い、
家庭・職場・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獅８月６日昌午
前８時１５分 長崎獅８月９日松午前
１１時２分

■問人事課（緯〈７１〉２２０３）

■時８月１３日昌午前９時４５分～午後３時
■場今村公園（東栄町）
■他刈谷・岡崎の献血ルームでは、晶・
年末年始以外は毎日献血できます

■問市保健センター（緯〈７６〉１１３３）

献血にご協力を

児童扶養手当、県・市遺児
手当の現況届の提出を
手当の受給者（受給額が全部停止の

人も含む）へ、８月上旬に書類を送付
します。期限までに提出してください。
提出がない場合、手当の支払いができ
なくなります。
※市遺児手当の現況届は、義務教育終
了後の児童を扶養している受給者の
み提出が必要。

■他児童扶養手当の受給開始から５年を
経過した人などは、就労状況などの
届け出が必要です。６月に該当者へ
書類を送付しました。期限までに提
出がない場合、手当額が２分の１に
減額されます

■申提出方法獅８月２９日晶までの午前８
時３０分～午後５時１５分（松掌を除く）
に、書類を持って子育て支援課（緯

〈７１〉２２２９）へ

個別労働関係紛争に関する
あっせん制度
労働者と事業者間の解雇・配置転換
など労働条件に関するトラブルで困っ
た場合は、労働委員会へ相談してくだ
さい。
■問県労働委員会事務局（緯０５２〈９５４〉６８３
３）、市商工課（緯〈７１〉２２３５）

■内共通事項諮雇用期間獅９月1日捷～
来年３月３１日昇（来年４月以降も更
新の場合あり） 選考獅面接（８月２０
日昌）

■申８月５日昇～１５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協議会総務
課（緯〈７７〉２９４１）へ
※申込書は同協議会・同ウェブサイ
トで配布。
ヘルパー業務
■内勤務日時獅捷～松午前７時～午後９
時（抄を含む）のうち、週1回から応
相談 賃金獅時給１０５０円～１４９０円、
活動手当１回２２０円

■対介護福祉士・ホームヘルパー１級・
２級・介護職員初任者研修修了者の
いずれかの資格と普通自動車運転免
許証を有する人

■定５人程度
相談支援業務
■内勤務日時獅捷～晶または昇～松午前
９時～午後５時で応相談 賃金獅時
給１４２０円、通勤割増１日２００円

■対介護支援専門員・保健師・看護師・
社会福祉士のいずれかの資格と普通
自動車運転免許を有する人

■定２人

社会福祉協議会の臨時職員

デンパークメルヘン号運転
スタッフ
■内勤務日時獅松掌抄を含む午前９時１５
分～午後１時または午後１時～５時
（夜間開園時は、午後５時～９時も
あり）の交代制勤務 時給獅７８０円
（松掌抄は１００円増）、通勤割増１日
２００円 休日獅

応相談
■対普通自動車運転
免許を有する人

■定２人
■他面接時に写真付
きの履歴書を持参

■申電話でデンパーク（緯〈９２〉７１１１）へ

メメルヘンメルヘン号号

宝くじの助成金で備品を整
備しました
相生町内会
は、平成２６年
度コミュニテ
ィ助成事業と
して、（一財）
自治総合セン
ターによる宝
くじの助成金
で備品（洗濯
機、パソコンなど）を整備しました。
■問市民協働課（緯〈７１〉２２１８）

設設置した洗濯設置した洗濯機機
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（ ）内は前月比

〈平成26年7月1日現在〉
総 人 口
男 性
女 性

世 帯 数

18万4485人（＋95）
9万4555人（＋41）
8万9930人（＋54）

7万1030世帯（＋17）

火 災
救 急

（年間累計／前年対比）

刑 法 犯
交通事故
負 傷 者
死 者

171件（ 968件／－214）
546件（3499件／＋ 54）
110人（ 631人／－ 7）
1人（ 3人／＋ 1）

人口・世帯

6月の火災・救急

6月の犯罪・事故

10件（うち建物 4件）
594件（うち急病391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。

フラダンス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＆ファイアーダンスなどを開催。ま
た、ハワイ関連ショップも多数出店し
ます。
■時８月２５日捷～３０日松午後３時～７時
３０分（３０日は午後４時から）
※小雨決行、荒天の場合は中止。

■場宮崎海水浴場（西尾市吉良町）
■他名鉄吉良吉田駅から無料シャトルバ
スを運行

■問西尾市観光協会（市商工観光課内／
緯０５６３〈６５〉２１７０）

オリジナルまつりソングに合わせ、
２０００人を超える踊り手がさまざまな衣
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２３日松午後５時～９時
※荒天の場合は中止。

■場三好稲荷閣周辺道路（みよし市三好
町）

■問みよし市観光協会（市産業課内／緯

０５６１〈３４〉６０００）

個人事業税第１期分の納税
をお忘れなく
納期限は、９月１日捷です。８月中
旬に県から納税通知書が送付されます
ので、金融機関・コンビニエンススト
ア（納付金額が３０万円を超えるものを
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・
ＡＴＭでも納付できます。
■問西三河県税事務所（緯０５６４〈２７〉２７１３）、
市市民税課（緯〈７１〉２２１４）

夏の安全なまちづくり県民
運動
８月は夏休みや長期休暇で開放的な
気分になり、事件・事故が多発します。
家族で安全・安心について話し合うと
ともに、地域の行事や会合に積極的に
参加し、犯罪のない明るいまちにしま
しょう。
■時運動期間獅８月１日晶～１０日掌

■内重点項目獅住宅を対象とした侵入盗
の防止、子どもと女性が被害者とな
りやすい犯罪の防止、自動車関連窃
盗の防止、振り込め詐欺の被害防止

■問市民安全課（緯〈７１〉２２１９）

■時８月９日松～９月２１日掌午前１０時～
午後５時（捷・９月１６日昇を除く。
９月１５日抄は開館）
※入場は午後４時３０分まで。

■内国宝「観音菩薩立像（夢
ゆめ

違観音）」をは
ちがい

じめ国宝・重要文化財約２０点を含む
法隆寺・聖徳太子ゆ
かりの宝物を公開

■￥一般１０００円（８００円）、
小・中学生５００円
（４００円）
※（ ）内は２０人以上
の団体割引料金。各
種障がい者手帳を持
参した人とその付き
添いの人は無料。

■場■問岡崎市美術博物館
（岡崎市高隆寺町／緯０５６４〈２８〉５０００）

観観音菩薩立観音菩薩立像像

踊り手のパフォーマンスは必見で踊り手のパフォーマンスは必見ですす

ハワイアンムードをお楽しみくださハワイアンムードをお楽しみくださいい

出演団体が協力してつくりあげる、手作りの演劇祭に出演しませんか。
■時来年２月７日松・８日掌

■場文化センター
■申８月２０日昌までに、代
表者の住所・氏名・団
体名・電話（ファクス）
番号を郵送（必着）かフ
ァクスで市民ギャラリ
ー（〒４４６－００２６安城町
城堀３０／胃〈７７〉４４９１／
緯〈７７〉６８５３）へ 皆皆さんでつくりあげる手作りの演劇祭で皆さんでつくりあげる手作りの演劇祭ですす

法隆寺展～聖徳太子と平和
への祈り～

岡
崎

三好いいじゃんまつり
み
よ
し

ハワイアンフェスティバル
in吉良ワイキキビーチ

西
尾

■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
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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.


