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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。

■定各２０人（先着順）
■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
※団体での受講を希望する場合は、
各申込先へ問い合わせてください。

■申１１月５日昌午前９時から、電話で各
申込先へ

■問衣浦東部広域連合消防課（緯〈６３〉０１
３５）
普通救命講習Ⅲ
■時１１月１５日松午前９時～正午
■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

■場■申高浜消防署救急係（緯〈５２〉１１９０）
普通救命講習Ⅰ
■時１１月１６日掌午前９時～正午
■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

■場■申知立消防署救急係（緯〈８１〉４１４４）
普及員講習再教育
■時１１月２３日抄午前９時～正午
■内応急手当を普及するための指導法、
心肺蘇生法、ＡＥＤの使用法など

■対応急手当普及員の資格を有し、前回
の講習受講日から３年以内の人

■場■申碧南消防署救急係（緯〈４１〉２６２５）

救命講習会

押し花教室
■時１１月８日松・９日掌午前１０時～午
後３時

■内押し花を使った栞作りなど
しおり

■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
手作りチーズ作り体験
■時１１月８日松・９日掌午後１時・２
時

■定各１６人（先着順）
■￥１４００円
■申当日午前９時３０分から、直接か電
話で同クラブハウスへ

愛知県産の米粉をつかった「クッキ
ーファクトリー」
■時１１月８日松～１０日捷、１５日松～１７
日捷、２２日松～２４日承午前１０時～
午後３時

■￥７５０円
手作りパン教室「デニッシュパン＆
動物あんパン」
■時１１月８日松・９日掌・２３日抄・２４
日承午後１時・２時３０分

■定各１８人（先着順）
■￥５５０円
■申当日午前９時３０分から、直接か電
話で同クラブハウスへ

■時１１月９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０８０〈４８３４〉１２４３）

今月の再生家具入札販売
■時１１月９日掌正午
■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）

昭林バンドライブ
■場■問丈山苑（緯〈９２〉７７８０）
夜間開苑
竹あかりに映し出された苑内をお楽
しみください。
■時１１月１５日松・１６日掌・２１日晶～２３日
抄

■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）

■￥入苑料（中学生以下無料）
紅葉茶会
■時１１月１６日掌午前１０時～午後３時
■￥入苑料（中学生以下無料）、呈茶料
■他晴天時は野点あり

の だて

丈山苑の催し

■時１１月８日松・１５日松・２２日松・２９日
松、１２月６日松・１３日松・２０日松午
前１０時～１１時３０分（全７回）

■場安祥閣
■対女性
■￥１回５００円
■持着物セット
■申１１月７日晶までの午前９時～午後５
時（休館日を除く）に、電話で安祥閣
（緯〈７４〉３３３３）へ

誰でも着付け美人「着物着
付け教室」

平成２６年分青色申告決算・
年末調整説明会
■時１１月２１日晶諮午前１０時～正午獅青色
申告決算説明会 午後１時３０分～３
時３０分獅年末調整説明会

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

木工ペイント教室
■時１１月１５日松・１６日掌午前１０時～午
後３時

■内ネームプレートやスイングバード
作り

■定各５０人（当日先着順）
■￥５００円から
ジェルキャンドル教室
■時１１月２２日松

～２４日承午
前１０時～午
後３時

■内砂とガラス
細工でオリ
ジナルキャンドル作り

■定各５０人（当日先着順）
■￥１２００円から
寄せ植え講座「迎春の寄せ植え」
■時１２月１２日晶午前１０時
■内正月用の寄せ植え作り
■講野正美保子氏（ＲＨＳＪコンテナガー

み ほ こ

デニングマスター）
■定２０人（先着順）
■￥４０００円
■持薄手袋・はさみ・エプロン（ガー
デニング用）

■申１１月５日昌～２８日晶午前９時３０分
～午後５時（昇を除く）に、直接か
電話で同クラブハウスへ

■場■問デンパーククラブハウス（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

心心肺蘇生法などを学びま心肺蘇生法などを学びますす

補修した家具などを販売しま補修した家具などを販売しますす

紅葉をお楽しみくださ紅葉をお楽しみくださいい

■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

■時１１月５日昌～１０日捷

■内競技花、切り花など約３５０鉢を展示
■場■問デンパーク（緯〈９２〉７１１１）

愛知県三河菊花展覧会

■場歴史博物館
■申１１月８日松午前９時から、電話で歴
史博物館（緯〈７７〉６６５５）へ

ミニチュア葦船をつくろう
■時１１月３０日掌午前９時～１１時、午後１
時～３時

■内葦を束ねて３０尺程度の船を作製
■講小助川

こ すけ がわ

浩氏（NPO法人アカルプロジ
ひろし

ェクト）
■定各１０人
葦笛をつくろう
■時１２月１４日掌午前９時～１１時、午後１
時～３時

■内葦を使って実際に吹ける横笛を作製
■講西川正規氏（NPO法人アカルプロジ

まさ かず

ェクト）
■定各１０人

歴史博物館体験講座「油ヶ
淵葦船（あしぶね）学校」

臥 広報あんじょう 2014.11.1

■場■問堀内公園（緯〈９９〉５９４７）
カラ―バンドで金魚の小物づくり
■時１１月８日松・９日掌午前１０時～午後
３時

■対各３０人（当日先着順）
シャボン玉で遊ぼう
■時１１月１５日松（雨天の場合は１６日掌に
順延）
※材料がなくなり次第終了。
シャボン玉の中に入ろう
■時１１月１５日松午前１０時、午後２時（雨
天の場合は１６日掌に順延）

■対各５０人（当日先着順）
落ち葉プールで遊ぼう

■時１１月１５日松・１６日掌・２２日松～２４日
承・２９日松・３０日掌午前１０時～午後
３時（雨天の場合は中止）

■持汚れてもいい服装

堀内公園の催し

■場子育て支援センター（あんぱ～く内）
■申１１月１８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。

育児講習会
■時１２月１２日晶午前１０時～１１時３０分
■内整理収納で子育てや生活のヒントを
学ぶ

■講知念亜希氏（整理収納清掃コーディ
ち ねん あ き

ネーター）
■対乳幼児の保護者
■定３０人（先着順）
■他別室託児あり

子育て何でも相談広場
■時来年１月１５日昭午前１０時～１１時３０分
■内子どもの成長と親の関わり方
■講鈴木久美子氏（助産師）

く み こ

■対乳幼児とその保護者
■定２０組（先着順）
親子遊び講習会
■時来年１月２３日晶午前１０時～１１時３０分
■内ベビーダンス
■講岩崎槙子氏（日本ベビーダンス協会

まき こ

認定インストラクター）
■対４カ月～１歳の子とその保護者
■定２５組（先着順）
■持体温計・抱っこひも

あんぱ～くの講習会

■場■問安祥閣（緯〈７４〉３３３３）
着付け講座
■時１１月１５日松午前１０時～１１時３０分
■￥５００円
■持着物セット
■申１１月１２日昌までの午前９時～午後５
時（休館日を除く）に、電話で安祥閣
へ
文化サークルの展示会
■時１１月１５日松・１６日掌午前９時～午後
３時

■内ちぎり絵優美会・マザーグース・手
芸クラブ・一雛会による作品展示
ヴィオラとギターによるコンサート
■時１１月１６日掌午前１１時～正午
■内出演獅Ｂｌａｃｋ＆Ｏｌｉｖｅ（小松大、生

だい

田直基）
なお き

■対５００円（飲み物・お菓子代含む、未就
学児は無料）

■申１１月８日松～１４日晶午前９時～午後
５時（休館日を除く）に、電話で安祥
閣へ

安祥閣まつり

■時１１月９日掌・３０日掌午前９時～１０時
３０分

■場９日諮集合場所獅マーメイドパレス
臨時駐車場 清掃場所獅半場川堤防
とその周辺（隅田橋～惣山橋）３０日

そう やま

諮集合場所獅子安観音駐車場（城ヶ
こ やす かん のん

入町） 清掃場所獅半場川堤防とそ
の周辺（惣山橋～内浜橋）

■内最寄りの場所からごみを拾いながら、
午前１０時までに集合場所へ来てくだ
さい。活動終了後、豚汁の振る舞い
などあり

■持ごみ拾い用具・ごみ袋・軍手
■他本市エコポイント制度対象事業
■問ＮＰＯ法人エコネットあんじょう（緯

〈５５〉１３１５）、環境首都推進課（緯〈７１〉２
２０６）

はんば川クリーン活動

■時１１月１９日昌午前１１時～正午
■場マーメイドパレス
■内①初級水泳「クロールから始めまし
ょう」 ②体験アクアビクス

■対１８歳以上
■定①獅２０人 ②獅４０人 いずれも先着
順

■￥施設利用料
■他６カ月～未就園児の託児あり（先着
５人）

■申１１月５日昌午前１０時から、電話でマ
ーメイドパレス（緯〈９２〉７３５１）へ

１１月の水中講座

子子育てや生活に役立つ講習で子育てや生活に役立つ講習ですす

大きなシャボン玉の中に入れま大きなシャボン玉の中に入れますす



11月は放置自転車クリーンキャンペーン月間

芽広報あんじょう 2014.11.1

■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。

桜井土地区画整理審議会委
員の選挙人名簿縦覧
■時１１月１４日晶～２７日昭午前８時３０分～
午後５時１５分

■内来年１月１８日掌に実施される、西三
河都市計画事業安城桜井駅周辺特定
土地区画整理審議会委員選挙の選挙
人名簿を見ることができます

■他記載事項に異議がある場合は、縦覧
期間中に市へ申出書を提出できます

■場■問区画整理課（緯〈７１〉２２４６）

１１月は子ども・若者育成支
援強調月間
青少年による重大な事件、いじめ問
題、子どもが被害者となる事件の発生
や青少年の健全な育成を阻む違法・有
害な情報の氾濫が問題になっています。
また、フリーターやニートと呼ばれ
る若者の数が高水準で推移するなど、
若者の社会的自立の遅れが深刻化して
います。
子どもや若者の育成支援に対する理
解を深めましょう。 スローガン獅育
てよう自分に勝てる子負けない子
■問青少年の家（緯〈７６〉３４３２）

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。放置された自転車などは即日
移動し、返還には１台１０００円が必要
です。
駐輪場ではマナーを守りましょう
通路・入口付近への駐車や割り込
みは、他の利用者の迷惑となります。
順序よく駐車しましょう。自転車は
必ず防犯登録し、盗難防止のため二
重に施錠しましょう。
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を依頼してくだ
さい。

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）

プラネタリウム１１月の生解
説
■時ペガスス座とアンドロメダ座の関係
は？獅１日松～３日抄・８日松・９
日掌午後１時３０分・３時 晩秋の星
座にまつわるお話獅１５日松・１６日掌・
２２日松～２４日承・２９日松・３０日掌午
後１時３０分・３時（２３日抄は午後１
時３０分のみ）

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

緊急地震速報の全国一斉訓
練放送を実施
緊急地震速報が流れたら、「姿勢を低

く」「頭を守り」「揺れが収まるまでじっ
とする」の行動を素早くできるよう訓
練してください。
■時１１月５日昌午前１０時ごろ
■内防災ラジオ、小・中学校など市内公
共施設５７カ所への訓練放送

■他毎月１日に実施している防災ラジオ
のテスト放送は、１１月１日松午後４
時頃に実施します

■問危機管理課（緯〈７１〉２２２０）

放置自転車のリサイクル販売
保管期限が過ぎた放置自転車の中
から、再利用できる自転車を整備し、
市放置自転車リサイクル事業取り扱
い店（下表参照）で各店２・３台を販
売します。
■時１１月２０日昭から

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し、放置自転車をなくしましょう。
■問維持管理課（緯〈７１〉２２３７）

■時１１月２５日昇午前１０時～午後２時
■場文化センター
■内そば打ち体験、エコクッキング
■対市内在住・在勤・在学の人（小学生
以下は保護者同伴）

■定２０人（定員を超えた場合は抽選）
■￥９５０円
■持エプロン・筆記用具・ふきん・手拭
きタオル・不要な広告紙

■他本市版エコポイント制度対象事業
■申１１月４日昇～１４日晶に住所・氏名・
電話番号を直接か電話で環境首都推
進課（緯〈７１〉２２０６）へ

根羽村の新そばでそば打ち

参加型の楽しい催しをたくさん用意
しています。
■時１１月１６日掌午前１０時～午後３時
■内市民活動団体の発表・おしるこの振
る舞い・魚釣りゲームなど

■場■問市民交流センター（緯〈７１〉０６０１）

市民交流センターまつり

エエコクッキングも体験しまエコクッキングも体験しますす

命を守る訓練で命を守る訓練ですす

子どものすこやかな成長子どものすこやかな成長をを

■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

蛾 広報あんじょう 2014.11.1

全国一斉「女性の人権ホッ
トライン」
夫やパートナーからの暴力、職場な
どでのセクハラ、ストーカー行為など
女性の人権問題について相談に応じま
す。相談内容の秘密は固く守られます。
ひとりで悩まず、気軽に相談してくだ
さい。
■時１１月１７日捷～２１日晶午前８時３０分～
午後７時、１１月２２日松・２３日抄午前
１０時～午後５時

■内相談専用電話獅緯０５７０〈０７０〉８１０
■問名古屋法務局人権擁護部（緯０５２〈９５２〉
８１１１）、市市民課（緯〈７１〉２２２１）

１１月１２日昌～２５日昇は女性
に対する暴力をなくす運動
配偶者や恋人などからの暴力、セク
ハラ、ストーカー行為などは、女性の
人権を著しく侵害するものであり、男
女共同参画社会をつくる上で克服すべ
き重要な課題です。
「暴力を認めない」「自分のことを大
切にする」「相手のことも大切にする」
この３つは、自分を取り巻くすべての
人との関係において、とても大事なこ
とです。一人で問題を抱え込まず、誰
かに相談しましょう。
■他市役所相談室では、市民女性悩みご
と相談を開催しています。詳しくは
本紙毎月１５日号「相談窓口」のページ
をご覧ください。

■問市民協働課（緯〈７１〉２２１８）、市民課相
談係（緯〈７１〉２２２２）

１１月１１日昇～１７日捷は「税
を考える週間」
期間中、国税庁ホームページでは、
動画で国税局や税務署の仕事を紹介す
るインターネット番組「Ｗｅｂ‐ＴＡＸ‐
ＴＶ」や、イラスト・グラフを交えな
がら税の役割を分かりやすく解説した
スライドなど、税に関する情報を掲載
します。租税の役割や税務行政に対す
る理解を深めましょう。
■問刈谷税務署（緯〈２１〉６２１１）、市市民税
課（緯〈７１〉２２１４）

税に関する習字作品の展示
■時１１月１１日昇～１７日捷午前１０時～午後
８時

■場アンディショッピングセンター（住
吉町）

■内市内小学生が書いた習字作品の展示
■問刈谷税務署（緯〈２１〉６２１１）、納税課（緯

〈７１〉２２１６）

東日本大震災義援金ありが
とうございます
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、９９４４万７８１９円で
す。
９月１日～３０日受け付け分／敬称略
中部福祉センタ
ー利用者、マッ
チング交流会参
加者、募金箱へ
の多数の寄付者
■問市社会福祉協
議会（緯〈７７〉２
９４１）

１１月は児童虐待防止推進月
間
虐待を防ぎ、子どもを守るため「虐

待かな？」と思ったら、迷わず連絡し
てください。ほんの小さな「変だな」
「おかしいな」を見逃さないようにしま
しょう。
子育てには、誰かの手助けが必要で
す。周りの人は、子育て中の人に気を
配りましょう。子育て中の人は、ひと
りで悩まず、誰かに相談してください。
標語獅ためらわず知らせてつなぐ命の
輪
■問刈谷児童相談センター（緯〈２２〉７１１１）、
市子育て支援課（緯〈７１〉２２２９）

市民交流センターの来年度
上半期分予約を受け付け
■時利用日獅来年４月１日昌～９月３０日
昌

■対多目的ホール（調理実習室・会議室
を含む）を１００人以上の講演などで利
用する団体
※１団体につき上・下半期合わせて
３日まで予
約可。

■申１１月１５日松

～３０日掌午
前９時～午
後８時（１７
日捷を除く）
に、申込書を持って市民交流センタ
ー（緯〈７１〉０６０１）へ
※申込書は同センターで配布。申し
込み多数の場合は調整します。

図書の予約を電話でも受け
付けます
図書を確保したり、貸し出しの順番
を待ったりする予約の電話受け付けを
試行します。
■時試行期間獅１１月１日松～来年３月３１
日昇（休館日を除く）

■他予約は中央図書館ウェブサイトでも
受け付けています

■申試行期間内に、予約を希望する図書
の書名・著者名・出版社を電話で中
央図書館（緯〈７６〉６１１１）へ
※公民館図書室、あんぱ～くは今ま
でどおり窓口での受け付けのみ。

１１月はいいともあいちキャ
ンペーン月間
地元の農林水産物を購入して、健康
で豊かな暮らしを目指す取り組みを
「いいともあいち運動」といいます。生
産・流通・消費などに関わる人たちが
ネットワークを深めて、「地産地消」を
進めましょう。
今号の折り込
みチラシ「新鮮
で安全安心な安
城産を食べよう」
では、安城の農
産物を紹介して
います。ぜひご
覧ください。
■問農務課（緯〈７１〉２２３３）

年末調整用の国民健康保険
税納付額証明書を発行
年末調整で社会保険料控除を受ける
ための国民健康保険税の納付額証明書
を発行します。
■場申請場所獅国保年金課、南部・桜井
支所、北部出張所

■他証明書の交付は、１世帯につき１通
■申１１月４日昇から、直接獅捷～晶午前
８時３０分～午後５時１５分（抄を除く）
に、世帯主または代理人（税理士事
務所や勤務先を含む）が身分証明書
を持って各申請場所へ 郵送・ファ
クス獅申請書を国保年金課（〒４４６－
８５０１住所記載不要／胃〈７６〉１１１２／緯

〈７１〉２２３０）へ
※申請書は市公式ウェブサイトで配
布。

いいいともあいち運いいともあいち運動動
シンボルマーシンボルマークク

市民交流センタ市民交流センターー



（ ）内は前月比

〈平成26年10月1日現在〉
総 人 口
男 性
女 性

世 帯 数

18万4780人（－ 6）
9万4710人（－ 4）
9万0070人（－ 2）

7万1238世帯（＋47）

火 災
救 急

（年間累計／前年対比）

刑 法 犯
交通事故
負 傷 者
死 者

186件（1468件／－310）
636件（5438件／＋135）
135人（ 999人／＋ 33）
1人（ 4人／＋ 1）

人口・世帯

9月の火災・救急

9月の犯罪・事故

5件（うち建物 3件）
608件（うち急病389件）
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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。

市職員用パソコンへの広告
掲載事業者
■内掲載期間獅来年１月～６月 広告獅

縦６００ピクセル蓋横８００ピクセルで１
枠１０秒間表示 掲載料獅最低提示月
額１万円（消費税などを含む）

■対市税の滞納がないことなど
■定３枠（１カ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４日昇

～２８日晶午
前８時３０分
～午後５時
１５分（松掌

抄承を除く）
に、申込書・
会社概要、
広告データ（jpeg形式で１００KB以下）
を入れたＣＤかＤＶＤを持参か郵送
（必着）で、情報システム課（〒４４６－
８５０１住所記載不要／緯〈７１〉２２０７）へ
※申込書は、同課・市公式ウェブサ
イトで配布。

県立東三河高等技術専門校
来年度普通課程訓練生
■内募集科目獅建築総合科（木造建築・
施工管理コース） 訓練期間獅２年
間

■対高等学校卒業程度の学力を有する３０
歳以下の人

■定２０人
■￥入校料獅５６５０円 授業料獅年額６万
円 教科書・作業服代など獅３万
５０００円 そのほか資格取得受験料な
どあり

■申１１月１２日昌～来年１月９日晶午前９
時～午後５時に、申込書を持参か郵
送（必着）で県立東三河高等技術専門
校（〒４４１－１２３１豊川市一宮町上新切
３３－４）へ

■問県立東三河高等技術専門校訓練課
（緯０５３３〈９３〉２０１８）、市商工課（緯〈７１〉
２２３５）

労働条件に関する悩みを無料で相談
できる電話相談窓口を開設しました。
■時来年３月３１日昇までの捷昇昭晶午後
５時～１０時、松掌午前１０時～午後５
時（１２月６日松は正午～午後５時）
※いずれも年末年始を除く。

■内相談専用電話獅緯０１２０〈８１１〉６１０
■問市商工課（緯〈７１〉２２３５）

労働条件相談ほっとライン

体育施設の年間利用計画を
受け付け
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（市内団体主催を優
先）

■申１１月７日晶～３０日掌午前９時～午後
５時（休館日を除く）に、申込用紙を
持参かＥメールで市体育館（緯〈７５〉
３５３５／my-sports-anjo@city.anjo.
lg.jp）へ
※申込用紙は同館・市公式ウェブサ
イトで配布。

香嵐渓（こうらんけい）もみ
じまつり

豊
田

■時１１月１日松～３０日掌

■場香嵐渓広場（豊田市足助町）ほか
あ すけ

■内日没～午後９時は飯盛山の紅葉をラ
いい もり

イトアップ、中国料理人による食の
実演、三河の陶器展、茶会、和太鼓
演奏など

■他１１月９日掌まで、巴川にＬＥＤの光の
ともえ

玉を放流し、幻想的な川面を演出す
る「星に願いをin足助」を開催

■問足助観光協会（緯０５６５〈６２〉１２７２）

みよし市指定文化財「石川
家住宅」の一般公開を開始

み
よ
し

■時公開開始日獅１１月３日抄 開館時間
獅午前９時～午後４時３０分（３日は
午前１１時３０分から） 休館日獅捷昇

晶・年末年始
■場石川家住宅（みよし市三好町上８２）

かみ

■内明治時代の生活文化を伝える「石川
家住宅」の長屋門・主屋・東蔵など
を公開し、同住宅所蔵の調度品や収
蔵品を展示
※非公開の場所あり。

■問みよし市歴史民俗資料館（緯０５６１〈３４〉
５０００）

長長屋長屋門門

広告枠

職職員用パソコン約１００職員用パソコン約１００００
台に表示されま台に表示されますす

■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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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.


