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市教育委員会では、市と協働で実施している次の４つのボランティアについて養成講座を開催します。安城の歴史を学び、
子どもたちに教えてみませんか。

■申申込方法等 ■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。

■申午前９時～午後５時（休館日を除く）に、直接か電話で文化振興課（歴史博物館内／緯〈７７〉４４７７）へ
史跡や観光名所のガイド
安城の歴史を学び、本證寺や安城松平、新美南吉等の観光
ボランティアを行います。（協力：安城ふるさとガイドの会）
弥生土器作り
埋蔵文化財センターで弥生土器作りを学び、自分でも作る
とともに、子どもから大人まで作り方を教えます。
（協力：安城土器作りボランティア会）
本證寺のハス育成と環境整備
外来生物（ミドリガメ等）を駆除することで、国指定史跡本

證寺境内の名物であるハスの保護育成を行っています。又、
子どもたちに、自然環境の大切さを伝えています。
（協力：本證寺ハスの会）
桜井凧作り
桜井地区に伝わる桜井凧の作り方を学び、自分でも作ると
ともに、子どもから大人まで作り方を教えます。毎年１月の
凧あげ大会も運営します。（協力：桜井凧保存会）

※各講座とも４回以上出席してください。内容及び日程は、変更する場合があります。
※開催日によって、会場が異なる講座があります。詳細は問い合わせてください。

桜井凧作り本證寺のハス育成と
環境整備弥生土器作り史跡や観光名所のガイド講座名

桜井公民館本證寺埋蔵文化財センター歴史博物館ところ
２０人（先着順）２０人（先着順）３０人（先着順）３０人（先着順）定員
１０月１６日掌

午前１０時～正午
１０月１５日松

午前９時～１１時
１０月１５日松

午前１０時～正午
１０月１６日掌

午後１時３０分～３時
第１回

【講座】桜井凧の歴史につ
いて学ぶ

【実習】ハスの生育を妨げ
る外来生物駆除作業

【講座】安城の弥生時代を
学ぶ

【講座】安城松平の歴史を
学ぶ

１１月６日掌

午前１０時～正午
１１月６日掌

午前１０時～正午
１１月５日松

午前１０時～正午
１１月６日掌

午後１時３０分～３時
第２回

【実習】福助凧を作る①
（実費１０００円）

【講座】本證寺のハスと景
観の歴史を学ぶ【実習】土器作り（１個目）【講座】本證寺の歴史を学

ぶ

１１月２０日掌

午前１０時～正午

１１月１９日松又は２０日掌

午前９時から又は午後０
時３０分から

１１月２０日掌

午前９時３０分～正午
１１月２０日掌

午前９時～正午
第３回

【実習】福助凧を作る②、本證
寺太鼓フェスティバル参加

【実習】本證寺太鼓フェス
ティバル参加

【実習】土器作り（２個目）、
安祥文化のさとまつり参加

【実習】本證寺太鼓フェス
ティバル参加

１２月２６日捷

午前９時～正午
１２月３日松

午前１０時～正午
１２月１４日昌

午後１時～３時
１２月４日掌

午後１時３０分～３時
第４回 【実習】桜井中学校生徒と

アブ凧を作る
（桜井中集合、実費５００円）

【講座】ハスの生育を妨げ
る外来生物について学ぶ

【実習】土器焼き
（雨天順延）

【講座】日本デンマークと
新美南吉を学ぶ

１月２９日掌

午前８時～午後１時
２月１１日抄

午前１０時～正午
１月１４日松

午前９時３０分～正午
１月１５日掌

午後１時３０分～３時
第５回

【実習】安城凧あげ大会参
加（小川天神川原緑地集合）

【講座】本證寺のハス復活
の歩みを学ぶ

【実習】土器作り
（大型土器①）

【講座】ガイドする技術を
学ぶ

２月１９日掌

午前１０時～正午
３月１１日松

午前９時～正午
１月２８日松

午前９時３０分～正午
２月４日松

午前９時～正午
第６回

【実習】角凧に凧絵を描く【実習】ハスの生育を促す
環境整備作業

【実習】土器作り
（大型土器②）

【実習】桶狭間ウォーク参
加（現地集合、要交通費）

文化財ボランティア養成講座

蛾 広報あんじょう 2016.10.1

■問堀内公園（緯〈９９〉５９４７）
作ってみよう！「文字探しラリー」
■時１０月１５日松・１６日掌午前９時～午後
４時（雨天中止）

■内４つの遊具に乗って文字を探して答
えを完成させよう！完成させた子に
粗品進呈
■対３歳～小学生
■定各２００人（当日先着順）
■￥有料遊具使用料
赤ちゃんハイハイレース

■時１０月２２日松午前１０時３０分（受付は午
前１０時１０分）
※雨天の場合は２３日掌に実施。

■対未歩行の赤ちゃんとその保護者
■定４０人（先着順）
■他参加者に有料遊具利用券を進呈
鯉のぼりをお譲りください
堀内公園では毎年４月下旬から５月
に園内の「やすらぎの池」に鯉のぼりを
掲揚しています。家庭で不用になった
「鯉のぼり（布製部分のみ）」がありまし
たら、無償での提供をお願いします。
■時受付時間獅午前９時～午後４時３０分
（昇を除く）

ふるさとの美しい川や海を子どもた
ちに残すため、地域や自治体が一体と
なってごみを拾いましょう。
■時１０月２３日掌午前９時（小雨決行）
■場矢作川河川敷（小川町天神）
■問維持管理課（緯〈７１〉２２３７）

川と海のクリーン大作戦

矢矢作矢作川川

油ヶ淵水辺公園は、みずうみ「油ヶ
淵」とそのまわりの地域に、西三河初
の県営都市公園として計画され、工事
を進めています。現在は、自然とふれ
あえる場所をつくるために田んぼビオ
トープの活動が行われています。
■時稲刈り獅１０月１６日掌 脱穀獅１０月３０
日掌 いずれも午前９時４５分受付
（一方のみの参加も可。荒天中止）
■場東端町地内（申込者に地図を送付）
■定５０人（先着順）
■他脱穀終了後、五平餅が食べられます。
プレゼント有

■申１０月１日松～１４日晶に、住所・氏名・
年齢・電話番号・参加人数をＥメー
ルで愛知県知立建設事務所都市施設
整備課（abu-park@pref.aichi.lg.jp）
へ
※Ｅメールの件名は「油ヶ淵水辺公
園イベント」と記載。

■問県知立建設事務所都市施設整備課
（緯〈８２〉６４９４）、市公園緑地課（緯〈７１〉
２２４４）

稲刈り・だっこくを体験し
よう

■時１１月５日松午後２時（開場は午後１
時３０分）
■場文化センター
■内■講座長：川畑信也氏（八千代病院認

のぶ や

知症疾患医療センター長）
講演諮①道路交通法改正による新た
な高齢運転者制度について／松野晋

しん

二氏（愛知県警察本部交通部運転免
じ

許課） ②リハビリテーションの視
点から見た認知症／神田太一氏（八

た いち

千代病院総合リハビリセンター主任）
③認知症の予防 食事の工夫／加藤
るみ子氏（八千代病院栄養科係長）
特別講演諮今日から始める認知症予
防／長田乾氏（横浜総合病院臨床研

けん

究センター長）
※講演会終了後、認知証に関する個
別相談会を開催します。
■定５００人（当日先着順）
■他手話通訳・要約筆記有。この講演会
は八千代病院・安城市医師会・市の
共催です
■問高齢福祉課（緯〈７１〉２２２３）

認知症を知る講演会

堀内公園の催し

■申各申込開始日の午前１０時から、電話
でマーメイドパレス（緯〈９２〉７３５１）へ

目指せ美ボディ！骨盤エクササイズ
■時①中級編獅１０月２０日昭 ②初級編獅

１０月２８日晶 いずれも午前１０時３０分
～正午

■内左右の骨盤の歪みを整えてスタイル
や姿勢を改善する骨盤体操をします

■講岩瀬裕子氏
ゆう こ

■対①獅初級編に参加したことのある人
②獅１８歳以上の女性
■定各８人（先着順）
■￥各５００円
■持運動のできる服装、タオル、飲み物
（ペットボトル）、ヨガマット又はバ
スタオル
■申申込開始日獅１０月６日昭

ベビーマッサージ
■時１０月２１日晶午前１０時３０分～正午
■内赤ちゃんとママの肌と肌のふれあい
によって、いろいろな悩みを解消す
るベビーマッサージの体験講座です

■講竹本まどか氏（ロイヤルセラピスト
協会認定講師）
■対２カ月～１歳の子とその保護者
■定８組（先着順）
■￥１５００円（保護者が２人の場合は２０００円）
■持大きめのバスタオル・子どもの水分
補給用飲料等

■申申込開始日獅１０月５日昌

日々の疲労をためないための健康お灸
■時１０月２７日昭午前１０時３０分～正午
■内お灸の安全な使い方、冷えを取り去
り、カラダを温めるツボ等、初歩的
なお灸の仕方を体験します

■講高橋裕子氏（鍼灸マッサージ師）
ひろ こ

■対１８歳以上の女性
■定５人（先着順）
■￥１５００円
■持肘、膝を出せる服装（スカート不可）
■申申込開始日獅１０月５日昌

マーメイドパレスの講座

チャレンジバタフライ
■時１１月１日昇～１２月２０日昇の毎週昇午
後２時～３時（全８回）

■対１８歳以上でクロールを２５杓泳げる水
泳初心者
■定１０人（先着順）
■￥４０００円
■持水着・水泳帽子・ゴーグル
■場■申１０月６日昭～３０日掌午前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（緯〈７５〉３５
４５）

市スポーツセンタープール
の教室

■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・受講料等 ■持持ち物 ■他その他



■内■時■対■定■￥下表のとおり
■他１０月１５日松～２２日松に受講料を納めてください。期間中に入金がない場合
は、参加できません

■申１０月４日昇～９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、１０月１４日晶に公開代理抽選（初回参加者・市内在
住・在勤者優先）。定員に満たない場合は追加募集します。
※キャンセル待ちは抽選順で各５人。

■問マーメイドパレス（緯〈９２〉７３５１）

※費用には傷害保険料を含みます。

歌や踊りがいっぱいの、楽しいステ
ージをお届けします。
■時来年１月８日掌午後０時３０分・３時
（開場は３０分前、上演時間は約１時間）
■場市民会館
■￥２６００円（全席指定）
※１歳以上有料。（１歳未満ひざ上１
人まで無料。ただし、席が必要な場
合は有料）
チケット販売所獅市民会館、稲垣電
気商会（緯〈９７〉８１８１）、竹内書店（緯

〈７４〉０５１１）、産直センター安城南部
（緯〈９２〉１３１６）、名鉄ホールチケット
センター（緯０５２〈５６１〉７７５５）、チケット
ぴあ（緯０５７０〈０２〉９９９９／Pコード６３３
－２９４） 発売開始日獅１０月１５日松午
前９時（市民会館以外の販売所の営
業時間は直接問い合わせてください）
※発売初日は１人４枚まで。電話予
約は残席のある場合のみ１０月１６日掌

午前９時から。車いす席は１０月９日
掌午前９時から。いずれも市民会館。
■場■問市民会館（緯〈７５〉１１５１）

おかあさんといっしょ
ガラピコぷ～がやってきた!! ■場■申１０月６日昭～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（緯

〈７５〉３５４５）へ
大人の筋トレ教室
■時１１月４日晶・１１日晶・１８日晶・２５日
晶午後１時３０分～２時３０分（全４回）
■内自宅でできる筋力トレーニングの方
法を指導
■対１８歳以上で運動制限のない人
■定２０人（先着順）
■￥施設使用料
■持運動のできる服装、室内シューズ、
タオル、飲み物（ペットボトル）
体力しらべ会（高齢者対象）
■時１１月８日昇午前１０時～正午
■内６種目を測定し、体力レベルを算出
します（体組成計の測定付）
■対概ね６５歳～７９歳で運動制限のない人
■定１５人程度（先着順）
■持運動のできる服装、室内シューズ、
タオル、飲み物（ペットボトル）
ノルディックウォーキング教室
■時１１月１０日昭・１７日昭午前１０時３０分～
１１時３０分（全２回）
※雨天中止。（小雨決行。予備日１１月
２４日昭）
■場総合運動公園
■内２本のポール（ストック）を使ってよ
り効果的な歩行運動を行います

■対１８歳以上（初心者向け）
■定１０人（先着順）
■持運動シューズ、運動のできる服装、
帽子、タオル、飲み物（ペットボト
ル）、ポール（借用（無料）希望者は受
付時に申し出てください）

市スポーツセンターの催し
■場■申１０月６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。開催３日前が昌の場合はその前
日まで）に、講座名・住所・氏名・
年齢・電話番号・参加人数を直接か
電話・ファクスで環境学習センター
エコきち（緯・胃〈７６〉７１４８）へ
※受付開始日は１家族１講座のみ。
（環境大学講演会は除く）
エコクッキング～簡単とうふづくり～
■時１０月２２日松午前１０時～１１時３０分
■内豆乳からつくる寄せ豆腐
■講神谷直子氏

なお こ

■対４歳以上の子とその保護者
■定１０人（先着順）
■￥２００円（保護者も要参加費）
■持エプロン、三角巾、マスク、ふきん、
はし、２００呪程度の耐熱カップ（マグ
カップ、茶わん蒸し容器等）
エコクッキング～おやきをつくろう～

■時１０月２９日松午前１０時～１１時３０分
■内地元産の材料を使ったおやき
■講杉浦ひろ子氏（環境アドバイザー）
■対４歳以上の子とその保護者
■定１０人（先着順）
■￥２００円（保護者も要参加費）
■持エプロン、三角巾、マスク、ふきん、
さら、はし
こどもエコ工作体験
■時①１０月１６日掌 ②１０月２３日掌 ③１０
月３０日掌 いずれも午前１０時～１１時
３０分
■内①獅スノードームをつくろう ②獅

ハスオブジェをつくろう ③獅自然
素材でネームプレートづくり
■講①獅本間嘉彰氏 ②獅

よし あき

古居敬子氏
けい こ

（環境アドバイザー）
■対①③獅４歳以上の子ども（小学１年
生以下は保護者同伴） ②獅４歳以
上の子とその保護者
■定①③獅各１０人 ②獅２０人 いずれも
先着順
■￥①獅３００円 ②③獅各１００円
環境大学講演会～安城市環境基本計画
具現化へのヒント～
■時１０月２２日松午後１時３０分～３時３０分
■講山田朝夫氏（社会医療法人財団新和

あさ お

会八千代病院事務部長）
■対１８歳以上
■定４０人（先着順）

エコきちの講座

■申申込方法等 ■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。
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費用定員対象とき講座名

２，４５０円２０組幼児とそ
の保護者

１０月２３日掌～１１月１３日掌の毎週掌午後
１時～１時５０分（全４回）親子水泳

４，６００円３０人小学１～
３年生

１０月２３日掌～１２月１１日掌の毎週掌午後
２時～２時５０分（全８回）

児童スイ
ミング

■時１０月１９日昌午後１時３０分～４時
■場市役所さくら庁舎
■問農務課（緯〈７１〉２２３４）
農地相談
農地転用は、転用を行う人や転用目
的について様々な制限があります。許
可を得ずに転用すると、その後農地を
買い受けたり転用しようとしたりする
ときに許可を得られなくなるだけでな
く、農地法の罰則が適用されます。
農地転用等の計画が生じた場合には、
必ず事前に相談してください。
■内農地の転用・権利の移動や農地に関
する相談
農業者年金受給説明会・相談会
農業者年金は、国民年金とあわせて
老後の所得保障の役割を担う制度で、
一定の要件に当てはまる農業従事者が
加入できます。
少子高齢化時代に強い農業者年金の
制度について相談会を開催します。
■内農業者年金・経営移譲年金等に関す
る説明会、農業者年金の加入・受給
等に関する個別相談会

農地・農業者年金相談会

■時１０月１日松～２３日掌午前９時～午後
９時（３日捷・１７日捷を除く）
■場市民交流センター
■内市内小・中学校の花壇の写真を展示
■問市教育委員会総務課（教育センター
内／緯〈７１〉２２５３）

小・中学校の秋花壇写真展

昨年最優秀賞校の三河安城小学校

■時１１月１７日昭・１８日晶午前９時４５分～
午後４時（全２回）

■場市民会館
■定１０４人（先着順）
■￥４０００円（当日支払い）
■申１０月１７日捷～２１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尺で３カ月以内に撮影）
を持ち、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。
※電話・郵送では受け付けません。

甲種防火管理新規講習

全国万歳フェスティバル
in安城
■時１２月３日松午後０時３０分（開場は正午）
■場市民会館
■内三河・加賀・越前・伊予・尾張・伊
勢の６つの古典万歳が一堂に会する
万歳の祭典と、喜劇俳優の大村崑氏

こん

による笑いと健康・幸福の関係を考
える講演会 出演獅安城の三河万歳
保存会他５団体、大村崑氏

■定６００人（定員を超えた場合は抽選）
■他入場整理券を１１月初旬に発送予定
■申１０月２０日昭までに、参加者全員の郵便
番号・住所・氏名・電話番号をはがき
（消印有効）で、歴史博物館（〒４４６－００
２６安城町城堀３０／緯〈７７〉６６５５）へ
※３人分まで同時に申込可。

■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１０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１０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
の処置等

■場■申碧南消防署救急係（緯〈４１〉２６２５）
普通救命講習Ⅰ
■時１０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
等
■場■申刈谷消防署救急係（緯〈２３〉１２９９）

救命講習会

■時１１月２日昌午前８時３０分～３日抄午
後５時
■場集合・解散獅明治用水会館庁舎駐車
場（大東町） 行き先獅長野県根羽村

■内矢作川の水源地の散策や、根羽村の
食を楽しみます。根羽村のみなさん
と交流を図りながら、水源確保での
山林育成の重要性や根羽村の現状を
学びます

■対市内在住・在勤者で、３～４時間程
度の山歩きのできる人

■定１０人（先着順）
■￥８５００円（交通費・宿泊・食事代含）
■持山歩きのできる靴・服装、初日の昼
食・飲み物、宿泊に必要なもの

■申１０月５日昌～１９日昌に、郵便番号・
住所・氏名・年齢・生年月日・電話
番号をファクスでエコネットあん
じょう事務局（胃〈５５〉１３１５）へ
※１９日は午後３時まで。
■問グリーンツーリズムの会代表・須佐
さん（緯０８０〈３６１６〉４２６８）、環境都市推
進課（緯〈７１〉２２０６）

根羽村グリーンツーリズム

粗大ごみ等の中から、リユース可能
な家具等を補修・再生して販売します。
■時１０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０９０〈９８９２〉２９３３）

今月の再生家具等入札販売

ちぎり絵・ねんど作品展示の他、各
種催しを行います。
■時１０月１５日松・１６日掌午前９時～午後
５時（１６日は午後３時まで）

■場■問安祥閣（緯〈７４〉３３３３）
南吉ジャンボかるた
■時１０月１６日掌午前１０時～正午
※１セット３０分を２回開催予定。

中学生呈茶提供
■時１０月１６日掌午前１０時～午後１時
■￥２００円

安祥閣祭り

■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・受講料等 ■持持ち物 ■他その他

■時１０月１５日松午前１０時～午後４時、１６
日掌午前９時～午後３時

■内刑務所作業製品の展示即売、施設見
学、刑務作業体験、受刑者食事体験等
■場■問名古屋刑務所（みよし市ひばりヶ
丘／緯０５６１〈３６〉２２６０）

第２８回東海北陸・みよし矯正展

大大村崑大村崑氏氏
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みんなでつくる
子ども夢の商店街

■時１１月３０日昌午後２時～３時３０分
■場安城商工会議所
■内■講リーダーシップと声の力／吉川美

み

代子氏（キャスター・アナウンサー）
よ こ

■申１１月１０日昭までの午前８時３０分～
午後５時３０分
（松掌抄を除
く）に、電話
かファクスで
安城商工会議
所（緯〈７６〉５１
７５／胃〈７６〉４３
２２）へ
■問市商工課（緯

〈７１〉２２３５）

安城商工会議所文化講演会

公益社団法人愛知県不動産鑑定士協
会が不動産に関する疑問や相談に応じ
る、無料相談会を開催します。
■時１０月１５日松午前１０時～午後４時
■場市民会館
■問（公社）愛知県不動産鑑定士協会（緯

０５２〈２４１〉６６３６）、市資産税課（緯〈７１〉
２２５６）

不動産鑑定士による不動産
の無料相談会

安祥城址公園イベント
青空太極拳
秋の公園で気軽に太極拳デビュー！
もちろん経験者も歓迎です。
■時１０月２２日松午前１０時３０分～正午
■場安祥城址公園
■講劉

りゅう

紅年氏（中国伝統医学太極拳会会長）
こう ねん

■定５０人（先着順）
■￥５００円（歴史博物館の特別展観覧券付）
■申１０月５日昌午前９時から電話で歴史
博物館（緯〈７７〉６６５５）へ

自転車購入費補助金の申請に必要な
講習会です。
■時１０月１５日松、１１月１９日松午前１０時～
１１時３０分
■場市民会館
■内自転車の安全利用のための講習、補
助金交付対象自転車の試乗
■持筆記用具（当日補助金の申請をする
場合は、必要書類一式・印鑑・通帳）
※必要書類は都市計画課・市公式ウ
ェブサイトで配布。
■他自転車購入費補助金の詳細は、本紙
４月１日号３０ページ又は市公式ウェ
ブサイトで確認できます
■申各講習会開催日の３日前までの午前
８時３０分～午後５時１５分（松掌抄を
除く）に、電話で都市計画課（緯〈７１〉
２２４３）へ

自転車安全利用講習会

あおぞら歴史教室『安城松
平ゆかりの城跡を訪ねる』
安城松平氏の拠点であった安城城、
安城松平４代清康が本拠を置いたとい
われる山中城、松平一族の中で安城松
平氏がイニシアチブを取るまでに一族
の中で確執のあった山崎城や室城等を

むろ

訪ねます。
■時１１月５日松午前９時～午後４時
■場集合・解散獅歴史博物館
■内見学先獅安城（安祥）城跡・山崎城跡
（安城市）、山中城跡（岡崎市）、室城跡
（西尾市）
■講高山忠士氏（歴史博物館長）

ただ し

■対市内在住・在勤・在学の人
※小学生は保護者同伴。
■定２０人（定員を超えた場合は抽選）
■￥１５８０円（昼食代を含む）
■持歩きやすい服装・靴、筆記具、雨具、
水筒、帽子、薬等
■申１０月２１日晶までに、住所・氏名・年
齢・電話番号をはがき（必着）かファ
クス・Ｅメールで、文化振興課第３
回あおぞら歴史教室係（〒４４６－００２６
安城町城堀３０／胃〈７７〉６６００／
bunkashinko@city.anjo.aichi.jp
／緯〈７７〉４４７７）へ
※２人分まで同時に申込可。

■時１０月８日松午前１１時～午後４時
■場安城駅西駐車場前
■内子どもたちが商店街でハローワーク
や警察署、放送局等で職業を体験し、
給料として「おむすび通貨」を手に入
れます。「おむすび通貨」は会場内や
付近の商店街での買い物や地元のお
米との交換に使えます

■対小学生
■￥２００円
■他小学生以外の人も会場で「おむすび
通貨」を購入することで会場内で買
い物をすることができます

■問㈱安城スタイル（緯〈７３〉９５１１）、商工
課（緯〈７１〉２２３５）

市民ギャラリー美術講座
■場市民ギャラリー
■申１０月１５日松までに、講座名・代表者
の住所・氏名・年齢・電話番号・参
加人数・参加者全員の氏名をはがき
（必着）で市民ギャラリー（〒４４６－００
２６安城町城堀３０／緯〈７７〉６８５３）へ
※２人分まで同時に申込可。
※秋色に染めようおもしろ絞り染め
講座は希望する制作（ランチョンマ
ット又は買い物サブバッグ）も記入。
ガラ紡でカラフルコースター作り
かつては一大産業として安城でも盛
んだったガラ紡で糸を紡ぐ体験をし、
織り機を使って簡単なコースターを作
ります。
■時１０月２９日松午前１０時～正午
■講天野暢保氏（ガラ紡愛好家グループ）

のぶ やす

■定１２人（定員を超えた場合は抽選）
■￥３００円
秋色に染めようおもしろ絞り染め講座
むらくも絞りと縫い絞りに挑戦。秋
色のおしゃれなグッズで暮らしを彩り
ましょう。ランチョンマット２枚又は
買い物サブバッグを制作します。
■時１１月５日松午後１時～３時３０分
■講平松弘子氏（染色作家）

ひろ こ

■対１５歳以上
■定１５人（定員を超えた場合は抽選）
■￥１０００円
■持チャコペンシル、ビニール袋、汚れ
ても良い服装

■申申込方法等 ■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。

吉川美代子氏

重要文化財の人面文土器等、常設展
示を３０分程度で簡単に解説します。
■時１０月８日松・２２日松午前１０時～正午、
午後１時～３時
■￥観覧料（中学生以下は無料）
■場■問歴史博物館（緯〈７７〉６６５５）

歴史博物館のボランティア
による常設展ガイド
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県に提出された大規模小売店舗立地
法に係る届出書を縦覧します。
■時①１２月１２日捷まで ②１２月１６日晶まで
■内①獅大規模小売店舗を設置する者の
代表者の変更 店舗名称獅アンディ
ショッピングセンター／住吉町 ②
獅大規模小売店舗の施設の配置に関
する事項等 店舗名称獅（仮称）
DCMカーマ安城住吉店／住吉町

■場■問県商業流通課（緯０５２〈９５４〉６３３８）、
市商工課（緯〈７１〉２２３５）

大規模小売店舗立地法に係
る届出書の縦覧

高齢者・子どもインフルエ
ンザ予防接種
■場市内実施医療機関
■他医療機関の休診日に注意してください
■問市保健センター（緯〈７６〉１１３３）
高齢者インフルエンザ予防接種
■時１０月１日～１２月３１日
■内９月末に通知しました。接種希望者
は、通知をよく読んで受けてください

■対平成２８年１２月３１日時点で、①６５歳以
上の人 ②６０歳以上６５歳未満で心臓、
じん臓、呼吸器の機能又はヒト免疫
不全ウイルス（ＨＩＶ）による免疫機能の
障害（身体障害者手帳１級）のある人

■￥個人負担金獅１５００円
子どもインフルエンザ予防接種
■時１０月１日～１２月３１日
※２回接種者で１回目を１２月末まで
に接種した場合に限り、２回目の期
限を平成２９年１月３１日とします。

■内■対９月末に通知しました。接種希望
者は、通知をよく読んで受けてくだ
さい 助成回数諮平成１０年４月２日
～平成１６年４月１日生まれ獅１回
平成１６年４月２日～平成２７年１２月３１
日生まれ獅２回
■￥助成金額獅１回１０００円

１０月は青少年によい本をす
すめる県民運動
私たちは読書をすることで感動した
り知識を得たり、人の考え方や生き方
を学んだりすることができます。
乳幼児への「読み聞かせ」や学校での

「朝の読書」、家庭での「親子読書」等で
本を読むことの大切さを再度認識しま
しょう。家庭や地域で青少年がよい本
に出会える環境づくりに努めましょう。
スローガン獅育てよう 豊かな心 読
書から
■問青少年の家（緯〈７６〉３４３２）

災害時に向けた総合防災訓練を実施
するため、訓練中は原則として患者受
け入れを停止します。大変ご迷惑をお
かけしますが、下記時間帯は他の医療
機関への受診をお願いします。
■時１０月１５日松正午～午後４時
■問安城更生病院（緯〈７５〉２１１１）

安城更生病院 救急患者受
け入れを一時停止

■内運営事業者獅株式会社関西サンガ
設置予定地獅安城南明治第一土地区
画整理事業第３６街区（末広町）内 定
員獅２９人 開設予定獅平成３０年２月

■問高齢福祉課（緯〈７１〉２２２６）

地域密着型特定施設入居者
生活介護事業者を決定

■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・受講料等 ■持持ち物 ■他その他

公募で選ばれた市民及び商工業・農業の団体から推薦された産業後継者等、次
の皆さんが派遣されます。１０月１１日昇から１８日昇までの日程で訪豪し、多文化共
生をテーマとした視察や、ホームステイを通した交流等を行います。 （敬称略）
公募市民獅石黒和幸（福釜町）、川村

かず ゆき

里美（篠目町）、奥村
さと み

桜
さくら

子（住吉町）
こ

産業後継者獅杉山明隆（里町）、下村
あき たか

太一郎（三河安城本町）、荒木康仁（池
たい いち ろう やす ひと

浦町）、鈴木崇宏（桜井町） 協会会員
たか ひろ

獅加藤元恵（桜町）、築山
もと え

昭（安城町）
あきら

市職員獅長谷憲治 協会職員獅大池
けん じ

由美子
ゆ み こ

■問市国際交流協会（緯〈７１〉２２６０）

■問市民安全課（緯〈７１〉２２１９）、安城警察署（緯〈７６〉０１１０）
日暮れが早くなり、侵入盗、不審者の発生が多くなる時期です。地域で目を光
らせ、安全なまちを作りましょう。
暫住宅を対象とした侵入盗の防止〈年間取組事項〉
暫特殊詐欺の被害防止 暫自動車盗の防止
暫子どもと女性の犯罪被害防止 暫暴力追放運動の推進
振り込め詐欺等の特殊詐欺にご注意！
家族を名乗るオレオレ詐欺、市職員を名乗る還付金
詐欺、複数で役を演じる劇場型の詐欺も発生していま
す。被害は７月末現在で１２件４７８２万円です。
不審な電話の拒否、警告メッセージ・自動録音等、

振り込め詐欺対策機能を持つ電話機も市販されています。
日頃から周囲の人と声をかけあい、情報に目を通し、
くらしの風通しを良くしておきましょう。
暫電話によるお金の要求には応じない
暫還付金はATMで返還されない
暫「私は大丈夫」がとても危険
暫急ぐときほど詐欺を疑い、振り込む前に家族や警察等に相談
暫在宅時でも留守番電話機能を利用
安全安心情報メール
身近な犯罪情報を日々配信。subscribe@a-ansin.jpへの“空メール”から登録。
犯罪発生分布図
月ごとに市内の犯罪分布がわかります。市公式ウェブサイトで確認できます。
地域安全大会を開催
■時１０月１１日昇午後２時～３時３０分
■場文化センター
■内式典、お笑い劇団「笑劇派」による防犯劇

１０月１１日～２０日は秋の安全なまちづくり市民運動

ホブソンズベイ市派遣団決まる
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行政書士会の会員でない人が、報酬
を得て官公署に提出する各種申請書等
を作成することは、行政書士法で禁止
されています。
■問県行政書士会（緯０５２〈９３１〉４０６８）、市
行政課（緯〈７１〉２２０８）

行政書士による無料相談会
官公署への許認可申請代理と申請手
続等の相談に応じます。
■時１０月２６日昌午後１時３０分～４時
■場市民会館
■問県行政書士会碧海支部（緯〈７５〉１５５５）

行政書士制度のお知らせ

１０月７日～１６日は町を美し
くする運動
期間中の１０月９日掌・１６日掌を「市

民清掃の日」と定めます。自宅周辺の
清掃や各町内会・事業所が行う清掃活
動に協力し、住みよい町をつくりまし
ょう。
■問清掃事業所（緯〈７６〉３０５３）
小学生ポスター展
市内小学４年生から募集した「町を

美しくする運動」啓発ポスターの特選・
入選作品を地区公民館で展示します。
■時１０月７日晶～１６日掌

■場会場（出品校）獅桜井公民館（桜井小・
桜林小）、北部公民館（安城北部小・
志貴小・里町小）、西部公民館（安城
西部小・高棚小・三河安城小）、作野
公民館（作野小・今池小）、安祥公民
館（安城南部小・祥南小）、東部公民
館（安城東部小）、明祥公民館（明和小・
丈山小）、二本木公民館（二本木小・
梨の里小）、中部公民館（安城中部小・
新田小）、昭林公民館（錦町小・桜町
小）

私立高等学校等の授業料を
補助
■対平成２８年１０月１日現在、私立高等学
校、私立中等教育学校の後期課程又
は私立専修学校（修業年限３年で卒
業時に高等学校卒業資格が得られる
学校）に在籍する生徒の保護者で、
市内在住の人
※市奨学金受給者、授業料全額免除者、
専攻科・別科在籍者の保護者を除く。
■申在籍校でとりまとめを行う場合獅在
籍校の指定日までに、申請書を在籍
校へ提出 在籍校でとりまとめを行
わない場合獅１０月３１日捷までの午前
８時３０分～午後５時１５分（松掌抄を
除く）に、直接市教育委員会総務課
（教育センター内／緯〈７１〉２２５３）へ

１０月１７日～２３日は行政相談
週間
総務大臣の委嘱を受けた身近な相談
相手である行政相談委員が、年金、医
療保険、登記、教育、交通、安全、道
路、郵便、窓口サービス等、国や特殊
法人等の行っている仕事について、国
民からの苦情や意見・要望を受ける行
政相談を行っています。相談は無料で、
秘密は守られます。市役所相談室では
毎月第１・３昇午後１時～４時に行政
相談を実施しています。 行政相談委
員（敬称略）獅黒柳一明（小川町）、髙見

かず あき

加代子（今本町）
か よ こ

、小宮
こ みや

路
じ

和子（高棚町）
かず こ

■他くらしの行政・法律相談所（緯０５２〈９
６１〉４５２２）、行政苦情１１０番（緯〈０５７０〉０
９０１１０）でも相談を受け付けています
■問市民課相談室（緯〈７１〉２２２２）

第５次安城市行政改革大綱
の総括を公表
安城市では、持続可能で安定的な行
政経営を実現するため、市民、地域と
の協働による行政経営、地方の時代に
自立できる行政経営、成果を重視する
行政経営を基本理念として、平成２３年
に第５次行政改革大綱を策定し、５８の
アクションプランを掲げ、５年間の取
組を行ってきました。
このたび、５年間の取組及び成果を
まとめた総括報告書を作成しました。
市公式ウェブサイト、若しくは経営管
理課、市政情報コーナーで閲覧できま
す。
なお、取組の一部は本紙５月１５日号
にも掲載しています。
■問経営管理課（緯〈７１〉２２０５）

■申申込方法等 ■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。

＊＊＊＊＊衣浦東部広域連合ニュース＊＊＊＊＊
■衣浦東部広域連合議会から
８月２２日に第２回衣浦東部広域連合議会定例会が開催されました。議会で
は、１人の一般質問の他、広域連合副長の人事案件が同意され、平成２７年度
一般会計歳入歳出決算認定、平成２８年度一般会計補正予算（第１号）等の議案
が可決されました。
歳出の大部分を消防費が占めています。消防力の充実として安城消防署の
アスファルト舗装改修工事を行い、高規格救急自動車等７台の車両を更新し
ました。又、救命率向上の施策として緊急時に市民が使用できるよう１２署所
にAEDを設置しました。

●今回選出の衣浦東部広域連合議会議員（議席番号順、敬称略）
刈谷市選出議員獅松永寿、

ひさし

稲垣雅弘、中嶋祥元、山本シモ子
まさ ひろ なか じま よし ゆき

●同意された人事（敬称略）
広域連合副長獅松井高善（碧南市副市長）

たか よし

■問衣浦東部広域連合総務課（緯〈６３〉０１３１）
松井副長

歳入（単位：円）
収入率構成比収入済額予算現額科目
１００．０％９５．８％４，８２０，５４２，７１２４，８２０，５４２，０００分担金及び負担金
１３８．１％０．４％２０，６０２，５７１１４，９２１，０００使用料及び手数料
１７１．７％０．０％１０３，０００６０，０００県支出金
０．０％０．０％０１，０００財産収入
０．０％０．０％０１，０００寄附金

１００．０％３．１％１５６，３４０，２８８１５６，３４１，０００繰越金
９７．４％０．７％３６，１６２，４８８３７，１３４，０００諸収入
１００．１％１００．０％５，０３３，７５１，０５９５，０２９，０００，０００計

歳出（単位：円）
執行率構成比支出済額予算現額科目
８７．５％０．０％２，０５０，４０３２，３４２，０００議会費
８９．４％３．７％１７８，３５５，４２１１９９，４９８，０００総務費
９６．７％９６．１％４，６３８，８４５，４３６４，７９６，８９６，０００消防費
９５．１％０．２％９，７６２，０５８１０，２６４，０００公債費
－－０２０，０００，０００予備費
９６．０％１００．０％４，８２９，０１３，３１８５，０２９，０００，０００計

■平成２７年度衣浦東部広域連合一般会計歳入歳出決算
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安城市歯科医師会が２歳児
の歯科健診とフッ化物塗布
■時■対１０月２３日掌

※時間・対象は下表のとおり。
※いずれも市内に住民登録のある人。

■場保健センター仮設健診室（保健セン
ター西側駐車場内）
■持母子健康手帳
■他平成２６年１１月～平成２７年４月生まれ
の子は平成２９年６月に行う予定です

■問市保健センター（緯〈７６〉１１３３）

対象受付時間
平成２６年５月・６月
生まれ

午前９時～９時
４５分

平成２６年７月・８月
生まれ

午前９時４５分～
１０時３０分

平成２６年９月・１０月
生まれ

午前１０時３０分～
１１時１５分

平成２５年１１月～平成
２６年４月生まれで今
春のフッ化物塗布が
未実施の子

午前１１時１５分～
１１時３０分

１０月は「年次有給休暇取得
促進期間」です
働く人たちの仕事と生活の調和（ワ

ーク・ライフ・バランス）実現のため、
労使協調のもと、土日や祝日に年次有
給休暇を１日追加することで連続休暇
を実施しましょう。
１０月は、「年次有給休暇取得促進期間」
です。来年の年次有給休暇を計画的に
取得するため、労使で話し合い、年次
有給休暇を取得しやすい環境を整備し
ましょう。
■問商工課（緯〈７１〉２２３５）

総合運動公園のランニング
コースを一部変更
１０月２４日捷から総合運動公園内のソ
フトボール場Ａ球場は改修のため利用
できません。また、工事車両の出入に
伴い、園路等の通行が変則的になりま
す。ランニングコースは名鉄西尾線側で
の折返しとなりますのでご理解ください。
■問市体育館（緯〈７５〉３５３５）

■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・受講料等 ■持持ち物 ■他その他

１２月３日松に市民会館で開催の、あん
ぷくまつりで展示する作品を募集します。
■内募集作品獅４ツ切り以下の画用紙に
書かれたもの、道具や題材等は自由
■対市内在住又は在学で、特別支援学校・
特別支援学級・児童発達支援センタ
ー等に在籍する児童・生徒

■他こども作品展の作品は、１２月４日掌

～１１日掌に総合福祉センターでも展示
■申１０月３日捷～３１日捷午前８時３０分～
午後５時１５分（松掌抄を除く）に、作
品と申込書を持ち障害福祉課（緯〈７１〉
２２２５）へ
※申込書は同課・市公式ウェブサイ
トで配布。

あんぷくまつりこども作品
展の作品

空き家対策について協議する、協議
会委員の一部を公募します。
■内任期施１１月１日～平成３０年１０月３１日
（２年間） 選考施書類審査、面接
（１０月２６日昌予定） 報酬施会議１回
７５００円
※委員となる男女比、年齢構成、地
域構成、他の審議会等の委員との兼
職状況等を考慮。
※選考結果は、応募者全員に通知し、
選出された委員の氏名は、市公式
ウェブサイト等で公表します。

■対市内在住・在勤・在学・市内で活動
する人で、平日昼間開催の会議に出
席できる人

■定１人程度
■申１０月７日晶～１７日捷午前８時３０分～
午後５時１５分（松掌抄を除く）に、所
定の応募用紙を持参か郵送（必着）・
ファクス・Ｅメールで建築課（〒４４６
－８５０１住所記載不要／胃〈７７〉００１０／
kenchiku@city.anjo.aichi.jp／緯

〈７１〉２２４１）へ
※応募用紙は、同課・市公式ウェブ
サイトで配布。

安城市空家等対策協議会委
員

■時①１１月１日昇午前９時３０分～１１時３０
分 ②１１月９日昌午前１０時３０分～正午
■場①獅南部調理場 ②獅北部調理場
■内日ごろ子ども達が食べている学校給
食がどのように調理されているかを
見学し、調理された給食を実際に試
食します
献立諮①獅発芽玄米ごはん、ビビン
バ、錦糸卵、ワンタンスープ、型抜
きチーズ、牛乳 ②獅五穀ごはん、
あじのフリッター、豚肉ともやしの
韓国風スープ、れんこんサラダ、牛
乳
※献立変更の場合有。

■対来年度小学校へ入学する園児の保護
者
※団体の場合は１０人以内。

■定各２０人（先着順）
※申込が１０人に満たない場合は中止
する場合有。
※申込は１会場のみ。

■他来年度保育園・幼稚園に入園する子
の保護者を対象に、中部調理場での
施設見学・試食会を来年１月下旬～
２月上旬に予定

■申１０月３日捷～１１日昇午後１時～５時
（松掌抄を除く）に、電話で市学校給
食協会給食事務所（北部調理場内／
緯〈７６〉４７００）へ

調理場施設見学・試食会参
加者～小学校新入学編～

水道使用量のお知らせ（検
針票）への広告掲載者
市内約６万１０００件の水道利用者へ、
市が２カ月に１回配布している検針票
の裏面に掲載する有料広告を募集します。
■内広告規格獅１枠（縦５５㎜×横６５㎜）、
４色刷り 掲載期間獅平成２９年４月
～平成３０年３月

■定２枠
■￥最低提示額１２万円（消費税等含）
■申１０月３日捷～１１月１１日晶午前８時３０
分～午後５時１５分（松掌抄を除く）に、
申込書と会社概要（パンフレット）、
広告原稿を持参か郵送（必着）で水道
業務課（〒４４６－８５０１住所記載不要／
☎〈７１〉２２４９）へ
※申込書は同課・市公式ウェブサイ
トで配布。提出書類は返却しません。

検針票の広告イメージ

広告広告



（ ）内は前月比

〈平成28年9月1日現在〉
総 人 口
男 性
女 性

世 帯 数

186,755人（＋91）
95,812人（＋49）
90,943人（＋42）

73,153世帯（＋72）

火 災
救 急

（年間累計／前年対比）

刑 法 犯
交通事故
負 傷 者
死 者

148件（1,009件／－141）
534件（4,011件／－163）
112人（ 774人／－ 28）
1人（ 3人／－ 2）

人口・世帯

8月の火災・救急

8月の犯罪・事故

7件（うち建物 1件）
654件（うち急病474件）
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■申申込方法等 ■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。

デンパーク「ウィンターフェ
スティバル」イベント参加者

入居時家賃
（月額）

建設
年度

部屋番号
・間取り住宅名

２９，３００～
５７，５００円Ｈ１６B２０４

（３DＫ）
東
ひがし

大道
だい どう

（里町）

■内募集住宅獅下表のとおり
■申入居資格を事前に確認し、１０月１１日
昇～１７日捷午前８時３０分～午後５時
１５分（松掌を除く）に、直接建築課
（緯〈７１〉２２４０）へ
※入居申込案内書は建築課で配布。
※単身者の入居不可。

市営住宅入居者（抽選）

■時１１月５日松・６日掌

■場岡崎公園多目的広場、殿橋下流乙川
河川河川敷他
■内商工フェア、農林業祭、秋空てづく
り市等
■問岡崎市商工労政課（緯０５６４〈２３〉６２１０）

■時１１月６日掌午前９時２０分～午後２時
３０分（模擬店等は午前９時４０分から。
雨天決行）

■他自家用車で来場する場合は、南部地
区コミュニティ、南部小学校、南中
学校に駐車し、会場まで徒歩、又は
トヨタ自動車叙明知工場北側駐車場
に駐車し、会場までシャトルバス

■場■問緑と花のセンター（みよし市打越
町三百目１５３／緯０５６１〈３４〉６１１１）
※子ども会まつりは、子育て支援課
（緯０５６１〈３２〉８０３４）。
農業まつり
農畜産物の販売やおにぎり、おしる
こ等を無料配布。
商工まつり
飲食店・事業所のおすすめ品の販売等。
子ども会まつり
子ども会指導者によるレクリエーシ
ョン等。
各地の特産物の販売等
みよし市と友好提携を結んでいる北
海道士別市、長野県木曽町三岳地区、
木曽広域連合の特産物の販売や福祉団
体のバザー、自衛隊特殊車両の展示、
尾三消防本部はしご車の乗車体験等。
ステージイベント
みよしPR隊「ピンクフォックス」ス

テージ、ダンスステージ等。

産業フェスタみよし２０１６
み
よ
し

岡崎市制１００周年記念事業
２０１６岡崎城下家康公秋まつり

岡
崎

販売スタッフ（販売員）
■内職務内容獅商品の販売等 勤務日時
獅午前９時～午後５時の内で指定す
る時間（松掌抄を含む） 賃金獅時給
８５０円（松掌抄は１００円増）、通勤割増
１日２００円 休日獅要相談
■定２人（大学生歓迎。高校生不可）
■他面接時に顔写真付の履歴書を持参
■申１０月１０日抄までの午前９時３０分～午
後５時（昇を除く）に、電話でデンパ
ーク（緯〈９２〉７１１１）へ
※期限までに申込が無い場合は１２日
昌以降も受け付けますので問い合わ
せてください。

デンパークのスタッフ

■時１１月２６日松～１２月１８日掌の松掌、１２
月２６日捷～２８日昌と来年１月２日承

～９日抄（８日掌は除く）の午後３時
～８時頃 演奏時間獅３０分間のステ
ージを１・２回

■場デンパーク内花の大温室フローラル
プレイス・イベント広場
■内音楽やダンス等デンパークのイメー
ジに合うクリスマスや新春にふさわ
しいもの
■他デンパークの音響機材を利用できま
すが、高度な操作が必要な場合はオ
ペレーターを手配してください。応
募者多数の場合、出演をお断りする
場合があります。１１月７日捷までに
出演の可否を連絡。出演者１人につ
きデンパーク入園券を２枚進呈

■申１０月２１日晶までに、代表者の住所・
氏名・電話（ファクス）番号・Ｅメー
ルアドレス・参加希望日（可能日が
複数あれば全て記入）とステージ内
容がわかるCD・DVD等デモテー
プを、持参か郵送（必着）でデンパー
クイベント参加者募集係（〒４４６－
００４６赤松町梶１／緯〈９２〉７１１１）へ
※デモテープは返却しません。過去
１年間に出演実績のある人は提出不要。

シルバー人材センターでは、６０歳以
上の健康で働く意欲のある人を募集し
ています。
様々な仕事がありますので、健康維
持のためにもシルバーの会員になって
生きがいを見つけ社会参加をしましょう。
素敵な仲間もたくさんできます。男
女問わず大歓迎です。あなたのやる気
と時間を大いに活用しましょう。
■内入会説明会諮日時獅毎月第２昌午前
１０時 場所獅シルバー人材センター
■対６０歳以上の健康で働く意欲のある人
■問市シルバー人材センター（緯〈７６〉１４
１５）、高齢福祉課（緯〈７１〉２２２３）

シルバー会員として週２日
程度働きませんか！INFORMAÇÕESÚTEIS

SEF INFORMATION
Português

Englis
外国語の
情報ボックス

※申込や問い合わせは、日本語でお
願いします。

※Inscriçõeseinformaçõessomente
emjaponês

※Applicationsandinquirieswillbein
Japanese.
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■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・受講料等 ■持持ち物 ■他その他


