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■時 ８月８日�
午後１時～
９日�正午

■場 安城市作手
高原野外セ
ンター（新城市／現地集合・解散）
■内 キャンプファイヤー・あまごつかみ・
五平もち作り
■対 市内在住・在勤・在学で、小学生以
上の子で構成された家族
■定 ２５組１００人（先着順）
■￥ 高校生以上１１００円、小・中学生１０００
円（テント使用料・あまご・五平も
ち材料代・保険代）
■申 ７月７日�～２６日�午前９時～午後
５時（１３日�を除く）に、所定の申込
書と参加料を持って市体育館（�〈７５〉
３５３５）へ
　※申込書は同館で配布。他の家族の
代理申請は不可。

ファミリーキャンプ ▼

■時 ８月２日�午前９時３０分～午後３時
■場 市スポーツセンター
■内 種目�下表のとおり

■対 市内在住・在勤・在学のアマチュア
競技者
■￥ １００円（市内在学の小・中学生は無料）
■他 公共交通機関・乗り合わせでの来場
にご協力ください。
なお、プールは８月１日�午後５時
から２日�午後５時まで一般利用で
きません。
■申 ７月３日�～１９日�午前９時～午後
５時（�を除く）に所定の申込書を持
って市体育館（�〈７５〉５１８２）へ
　※申込書は同館・ＮＰＯ法人安城市
体育協会ホームページ・市スポーツ
センター・マーメイドパレスで配布。

女　子男　子部

５０ｍ自・平・背５・６年
小学生

２００ｍＲ

１００ｍ自・平・背
４００ｍＲ中学生

５０ｍバタ１００ｍバタ

１００ｍ自・平・背
・バタ
４００ｍＲ

１６歳以上
（高校生・
大学生含む）

５０ｍ自・平・背
２００ｍＲ

２０歳以上
（大学生含む）

５０ｍ自・平・背３０歳以上

２５ｍ自・平
５０ｍ自・平４０歳・５０歳以上

安城選手権大会
夏季水泳競技会

▼
▼

■場 ■問 同クラブハウス（�〈９２〉７１１２）
■他 入園料別途。都合により変更する場
合があります。詳細はお問い合わせ
ください。
手作りアイスクリーム教室　　　　　
■時 ７月１８日�～２０日�・２５日�・２６日
�午前１０時３０分

■定 各６０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

夏休み押し花教室　　　　　　　　　
■時 ７月３１日�、８月７日�午前１０時
（全２回）
■内 花 摘 み・押し花作り。ダンボールで

つ

作った額に押し花を飾ります
■講 長谷川はる子氏
■定 ２０人
■￥ ２８００円
■申 ７月５日�午前９時３０分から同クラ
ブハウスへ

フラワーアレンジメント講座「夏のイ
ンテリアを作る」
■時 ８月３日�午後１時３０分
■講 山口 秋  子 氏

あき こ

■定 ２０人
■￥ ３０００円
■申 ７月５日�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
教室・講座

▼
▼

■時 ７月２５日�午前９時３０分～正午
　※雨天の場合は２６日�に変更。
■場 デンパーク
■対 小学生以下の子とその保護者
■定 ２０組（先着順）
■申 ７月５日�～１５日�午前９時～午後
６時（�を除く）にデンパーク（�〈９２〉
７１１１）へ

デンパーク不思議の森
秘密基地づくり

▼
▼

■場 埋蔵文化財センター
■対 市内在住・在学の小学４年生～高校生
■定 各２０人
■￥ １講座３００円
■申 ７月７日�午前９時から電話で埋蔵
文化財センター（�〈７７〉４４７７）へ
土器パズル－もとの形に戻す－　　　
■時 ７月２５日�午後１時～４時
■内 バラバラになった土器をつなぎ合わ
せて、もとの形に復元してみよう！
縄文の布を編む　　　　　　　　　　
■時 ７月２６日�午後１時～４時
■内 あんぎん編みという方法で、コース
ターを編んでみよう！
石器をつくる　　　　　　　　　　　
■時 ８月２日�午後１時～４時
■内 獲物を仕留めるためのやじり作り。
材質は石だけど、その切れ味にはき
っと驚くはず！
勾玉（まがたま）をつくる　　　　　　
■時 ８月９日�午後１時～４時
■内 石を削ってオリジナルの勾玉をつく
ってみよう！

子ども考古学講座 ▼

■場 ■問 堀内公園（�〈９９〉５９４７）
ミニ模擬店　　　　　　　　　　　　
■時 ７月１１日�午前１０時～午後３時
※雨天の場合は２５日�に変更。
■￥ １回１００円
水の舞台　　　　　　　　　　　　　
■時 ７月１８日�～８月３０日�（７月２０日
�を除く�、７月２１日�は運休）
�～��午前１０時～午後４時、�～
�・��午前１０時～午後５時

■他 注意事項�①泳がない　②おむつが
外れていない子は利用不可　③靴や
サンダルでの入水不可　④小学生以
下の利用は、保護者同伴
遊具利用時間延長　　　　　　　　　
■時 ７月１８日�～８月３０日�の�～�・
�午前９時～午後６時
作って遊ぼう！紙飛行機編　　　　　
■時 ７月１８日�～２０日�午前１０時～午後
３時
■定 各１００人

堀内公園の催し ▼

■時 ８月１日�午前１０時～午後１時
■場 文化センター
■内 安城産の小麦を使ったピザづくり
■対 小学生以上の子とその父親
■定 １２組（先着順）
　※１組３人まで。
■￥ １人３００円
■申 ７月６日�～１３日�午前８時３０分～
午後５時１５分（��を除く）に市民活
動課（�〈７１〉２２１８）へ

絶品！パパとつくる
手づくりピザ

▼
▼

■時 ７月２２日�午後１時３０分～３時１５分
■内 記者の目から見た日本の教育
■講  小  出  宣  昭 氏（中日新聞社東京本社代表）

こ いで のぶ あき

■定 ２００人（当日先着順）
■場 ■問 教育センター（�〈７５〉１０１０）

教育センター
開所記念講演会

▼
▼
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　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能。
■問 衣浦東部広域連合消防局消防課（�
〈６３〉０１３５）
小児・乳児応急手当講習会　　　　　
■時 ７月１８日�午前９時～１１時
■場 高浜消防署
■内 小児・乳児の心肺 蘇  生 法、ひきつけ、

そ せい

のどに異物が詰まった時の処置
■定 １５人（先着順）
■申 ７月５日�午前９時から同署救急係
　（�〈５２〉１１９０）へ
普通救命講習会Ⅰ　　　　　　　　　
■時 ７月１９日�午前９時～正午
■場 碧南消防署
■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
など
■定 ２０人（先着順）
■申 ７月５日�午前９時から同署救急係
　（�〈４１〉２６２５）へ

救命講習会 ▼

■時 ７月２６日�、８月２日�午前１０時～
午後１時３０分

■場 市保健センター
■内 親子でメタボ予防の料理実習・簡単
なクイズ・演習

■対 小学生とその父親
■定 各１０組（先着順）
■￥ １人３００円
■申 ７月６日�～１３日�午前８時３０分～
午後５時（��を除く）に電話で市保
健センター（�〈７６〉１１３３）へ

お父さんと子どもの
料理教室

▼
▼

■時 ７月２７日�午後１時３０分～３時３０分
■場 衣浦東部保健所（刈谷市）
■内 歌って、奏でて、楽しくリハビリ
■対 神経系難病患者とその家族
■申 ７月２４日�までに衣浦東部保健所健
康支援課（�〈２１〉４７７８）へ

神経系難病患者・家族教室 ▼

■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。

■内 ■時 さそり座「兄弟がいっぱい」�５日
�・１２日�午後１時３０分・３時
日食�１９日�・２６日�午後１時３０分・
３時（２６日は午後１時３０分のみ）
あんぷらスペシャル（全編生解説）�
２６日�午後３時
※毎週�午後１時３０分・３時からの
投映でも生解説あり。

■場 ■問 文化センター（�〈７６〉１５１５）

プラネタリウム
７月の生解説

▼
▼

■時 ７月２２日�午前１０時
■定 ４０人（先着順）
■他 悪天候の場合、晴天地域の日食をモ
ニターで観察

■申 ７月１１日�午前９時から文化センタ
ーで整理券を配布

　※整理券配布時に日食グラスを３００
円で販売します。

■場 ■問 文化センター（�〈７６〉１５１５）

日食観望会 ▼

■申 ７月９日�午前９時から電話で市子
育て支援センター（�〈７３〉６３３６）へ

■他 １人１講習まで
子育てなんでも相談広場　　　　　　
■時 ８月３日�午前１０時～１１時３０分
■場 錦保育園
■内 子どもの発達と事故－応急処置－
■対 乳幼児とその保護者
■定 １５組（先着順）
親子遊び講習会　　　　　　　　　　
■時 ８月６日�午前１０時～１１時３０分
■場 中部公民館
■内 ママと楽しく体で遊ぼう
■対 乳幼児とその保護者
■定 ４０組（先着順）
育児講習会　　　　　　　　　　　　
■時 ９月１０日�午前１０時～１１時３０分
■場 桜井福祉センター
■内 ベビーサイン
■対 ６か月～１歳半の子とその保護者
■定 ２０組（先着順）
育児講習会　　　　　　　　　　　　
■時 ９月１７日�午前１０時～１１時３０分
■場 昭林公民館
■内 子どもとのコミュニケーション
■対 乳幼児とその保護者
■定 ４０組（先着順）
パパとママの子育てホットタイム　　
■時 ９月２６日�午前１０時～１１時３０分
■場 錦保育園
■内 制作と親子遊び
■対 ７か月～１歳未満の子とその両親
■定 １０組（先着順）

子育て支援センターの
催し・講座

▼
▼

■問 歴史博物館（�〈７７〉６６５５）
歴博講座「安城の歴史を歩く④」　　　
■時 ７月１８日�午後２時
■場 名鉄西尾線桜井駅
■内 桜井古墳群を歩く
映画会「海をめぐる映画特集①」　　　
■時 ７月２６日�午前１０時・午後２時
■場 歴史博物館
■内 釣りバカ日誌スペシャル（９４年）　出
演�西田敏行ほか
七夕之本地絵巻（たなばたのほんじえ
まき）の展示
■時 ７月７日�
～８月９日
�（７月１３
日�・２１日
�・２７日�、
８月３日�
は休館）
■場 歴史博物館
■内 室町時代に成立した 天  稚  御  子 と長者

あめ わか み こ

の娘の七夕物語を、江戸時代前期に
作られた絵巻で紹介
■他 ７月１６日�・２４日�、８月１日�に
場面を変更

歴史博物館の催し ▼

■時 ８月１２日�午前９時３０分～午後１時
■場 市保健センター
■内 栄養バランスのとれた食事、貧血予
防食を学ぶ講義と調理実習

■対 妊娠中（出産予定月１０月～来年２月）
　の人　※家族の参加も可。
■定 ２４人（先着順）
■￥ ４００円
■申 ７月６日�～８月５日�午前８時３０
分～午後５時１５分（���を除く）に
市保健センター（�〈７６〉１１３３）へ

マタニティクッキング ▼

■時 ７月１３日�午後２時３０分～４時
■場 教育センター
■内 交通環境整備と持続可能なまちづくり
■講 中井 検  裕 氏（東京工業大学大学院教授）

のり ひろ

■問 企画政策課（�〈７１〉２２０４）

中部国際空港アクセス
講演会

▼
▼
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■時 １１月１１日�～１８日�
■場 ハンチントンビーチ市・ロサンゼル
ス市（ともに米国）
■内 ３泊４日のホームステイ、教育・環
境・福祉などに関する施設の視察
■対 市内に２年以上在住し、２０歳以上で
次の①～⑤を満たす人
　※学生・市税滞納者を除く。
　①過去に市国際交流協会の補助を受
けて姉妹・友好都市へ渡航していな
い　②平日昼間３回の打ち合わせに
出席できる　③同協会の会員になれ
る　④視察先に興味・関心がある　
⑤帰国後、積極的に国際交流活動を
する
■定 ４人程度
■￥ ３２万円程度（一部補助あり）
■申 所定の申込書と８００字程度の作文（テ
ーマ�姉妹都市派遣に望むこと）を
持って、７月２７日�まで（���を
除く）に市民活動課（�〈７１〉２２１８）へ
　※要綱、申込書は同課で配布。

ハンチントンビーチ市
派遣市民

▼
▼

■内 植物管理、ディスプレイなどの大工
仕事　勤務時間�午後１時～５時
（��勤務あり）　賃金�時給７８０円
から。通勤割増１日２００円。���
の時給は１００円増。休日は要相談。
■対 １８～６２歳（高校生は不可）
■持 履歴書
■場 ■申 デンパーク（�〈９２〉７１１１）

■時 ７月中旬から
■対 月に数回、年間を通じて活動に参加
可能な人
■場 ■申 デンパーク（�〈９２〉７１１１）
ミミズコンポストプロジェクト　　　
■内 ミミズコンポストの勉強会・日常管
理の補助
ホタルプロジェクト　　　　　　　　
■内 ホタルの人工飼育（餌やり・水換え
など）の補助

デンパークの
パート・アルバイト

▼
▼

　９月１９日�～２１日�にデンパークで
展示する竹あかり作品を募集します。
■内 あかりをテーマとした、オブジェ・
３ｍ四方内でのアート作品。ステン
ドグラスや和紙でも可。１団体２万
円まで支給あり。
■申 ８月１５日�までにデンパーク（�〈９２〉
７１１１）へ

竹あかり作品 ▼

■内 職務�看護師業務と介助員業務（日
替わり）　勤務時間��～�午前９
時～午後４時（�を含む）　勤務場所
�北部老人デイサービスセンター
（東栄町）　賃金�看護師業務時�時
給１３００円、介助員業務時�時給１０００
円、いずれも通勤割増１日２００円　
採用期間�７～１１月

■対 看護師・准看護師の資格のある人
■定 １人
■申 所定の申込書に記入し、７月３日�
～９日�午前９時～午後５時（�を
除く）に北部福祉センター（�〈９７〉
５０００）へ

社会福祉協議会臨時職員 ▼

■申 ９月７日�～１０月２日�に自衛隊愛
知地方協力本部安城案内所（�〈７４〉
６８９４）へ
■問 行政課（�〈７１〉２２０８）
防衛医科大学校学生　　　　　　　　
■時 １次試験�１０月３１日�、１１月１日�
　２次試験�１２月２日�～４日�
■対 高等学校を卒業または卒業見込みの
２１歳未満の人
防衛大学校学生　　　　　　　　　　
■時 １次試験�１１月７日�、８日�　２
次試験�１２月１５日�～１９日�
■対 高等学校を卒業または卒業見込みの
２１歳未満の人
看護学生　　　　　　　　　　　　　
■時 １次試験�１０月２４日�　２次試験�
１１月２１日�、２２日�
■対 高等学校を卒業または卒業見込みの
２４歳未満の人

自衛官 ▼

■時 ７月１２日�午前９時～正午
■場 リサイクルプラザ
■問 清掃事業所（�〈７６〉３０５３）、当日の問
い合わせ（�０９０〈９８９２〉２９３３）

今月の再生家具等入札販売 ▼

■内 保存会への活動援助・普及・後継者
育成など
■￥ 年会費�普通会員�１０００円　特別会
員�３０００円以上
■他 三河万歳の絵柄入り手ぬぐいを贈呈
■申 年会費を持って歴史博物館（�〈７７〉
６６５５）へ

■時 ７月１９日�
■内 午後７時まで開
苑（入苑は午後
６時３０分まで）
■￥ 入苑料１００円（中学生以下は無料）
■場 ■問 丈山苑（�〈９２〉７７８０）

　愛知万博開催を記念して、１２月５日
�に開催される愛知駅伝大会の第１回
代表選考会です。
■時 ７月１２日�午後６時
■場 市総合運動公園内陸上競技場
■内 選考会�ナイター陸上競技会　種目
�１５００ｍ（一般男子）、３０００ｍ（一般女
子 )、５０００ｍ（一般男女、４０歳以上男
子、５０歳以上男子）
■￥ ３００円
■他 第２回選考会として、１０月３日�に
安城選手権大会秋季競技会を予定し
ています。（小・中学生は第２回選考
会のみ）
■申 当日会場で受け付け
■問 市体育館（�〈７５〉５１８２）

愛知駅伝代表選考会 ▼

■時 ８月２３日�午前９時
■場 愛 ･ 地球博記念公園（モリコロパーク）
■対 市内在住ひとり親家庭の子と親
■定 ４０人（先着順）
■￥ １３００円（３歳以下は無料）
■申 参加者の氏名・年齢・住所・電話番
号を７月５日�～２５日�にファクス
で母子福祉会成島清美さん（�・�
〈９９〉６５５４）へ
　※５日午前８時～正午のみ電話受付可。
■問 社会福祉課（�〈７１〉２２２４）

ひとり親家庭
「親子バス旅行」

▼
▼

安城の三河万歳後援会会員 ▼

丈山苑週末夏の宵開苑 ▼

デンパークのボランティア ▼
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　家庭では、家族そろってだんらんを。
職場では、子育て中の人が気がねなく
退社できるような配慮を。妊婦や乳幼
児連れの人には親切な対応を。あらゆ
る分野で子育てを支えましょう。
■問 子ども課（�〈７１〉２２２７）

子育てを応援しましょう ▼

　夏は開放的な雰囲気となり、危険な
落とし穴が待ち受けています。日ごろ
から、子どもと会話し、地域ぐるみで
青少年の非行防止に取り組みましょう。
■問 青少年の家（�〈７６〉３４３２）

青少年の非行問題 ▼

　所得の減少や失業など、経済的な理
由で国民年金保険料を納めることが困
難な場合、一定の要件に該当すれば申
請により保険料の全額または一部の納
付が免除されます。また、所得の低い
３０歳未満の人で、一定の要件に該当し
た場合、保険料の後払いができる若年
者納付猶予制度があります。
　免除を受けるためには、前年中の所
得の確認が必要です。免除期間は７月
から来年６月までで、免除を受けた期
間は年金受給資格期間には算入されま
すが、老齢基礎年金は減額されます。
■申 年金手帳と印鑑を持って、国保年金
課（�〈７１〉２２３１）へ

国民年金保険料免除申請の
受け付け

▼
▼

　受給者証の有効期限は７月３１日�で
す。更新の対象者へ７月上旬に申請書
を送付します。必要事項を記入して国
保年金課へお送りください。受け付け
後、新しい受給者証を送付します。
■対 所得制限あり（下表参照）
※老人扶養親族は１人につき１０万円、
特定扶養親族は１人につき１５万円が
下記基準額に加算されます。

■問 国保年金課（�〈７１〉２２３２）

◆所得制限限度額
所得の限度額扶養親族などの人数
１９２万円０人
２３０万円１人
２６８万円２人
３０６万円３人
３４４万円４人
３８２万円５人

母子家庭等医療費受給者証
の更新

▼
▼

◆◆◆衣浦東部広域連合ＮＥＷＳ◆◆◆
　平成２１年第１回衣浦東部広域連合議会臨時会を、５月２６日に広域連合議場
（刈谷市役所内）で開催しました。この議会は、安城市・碧南市・高浜市選出
の広域連合議会議員が辞職し、３市議会で後任の議員が選出されたことに伴
うものです。
　議会では、正副議長の選挙を行い、議長に西口 俊  文 議員を、副議長に石川

とし ふみ

 信  生 議員を選出しました。引き続き、議会運営委員会委員の選任、選挙管理
のぶ お

委員会委員の選挙、監査委員（議会選出）の人事案件に同意しました。
〈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�大屋 明  仁 、坂部 隆  志 、木村 正  範 、細井 敏  彦 

あき ひと たか し まさ のり とし ひこ

碧南市選出�大竹 敦  子 、岡本 守  正 、鈴木みのり
あつ こ もり まさ

高浜市選出�水野 金  光 、小野田 由  紀  子 
かね みつ ゆ き こ

●正副議長
議長／西口俊文（刈谷市）
副議長／石川信生（知立市）
●議会運営委員会
委員長／細井敏彦（安城市）
副委員長／小野田由紀子（高浜市）
委員／大竹敦子（碧南市）、安部 周 

しゅう

 一 （刈谷市）、坂田
いち

 修 （知立市）
おさむ

●同意された人事
監査委員（議選）／鈴木 実  則 （碧南市）

み のり

■問 総務課（�〈６３〉０１３１）

　暴走族は、ほとんどが未成年で、青
少年の健全育成のうえで大きな問題で
す。安全・平穏な生活を守り、地域ぐ
るみで暴走族のいないまちづくりに努
めましょう。
■問 青少年の家（�〈７６〉３４３２）

７月は暴走族追放強調月間 ▼

　市公平委員会委員に、鈴木 勝  代 氏
かつ よ

（野寺町・再任）と稲垣 英  夫 氏（今本町・
ひで お

新任）が選任されました。　任期�平
成２５年６月１９日まで
■問 行政課（�〈７１〉２２０８）

公平委員会委員の選任 ▼

ボーイ
スカウト・ガールスカウトボーイ
スカウト・ガールスカウト

■時 ９月６日�・１３日�
■場 名古屋市内
■内 試験種類�甲種・乙種
■申 ７月２７日�～８月５日�に申込用紙
を持参・郵送で�消防試験研究セン
ター愛知県支部（�０５２〈９６２〉１５０３）へ
　※申込用紙は、７月１３日�から各消
防署で配布。
■問 安城消防署予防係（�〈７５〉２４５８）

消防設備士試験 ▼

　受給者証・支払証明書の有効期限が
７月３１日�までの人に、７月上旬に申
請書を送付します。必要事項を記入し
て国保年金課へお送りください。受け
付け後、新しい受給者証・支払証明書
を送付します。
■問 国保年金課（�〈７１〉２２３２）

後期高齢者福祉医療費
受給者証・支払証明書更新

▼
▼

■内 スカウトと
しての技術
（ロープワ
ーク・救急
法・レクリ
エーション）の習得、キャンプ・
サイクリング・ウオークラリー・
スキー訓練、公園や安城七夕ま
つりでの奉仕活動、緑の羽根共
同募金・ユニセフ募金など
■対 幼稚園・保育園の年長児以上
■問 青少年の家（�〈７６〉３４３２）

石川副議長西口議長

■時 ７月２１日�～８月３０日�午前１０時～
午後９時（�を除く）

■問 市スポーツセンター（�〈７５〉３５４５）

市スポーツセンタープール
利用時間延長

▼
▼
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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。

（　）内は前月比�

〈平成21年６月１日現在〉�
　総人口�
　　男性�
　　女性�
　世帯数�

17万9774人（＋44）�
9万2284人（＋39）�
8万7490人（＋ 5）�
6万7214世帯（＋14）�

火　　災�
救　　急�

（年間累計／前年対比）�

刑 法 犯�
交通事故�
負 傷 者�
死　　者�

290件（1621件／＋445）�
560件（2798件／－348）�
128人（ 581人／－ 92）�
1人（ 　3人／＋　1）�

人口・世帯�

５月の火災・救急�

５月の犯罪・事故�

2件（うち建物　1件）�
478件（うち急病292件）�

■時 新楽�７月２５日�午後５時
　本楽�７月２６日�午後５時３０分
■場 秋葉社・広小路周辺
■内 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
りです。若者が
武者人形をかた
どった「万燈」を
担ぎ、笛と太鼓
の 囃  子 に合わせ

はや し

て舞います。
　　初日を「新楽」、
２日目を「本楽」といい、新楽では若
者たちが万燈を担いで市内を練り歩
きます。本楽では秋葉社の境内で舞
を奉納します。
■問 刈谷市観光協会（�〈２３〉４１００）

■問 豊田市商業観光課（�０５６５〈３４〉６６４２）
■他 当日は混雑が予想されるため、公共
交通機関をご利用ください。
おいでんファイナル　　　　　　　　
■時 ７月２５日�午後４時～８時３０分
■場 名鉄豊田市駅前通り一帯
■内 オリジナル曲「ＯＩＤＥＮ」にあわせ
て、パレード型で踊ります。「マイタ
ウンおいでん」で選出された踊り連
が、「魅せる踊り」で真夏の夜を盛り
上げます。
花火大会　　　　　　　　　　　　　
■時 ７月２６日�午後７
時１０分～９時
■場 矢作川河畔（白浜
公園一帯）
■内 スターマイン、仕
掛け花火、夜空を
奏でるメロディ花火、フィナーレを
飾るナイアガラ 大  瀑  布 など約１万発

だい ばく ふ

の花火が夜空を彩ります。

■時 ７月１７日�～１９日�
■場 中心市街地一帯
■問 西尾市商工課（�０５６３〈５６〉２１１１）
大名行列　　　　　　　　　　　　　
■時 ７月１８日�午
後６時～９時
■内 江戸時代の衣
装をまとった
総勢２００人余
りの行列が、時代絵巻さながらに市
街地を練り歩きます。
市民総踊り「踊ろっ茶・西尾�」　　　
■時 ７月１９日�午後５時～８時５０分
■内 たくさんのグループが趣向を凝らし
た衣装や踊りで西尾まつりのフィナ
ーレを飾ります。

豊田おいでんまつり 豊
田

西尾まつり 西
尾

万燈祭（まんどまつり） 刈
谷

　旧軍用けん銃は、大事な形身や遺品
であっても、安易に廃棄したり、盗ま
れたりすると、思いがけない犯罪に使
用されるおそれがあります。発見した
ら、すぐに警察に届け出てください。
■問 安城警察署（�〈７６〉０１１０）、市民安全
課（�〈７１〉２２１９）

旧軍用けん銃ありませんか ▼

■内 利用日�平成２２年１０月１日�～２３年
３月３１日�

■申 ８月１日�～１１日�午前９時～午後
５時（�を除く）に市民ギャラリーへ
（電話不可）
　※希望日が重なった場合は抽せん。
申し込み期間以降は随時受け付け。
■問 市民ギャラリー（�〈７７〉６８５３）

市民ギャラリー展示室
一般利用受け付け

▼
▼

　身の回りのことが自分でできる人で、独立して生活することに不安がある
と認められる場合に利用できます。収入に応じて利用料がかかります。
事例�介護者が冠婚葬祭・出張・入院などで高齢者だけになる、アパートの
取り壊しで次の住居を見つけるまでの仮住まい、ひとり暮らしの人が退院後
すぐ家に戻るのに不安があるなど　利用期間�おおむね３か月
■対 市内在住のおおむね６０歳以上で、自立もし
くは介護保険の要介護認定が要支援１・２、
要介護１または同等の状態にあり、次の①
～③のいずれかに該当する人　①ひとり暮
らし　②夫婦のみの世帯に属する　③家族
の援助を受けることが困難
■問 社会福祉課（�〈７１〉２２２３）

　まだ申請書を提出していない人は、
９月２５日�までに提出してください。
■問 企画政策課（�〈７１〉２２０４）、子ども課
（�〈７１〉２２２７）

定額給付金・子育て応援特
別手当の申請はお早めに

▼
▼
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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。
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