
■時 １０月～来年１月、パソコン講習初級
（名古屋市内）・ヘルパー２級は１０月
～１２月

■内 ■場 パソコン講習初級獅名古屋・岡崎
市内、パソコン講習中級獅名古屋・
豊橋市内、経理事務・ホームヘルパ
ー２級獅名古屋市内

■対 県内の母子家庭の母および寡婦の人
で、全日程に出席できる人

■定 各２０人（ヘルパー２級は３０人。定員
を超えた場合は抽せん）

■￥ 教材費などは自己負担
■他 経理事務は託児あり
■申 ８月２日捷～２３日捷（松掌を除く）に
社会福祉課（緯〈７１〉２２２３）へ

母子家庭就業支援講習会

■場 ■問 同クラブハウス（緯〈９２〉７１１２）
■他 入園料別途。都合により変更する場
合があります。詳細は問い合わせて
ください
フォトスポット撮影ツアー　　　　　
■時 ８月１４日松午後５時
■講 鶴田 郁  夫 氏

いく お

■定 ２０人（当日先着順）
■￥ １３００円
ジェルキャンドル教室　　　　　　　
■時 ８月１４日松・１５日掌午前１０時
■定 各５０人（当日先着順）
■￥ １２００円から
お盆のソーセージ教室　　　　　　　
■時 ８月１４日松・１５日掌午後１時
■定 各４組（１組４人まで、先着順）
■￥ ３２００円
■申 当日午前９時３０分から同クラブハウ
スへ（前日までの予約枠もあり）
手作りパン教室　　　　　　　　　　
■時 ８月１４日松・１５日掌・２１日松・２２日
掌午後１時・午後２時３０分

■定 １８人（当日先着順）
■￥ ５００円

■場 ■問 同クラブハウス（緯〈９２〉７１１２）
■定 各２０人（先着順）
■申 ８月１０日昇午前９時３０分から同クラ
ブハウスへ

■他 入園料別途。都合により変更する場
合があります。詳細は問い合わせて
ください
入園パスポート付き押花講座　　　　
■時 ９月２日昭・１６日昭、１０月７日昭・
２１日昭、１１月４日昭・１８日昭午前１０
時（全６回）

■講 長谷川はる子氏
■￥ ６０００円、材料費別途
入園パスポート付きフラワーアレンジ
メント講座
■時 ９月９日昭・３０日昭、１０月１４日昭・
２８日昭、１１月１１日昭・２５日昭午後１
時３０分（全６回）

■講 山口 秋  子 氏
あき こ

■￥ ６０００円、材料費１回２０００円
純銀粘土を使ったシルバーアクセサリ
ー講座
■時 ９月３日晶午前１０時
■講 近藤 祐  子 氏

ゆう こ

■￥ ３０００円
テーブルフォトふわふわ写真講座　　
■時 ９月８日昌午前１０時
■講 鶴田郁夫氏
■￥ ２０００円
寄せ植え講座～「和風のコンテナ」　　
■時 ９月１０日晶午前１０時
■講 野正 美  保  子 氏

み ほ こ

■￥ ３５００円
七宝アクセサリー講座　　　　　　　
■時 ９月１０日晶午後１時３０分
■講 鈴木 由  美  子 氏

ゆ み こ

■￥ ２５００円
アロマテラピー講座～「心の悩みに効
くアロマ」
■時 ９月１３日捷午後１時３０分
■講 内藤 満  里  子 氏

ま り こ

■￥ ２５００円

デンパーククラブハウスの
教室

デンパーククラブハウスの
講座

■時 ９月１日昌・８日昌・２２日昌午前９
時３０分～１１時

■場 桜井福祉センター
■内 １日獅あなたは何を残しますか？～
遺産分割か遺言か～　８日獅最期を
どのように終えるか　２２日獅自分ら
しく生き抜くには

■講 矢田 良 
りょう

 一 氏（司法書士）
いち

■対 市内在住の６０歳以上の人
■定 各５０人（先着順）
■申 ８月１０日昇午前９時から桜井福祉セ
ンター（緯〈９９〉７３６５）へ

高齢者のためのやさしい法律

■時 ９月１５日昌午前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１１月～来年３月）
の人　※家族の参加も可。

■定 ２４人（先着順）
■￥ ４００円
■申 ８月５日昭～９月８日昌午前８時３０
分～午後５時１５分（松掌を除く）に市
保健センター（緯〈７６〉１１３３）へ

マタニティクッキング

■時 ８月８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

餓広報あんじょう　2010.8.1

■場 ■問 堀内公園（緯〈９９〉５９４７）
■他 小学生以下の子が有料遊具を利用す
るときは、保護者の付き添いが必要
安城七夕まつり記念遊具還元イベント
■時 ■内 ８月６日晶獅サイクルモノレール
に乗るとメルヘン号（汽車）１回無料
券を進呈　８月７日松獅観覧車に乗
るとサイクルモノレール１回無料券
を進呈　８月８日掌獅メリーゴーラ
ンドに乗ると観覧車１回無料券を進呈
　※配布する無料券は当日限り有効。
■￥ 各遊具利用料
■他 有料での利用に限り、３歳以下の子
を除く
平日限定回数券の販売　　　　　　　
■時 ８月１０日昇～１３日晶・１７日昇～２０日
晶午前９時～午後４時

■場 同園管理事務所
■内 回数券を購入した人に、有料遊具無
料券を２枚進呈
平日限定スタンプラリー　　　　　　
■時 ８月２４日昇～２７日晶午前９時～午後
４時

■内 ４つの有料遊具に乗ってスタンプを
集めた人に景品を進呈

■対 小学生以下
■￥ 各遊具利用料

堀内公園の催し

　中学生が、生活を通じて考えている
こと、実践していることを訴えます。
■時 ８月２０日晶午後１時～４時２０分
■場 市民会館
■内 県内中学生代表１４人の意見発表など
■問 青少年の家（緯〈７６〉３４３２）

少年の主張愛知県大会

■時 ８月１７日昇～２１日松午前９時３０分～
１１時４５分（全５回）

■場 文化センター
■内 夏休みの宿題、一学期の復習など
■対 市内小学校に通う外国人
■定 １５人（定員を超えた場合は抽せん）
■￥ ２５０円
■他 送迎はありません
■申 ８月９日捷までの午前８時３０分～午
後５時１５分（松掌を除く）に市民活動
課（緯〈７１〉２２１８）へ

夏休み子ども日本語教室

広報あんじょう　2010.8.1駕

■時 ９月５日掌午後１時３０分～３時３０分
■内 マイクロソフトワードで案内文作成
■対 市内在住ひとり親家庭の親で、文字
入力はできるが操作に自信のない人

■定 １０人（先着順）
■￥ ５００円
■他 託児あり（３～１０歳くらいまで）
■申 ８月８日掌～２２日掌に、参加者の氏
名・住所・電話番号をファクスで母
子福祉会 成  島  清  美 さん（緯・胃〈９９〉

なり しま きよ み

６５５４）へ
　※８日午前８時～正午のみ電話受付可。
■問 社会福祉課（緯〈７１〉２２２３）

■時 ９月１１日松午前９時３０分～１１時３０分
■場 アグリライフ支援センター
■内 ブロッコリー、リーフレタス、チマ
サンチュ、葉ネギの寄せ植え

■定 ３０人（先着順）
■￥ １５００円
※当日使用するプランター（３５㎝×
６０㎝×深さ２５㎝）と同程度のプラン
ターを持参する人は８００円

■申 ８月５日昭～１８日昌午前８時３０分～
午後５時１５分（捷を除く）に同センタ
ー（緯〈９２〉６２００）へ

■時 硬式テニス初級獅９月２日昭～１１月
１８日昭の毎週昭（９月２３日、１１月４
日を除く）　硬式テニス中級獅９月
１日昌～１１月１０日昌の毎週昌（１１月
３日を除く）いずれも午後７時３０分
～９時（全１０回、雨天順延）

■場 南部公民館
■対 市内在住・在勤・在学で、平成７年
４月１日以前生まれの人

■定 各３０人（８月２２日掌午前９時の時点
で定員を超えた場合は抽せん）

■￥ 各２０００円
■申 ８月２２日掌午前９時に受講料を持っ
て南部公民館（緯〈９２〉３５２１）へ

南部公民館後期テニス教室

■時 ８月２２日掌午前１０時～正午
■場 青少年の家
■内 遊び道具を作って遊ぼう
■対 市内在住の小学１～４年生
■定 ２０人（先着順）
■￥ ５００円
■申 ８月６日晶午前９時から（捷を除く）
電話で青少年の家（緯〈７６〉３４３２）へ

ひとり親家庭
「パソコン教室基礎編」

夏休みわくわく子ども教室

■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 ■対 ■定 下表のとおり
　※定員を超えた場合は８月２３日捷に公開代理抽
せん。定員に満たない場合は追加募集あり。

■￥ 親子水泳５６００円、その他５３００円
■申 ８月１６日捷～２２日掌午前１０時～午後７時３０分に
直接マーメイドパレスへ　※電話予約不可。

■問 マーメイドパレス（緯〈９２〉７３５１）
定員対象とき講座名

２０組幼児とその
親（２人１組）

９月１９日掌～１２月１２日掌の毎週掌午後１時～１時５０分
（１０月３日・１０日・１７日を除く。全１０回）親子水泳

３０人幼児
（４歳以上）

９月８日昌～１２月８日昌の毎週昌午後４時～４時５０分
（１０月６日・１３日、１１月３日・２４日を除く。全１０回）

幼児
スイミング

各
３５人

小学１～
３年生

９月１９日掌～１２月１２日掌の毎週掌午後２時～２時５０分
（１０月３日・１０日・１７日を除く。全１０回）掌児童ス

イミン
グ ９月１０日晶～１２月１０日晶の毎週晶午後４時～４時５０分

（９月２４日、１０月１日・８日・１５日を除く。全１０回）晶

各
３０人

１８歳以上の
女性

９月７日昇～１２月７日昇の毎週昇午後１時～１時５０分
（９月２１日、１０月５日・１２日、１１月２３日を除く。全１０回）昇ゆった

りスイ
ム ９月９日昭～１２月９日昭の毎週昭午後１時～１時５０分

（９月２３日、１０月７日・１４日、１１月４日を除く。全１０回）昭

９月７日昇～１２月７日昇の毎週昇午前１１時～１１時５０分
（９月２１日、１０月５日・１２日、１１月２３日を除く。全１０回）

アクア
ビクス

マーメイドパレスの水泳教室

プランター野菜植え付け体験

■時 ■場 ①９月５日掌獅西部公民館、②１０
月３日掌獅桜井公民館、③１１月７日
掌獅安祥公民館、フォローアップ合
同講習会諮１２月１９日掌獅リサイクル
プラザいずれも午後１時３０分～３時
（全２回）
　※①～③のうちいずれかを受講し、
フォローアップ講習会は全員受講。

■内 ダンボ－ルコンポストスターターキ
ットを使っての初心者講習会

■対 市内在住の１８歳以上の人
■定 各１５人（定員を超えた場合は抽せん）
■￥ 各７００円
■申 開催日の１１日前まで（必着）に、住所・
氏名・電話番号・講習会場名・希望
日を記入し、持参か郵送、ファクス、
Ｅメールで清掃事業所（〒４４４－１１５５
堀内町西新田２／緯〈７６〉３０５３／胃

〈７７〉１３１８／kankyo-hozen@city.a
　njo.aichi.jp）へ

　期間中は、営業時間を午後９時まで
延長します。
■時 ８月７日松～１５日掌

■問 デンパーク（緯〈９２〉７１１１）
入園無料サービス　　　　　　　　　
■対 浴衣を着て来園した人
■定 各１００人（先着順）
光と音の響演　手筒花火＆和太鼓　　
■時 ８月８日掌午後７時３０分～８時
ゆかたコンテスト　　　　　　　　　
■時 ８月１３日晶　キッズ部門・ファミリ
ー部門獅午後５時、個人部門・夫婦
＆カップル部門獅午後７時
お笑いライブ「Ｕ字工事」　　　　　　
■時 ８月１４日松午後３時３０分・７時３０分
ＨＡＮＡＢＩショー２０１０　　　　　　
■時 ８月１５日掌午後８時～８時１５分

デンパーク
サマーフェスティバル

■場 ■問 マーメイドパレス（緯〈９２〉７３５１）
造波プールでＢＩＮＧＯ大会　　　　
■時 ８月８日掌午後２時
　※カードは午後１時４５分から配布。
■定 １００人（先着順）
造波プールでジャンケン大会　　　　
■時 ８月１５日掌午前１１時
■内 ジャンケンで勝った人へ賞品を進呈

マーメイドパレスの催し

ダンボールコンポスト講習会



■時 ■場 下表のとおり

■￥ ４７００円（愛知県証紙により納付）
■申 ９月１日昌～８日昌に所定の封筒で
郵送
　※受講申請書などは、８月１３日晶か
ら各消防署、各県民生活プラザで配布。

■問 鋤愛知県危険物安全協会連合会（緯

０５２〈９６１〉６６２３）、衣浦東部広域連合消
防局予防課（緯〈６３〉０１３７）

危険物取扱者保安講習会

講習種別会場講習日 一般特定給油
午後午前①１０月１日晶

午後午前②　　６日昌

午前午後　　７日昭

午後午前③　　１４日昭

午後午前④　　１９日昇

午前午後⑤　　２２日晶

午前午後

④

　　２６日昇

午前午後　　２８日昭

午前
午後　　２９日晶

①豊田市民文化会館　②ゆめたろうプ
ラザ（武豊町民会館）　③幸田町民会館
④ウィルあいち　⑤ライフポートとよ
はし
給油獅給油取扱所　特定獅特定事業所

■時 ８月２２日掌午前１０時、午後２時
■内 月曜日のユカ　監督獅中平康、出演
獅加賀まりこほか

■場 ■問 歴史博物館（緯〈７７〉６６５５）

■時 ８月６日晶～８日掌午後４時３０分・
６時

■内 七夕伝説など、夏の星空の話
■定 １５０人（当日先着順）
■￥ ５０円（中学生以下は無料）
■場 ■問 文化センター（緯〈７６〉１５１５）

映画会
「懐かしの日活映画特集」

プラネタリウム特別投映
「七夕（たなばた）リウム」

　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（緯

〈６３〉０１３５）
普通救命講習会Ⅰ　　　　　　　　　
■時 ８月１５日掌午前９時～正午
■場 安城消防署
■内 心肺 蘇  生 法（気道確

そ せい

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 ８月５日昭午前９時から同署救急係
　（緯〈７５〉２４９４）へ
小児・乳児応急手当講習会　　　　　
■時 ８月２８日松午前９時～１１時
■場 刈谷消防署
■内 小児・乳児の心肺蘇生法、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日昭午前９時から同署救急係
　（緯〈２３〉１２９９）へ

救命講習会

■時 ９月１５日昌～１２月１０日晶のうち２２日間
■場 市民会館
■対 県内在住で、働く意欲のあるおおむ
ね６０歳以上の人

■定 ３０人（定員を超えた場合は抽せん）
■申 ８月１６日捷までに県シルバー人材セ
ンター連合会（緯０５２〈９６１〉９５２１）へ

■問 シルバー人材センター（緯〈７６〉１４１５）

訪問介護員２級課程講習会

■問 安城消防署予防係（緯〈７５〉２４６０）
危険物取扱者試験　　　　　　　　　
■時 １０月１０日掌・３１日掌

■場 名古屋市内
■内 １０日獅乙種第１～６類、丙種　３１日
獅乙種第４類、丙種

■申 ９月６日捷～１５日昌に、電子申請か
願書を郵送、持参で除消防試験研究
センター愛知県支部へ
　※願書は、８月２３日捷から安城消防
署で配布。
乙種第４類予備講習会　　　　　　　
■時 １０月１日晶

■場 刈谷市産業振興センター
■定 １３２人（先着順）
■￥ ８０００円
■申 ８月２３日捷からの午前９時～午後５
時（松掌抄を除く）に受講料を持って
安城消防署へ

危険物取扱者試験・
予備講習会
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■場 市スポーツセンター
■申 ８月５日昭～９月１日昌午前９時～
午後８時（休館日を除く）に同センタ
ー（緯〈７５〉３５４５）へ

スポエク☆アクアビクススクール　　
■時 ９月２日昭～１１月２５日昭の毎週昭午
後１時～２時（９月３０日を除く、全
１２回）

■内 初心者向けの水中エアロビクス
■対 １８歳以上の人
■定 ３０人程度（先着順）
■￥ ５４００円
何でも健康づくりカレッジ♪　　　　
■時 ９月８日昌～１１月２４日昌の毎週昌午
後１時３０分～３時（全１２回）

■内 健康づくり運動やウオーキングなど
■対 おおむね６０歳以上の人
■定 ２０人程度（先着順）
■￥ ３５００円
スポエク☆水中運動スクール　　　　
■時 ９月７日昇～１１月３０日昇の毎週昇午
後３時～４時（１１月２３日を除く、全
１２回）

■内 水中ウオーキングと水中健康体操
■対 ６０歳前後の人
■定 １５人程度（先着順）
■￥ ５４００円

■場 市スポーツセンター
■￥ 施設利用料
■申 ８月５日昭～開催日前日の午前９時
～午後８時（休館日を除く）に同セン
ター（緯〈７５〉３５４５）へ
水中アクアビクス体験会　　　　　　
■時 ９月１日昌・８日昌午後４時～５時
（全２回）

■対 １８歳以上の人
■定 １５人程度（先着順）
健康ＬＩＦＥ♪ｄｅ生活習慣病対策講座
■時 ９月２日昭・９日昭・１６日昭・２３日
抄午後１時３０分～２時３０分（全４回）

■対 １８歳以上の人（中高年向け）
■定 １０人程度（先着順）
スポエク☆キッズＳｗｉｍｍｉｎｇ　
■時 ９月２０日抄午前１１時～正午
■内 水慣れからクロールまでの水泳指導
■対 小学４～６年生
■定 １５人程度（先着順）

スポーツセンターの催し

スポーツセンターの講座

■申 電話でデンパーク（緯〈９２〉７１１１）へ
時給定員対象勤務時間職種（内容）

７８０円
から

①１人
②１人

１８～６０歳くらいまで
（高校生不可）

①午前８時～正午、②午
後１時～５時（いずれも
松掌抄勤務あり）

植栽スタッフ
（植物管理など）

１人
６３歳まで（普通運転
免許のある人、大型
車運転経験者歓迎）

午前９時～午後１時また
は午後１時～５時の交代
勤務制（松掌抄勤務あり）

メルヘン号（園
内循環バス）の
運転スタッフ
※通勤割増１日２００円。松掌抄の時給は１００円増。休日は要相談。
※面接時に写真付きの履歴書を持参してください。
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■時 ８月２２日掌午後６時３０分
■場 文化センター
■内 星空解説、屋上で夏の星雲・星団な
どを観察

■講 安城天文同好会
■定 １５０人（先着順）
■他 悪天候の場合は、星空解説と天文ク
イズ。小学生以下は保護者同伴

■申 ８月７日松午前９時から文化センタ
ー（緯〈７６〉１５１５）で整理券を配布

夏の星空ウオッチング
　上記手当受給者へ、８月初旬に関係
書類を送付します。８月末までに提出
してください。期日までに提出がない
と、手当の支払いができなくなります。
　審査には、受給者や生計が同じ扶養
義務者（直系血族、兄弟姉妹）の所得制
限があります。ただし、市遺児手当の
所得制限は、義務教育終了後の児童を
養育している人だけに適用されます。
届け出が必要な人へ書類を送付します
ので、提出してください。
　なお、一部支給停止措置適用除外の
届出書が同封されている人は、必ず現
況届と一緒に提出してください。提出
がないと、手当額が２分の１に減額さ
れます。
■問 社会福祉課（緯〈７１〉２２２３）

児童扶養手当、県・市遺児
手当の現況届の提出を

　現在の保険証の有効期限は８月３１日
昇です。新しい保険証を８月中旬に世
帯主あてに送付します。加入者が５人
以上の世帯は２通以上に分けて送付し
ます。また、通常の保険証の有効期限
は平成２４年８月３１日晶までですが、後
期高齢者医療制度への移行や退職者医
療制度などで有効期限が異なる場合が
あります。
■問 国保年金課（緯〈７１〉２２３０）

国民健康保険証を送付

■時 １０月２日松

～１１月３日
抄の松掌抄

午前１１時～
午後４時

■場 フローラル
プレイス・イベント広場

■内 音楽やダンス、マジック、大道芸な
ど、デンパークのイメージに合う秋
らしいもの。大音量での激しい演奏
などは不可。演奏時間獅１回３０分の
ステージを１～２回

■他 ①デンパークの音響機材を利用でき
ます。操作はデンパークスタッフが
しますが、高度な操作が必要な場合
は、参加者でオペレーターを手配し
てください　②応募者多数の場合は、
調整し出演をお断りする場合があり
ます　③出演者一人につきデンパー
ク招待券を２枚進呈します　④デモ
テープは返却しません　⑤選考結果
は９月１３日捷までに連絡します

■申 ８月２３日捷まで（必着）に、代表者の
住所・氏名・電話番号・ファクス番
号・メールアドレス・参加希望日
（参加可能日が複数あればそれも記
入）を記入し、演奏内容のわかるＭ
Ｄ、ＣＤ、ビデオテープなどを、郵
送でデンパーク（〒４４６－００４６赤松町
梶１／緯〈９２〉７１１１）へ
　※過去１年間に出演実績のある人は
デモテープの提出不要。

デンパーク「秋穫祭」イベン
ト参加者募集

■時 ■内 ９月２６日掌～１２月５日掌の毎週掌

（１０月１０日を除く、全１０回）　クラス
１（基本的な文法、会話）獅午前９時
～１０時２０分　クラス２（場面設定を
した会話練習、文法学習）獅午前９
時～１０時２０分　クラス３（日常生活
に即した会話練習）獅午前１０時３０分
～１１時５０分

■場 市民会館
■対 市内在住・在勤の１６歳以上の外国人
■定 クラス１獅３０人、クラス２・３獅各
１５人　※いずれも先着順。

■￥ 各１０００円
■他 ９月１９日掌に、クラス分けのための
簡単な面接をします

■申 ８月５日昭～９月１６日昭午前８時３０
分～午後５時１５分（松掌を除く）に市
民活動課（緯〈７１〉２２１８）へ
　※団体による申し込みは不可。

日本語教室

■内 ■時 七夕伝説獅１日掌・８日掌・１５日
掌午後１時３０分・３時　天の川に飛
ぶ３羽の鳥たち獅２２日掌・２９日掌午
後１時３０分・３時（２２日は午後１時
３０分のみ）　あんぷらスペシャル～
銀河鉄道の夜　銀河鉄道でたどる夏
の星座獅２２日掌午後３時
　※毎週松午後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（緯〈７６〉１５１５）

プラネタリウム
８月の生解説

■時 ９月３日晶午前９時～午後５時
■場 市役所第６会議室
■内 県弁護士会弁護士による無料相談
■対 安城市国民健康保険加入者で、多重
の債務があり、債務過払いの可能性
がある人

■定 １２人（先着順）
■申 ８月５日昭から、保険証と認め印を
持って国保年金課（緯〈７１〉２２３０）へ

多重債務者相談

　広島と長崎の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 原爆が投下された日時諮広島獅８月
６日午前８時１５分、長崎獅８月９日
午前１１時２分

■問 人事課（緯〈７１〉２２０３）

原爆死没者の慰霊・恒久平
和を願い黙とうを

　すべての住宅に住宅用火災警報器を
設置することが義務付けられています。
警報器を設置していたため、大火災に
ならずに済んだ事例が昨年度９件、今
年度６月末現在２件ありました。警報
器は、就寝中でも早く火災に気づき、
「住宅火災による死者をなくす」ための
ものです。まだ設置していない人は、
早急に設置してください。
■問 衣浦東部広域連合消防局予防課（緯

〈６３〉０１３６）、安城消防署予防係（緯〈７５〉
２４５８）

住宅用火災警報器の設置を



■問 西尾市商工課（緯０５６３〈５６〉２１１１）
貝吹のかぎ万燈　　　　　　　　　　

　約９００年の歴史があるかぎ万燈。昔、
僧兵の戦いの犠牲者の霊を弔うため、
万燈をたいたのが始まりと伝えられて
います。山の斜面に「スズミ」と呼ばれ
るたいまつ１０８基が、かぎ形に並びま
す。点火されると、夜空に「かぎ」が浮
かび上がり、幻想的な雰囲気を 醸 し出

かも

します。
■時 ８月１４日松午後８時３０分
■場 万燈山
米津の川まつり　　　　　　　　　　
　戦没者や水難者の
霊を慰めるために始
まったまつり。川面
には、約２０００個の万
灯が揺れ、上空では、
３０００発を超える花火
が上がります。万灯
は、市商工課や米津
町内の商店などで販売しています。
■時 ８月１５日掌午後４時３０分～８時３０分
　※花火の打ち上げは午後７時３０分～
８時３０分。

■場 矢作川米津橋下流

　子どもたちに人気
のキャラクターショ
ーや地元の伝統芸能、
体験型アトラクショ
ンなど、さまざまな
催しが盛りだくさん。
フィナーレには、ス
ターマインなどの打
ち上げ花火が真夏の夜空を彩る、音と
火の祭典を繰り広げます。
■時 ８月１４日松午前１１時～午後８時４５分
■場 刈谷市総合運動公園
■他 刈谷駅北口・デンソー本社・刈谷市
役所・トヨタ車体本社事務本館エン
トランスより無料シャトルバスを運
行予定

■問 刈谷市観光協会（緯〈２３〉４１００）

■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。

貝吹のかぎ万燈・
米津の川まつり

西
尾

刈谷わんさか祭り・
花火大会

刈
谷

　計画書は、公園緑地課、中央・各地
区公民館、市公式ウェブサイトでご覧
ください。
■内 緑地の保全と緑化の推進など
■問 公園緑地課（緯〈７１〉２２４４）

緑の基本計画を策定
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■問 みよし市農政商工課（緯０５６１〈３４〉６００
０）
市制施行記念三好池まつり　　　　　
　愛知用水を通る木曽の水に感謝する
まつり。約１２００発の打ち上げ花火と７
隻の 提 

ちょう

 灯 舟が三好池を彩り、幻想的な
ちん

世界へ誘います。夜空と水面で繰り広
げられる光の競演をお楽しみください。
■時 ８月７日松午後７時３０分～８時３０分
■場 三好池
市制施行記念三好いいじゃんまつり　
　オリジナルまつりソング「じゃんだ
らりん」「JUST ROLLIN'」にあわせて、
３５００人の踊り手がさ
まざまな衣装で踊り
ます。コンテストも
あり、気合の入った
踊りとパフォーマン
スは必見です。
■時 ８月２１日松午後６時２５分～９時
■場 みよし市役所周辺道路
三好大提灯まつり　　　　　　　　　
　高さ１１杓の
３つの大提灯
が夜空に浮か
び上がり、境
内にはたくさ
んの露店が出店。本祭では、朝からお
 囃  子 や棒の手の奉納があり、フィナー
はや し

レは、会場付近の 保  田  ケ  池 から花火を
ぼ た が いけ

打ち上げます。
■時 前夜祭獅８月２１日松午後５時～９時
３０分、本祭獅８月２２日掌午前１０時～
午後９時５０分

■場 三好稲荷閣満福寺

三好池まつり・三好いいじゃ
んまつり・三好大提灯まつり

み
よ
し

　小児慢性特定疾患研究事業と子ども
医療費などの医療費助成制度の両方か
ら、保険適用分医療費の自己負担分が
助成されます。
　小児慢性特定疾患治療研究事業で指
定された疾患の治療をし、医療機関な
どでの窓口負担がありましたら問い合
わせてください。
■問 国保年金課（緯〈７１〉２２３２）

小児慢性特定疾患医療券と福祉
医療費の受給者証を持つ人へ

　８月１３日晶に今年度の賦課通知書を
送付します。現金納付の人は、８月３１
日昇までに納付してください。賦課基
準日は今年１月１日です。
■問 土地改良課（緯〈７１〉２２３６）

安城土地改良区賦課金通知
書を送付
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INFORMAÇÕES ÚTEIS
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。

※ Inscrições e informações somente 
em japonês

※ Applications and inquiries will be 
in Japanese. 


