
■場 市スポーツセンター
■申 １０月６日昌～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
動いて１・２!!アンチ☆メタボ　　　
■時 １１月４日昭・１１日昭・１８日昭・２５日
昭午後１時３０分～２時３０分（全４回）

■内 中高年向けの筋トレやウオーキング
■対 １８歳以上の人
■定 １０人程度（先着順）
■￥ 施設利用料
■持 運動に適した服装・タオル・室内シ
ューズ・飲み物（ペットボトル）
体力しらべ会（高齢者向け）　　　　　
■時 １１月９日昇午前１０時～正午
■内 ６種目の体力測定から、体力レベル
を算出

■対 運動制限の無い、おおむね６５～７９歳
の人

■定 ２０人程度（先着順）
■持 運動に適した服装・タオル・室内シ
ューズ・飲み物（ペットボトル）

■他 体力測定前に血圧を計ります
体力測定会（一般向け）　　　　　　　
■時 １１月２７日松午前１０時～正午
■内 ６種目の体力測定から、体力年齢を
算出

■対 おおむね１８～６４歳の人
■定 ２０人程度（先着順）
■持 運動に適した服装・タオル・室内シ
ューズ・飲み物（ペットボトル）

■他 体力測定前に血圧を計ります
スポエク☆市民Swimming（クロール
編）
■時 １１月２３日抄午前１１時～正午
■内 クロールの基礎
■対 １８歳以上の人
■定 １５人程度（先着順）
■￥ 施設利用料
■持 水着・水泳帽子

■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
フォトスポットツアー「緑と黄色とと
きどき赤の表現」
■時 １０月１６日松午後１時３０分
■講 鶴田 郁  夫 氏

いく お

■定 ２５人（当日先着順）
■￥ １３００円
秋のリース教室　　　　　　　　　　
■時 １０月１６日松・１７日掌午前１０時から
■定 各５０人（当日先着順）
■￥ １５００円から
スイートポテト教室　　　　　　　　
■時 １０月１６日松・１７日掌・２３日松・２４日
掌・３０日松・３１日掌午前１１時、午後
１時・２時３０分

■定 各１６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
手作りパン教室　　　　　　　　　　
■時 １０月１７日掌・３０日松・
３１日掌午後１時・２
時３０分、２３日松・２４
日掌午後３時

■定 各１８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
ハロウィン粘土教室　　　　　　　　
■時 １０月２３日松・２４日掌午前１０時から
■定 各５０人（当日先着順）
■￥ ５００円から
シルバーアクセサリー教室　　　　　
■時 １０月３０日松・３１日掌

午前１０時から
■定 各５０人（当日先着順）
■￥ １２００円から
寄せ植え講座「ハンギングバスケット」
■時 １１月１０日昌午前１０時
■講  野  正  美  保  子 氏

の まさ み ほ こ

■定 ２０人（先着順）
■￥ ３５００円
■申 １０月１１日抄午前９時３０分から同クラ
ブハウスへ
アロマセラピー講座「心の悩みに効く
アロマ」
■時 １１月１８日捷午後１時３０分
■講 内藤 満  里  子 氏

ま り こ

■定 ２０人（先着順）
■￥ ２５００円
■申 １０月１１日抄午前９時３０分から同クラ
ブハウスへ

スポーツセンターの
催し・講座

■時 １０月６日昌～
１８日捷

■内 デンパーク講
師の内藤 満  里 

ま り

 子 氏とその生
こ

徒６０人の作品を展示
■￥ 入園料
■場 ■問 デンパーク（緯〈９２〉７１１１）

ハーブ＆ポプリ
「やさしい　き・も・ち展」

デンパーククラブハウスの
教室・講座

■時 １０月１６日松～１１月１４日掌午前９時～
午後４時３０分（捷、１１月４日昭を除
く）

■場 堀内公園管理棟
■問 市教育委員会総務課（緯〈７１〉２２５３）

　園内各所に、ハロウィンにちなみ、
コウモリやカボチャのオブジェなどが
登場します。
■時 １０月２日松～１１月３日抄午前９時３０
分～午後５時（昇を除く。入園は午
後４時３０分まで）

■問 デンパーク（緯〈９２〉７１１１）
仮装コンテスト　　　　　　　　　　
■時 １０月３１日掌午前１１時
■定 ５０組（先着順）
■他 賞獅グランプリ、特別賞など
■申 １０月６日昌午前９時３０分から、参加
者全員の氏名・年齢・性別、代表者
の住所・電話番号を、電話でデンパ
ークへ
　※前日までに定員に達しない場合は、
当日先着順。

ハロウィンカーニバル　　　　　　　
■時 １０月３１日掌午後１時３０分
■内 自由に仮装し、園内をパレード
その他イベント　　　　　　　　　　
■内 タレントのトークショー、キャラク
ターショーなど

デンパーク秋穫祭
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■時 １１月１７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（出産予定月来年１～５月）の
人　※家族の参加も可。

■定 ２４人（先着順）
■￥ ４００円
■申 １０月５日昇～１１月１０日昌午前８時３０
分～午後５時１５分（松掌抄を除く）に
市保健センター（緯〈７６〉１１３３）へ

マタニティクッキング

小・中学校秋花壇写真展

■時 １１月２日昇午後１時３０分～３時１５分
■場 市教育センター
■内 子どものやる気と親の役割～いじめ、
不登校を考える～

■講 平川 洋  児 氏（医療法人サン・クリニ
よう じ

ック親子人間学研究所所長）
■定 ２００人（事前申し込みが必要）
■申 市教育センター（緯〈７５〉１０１０）へ

■場 ■問 堀内公園（緯〈９９〉５９４７）

遊具利用者わたがしプレゼント　　　
■時 １０月９日松・１０日掌午前１０時～午後
３時

■対 有料遊具を２つ以上乗った人
■￥ 各有料遊具利用料
■定 ３００人（先着順）
じゃんけん大会　　　　　　　　　　
■時 １０月１１日抄・１６日松・１７日掌午前１１
時、午後２時

■内 スタッフとのじゃんけん勝負で勝っ
た人に粗品を進呈

■定 各１００人（先着順）
文字さがしラリー　　　　　　　　　
■時 １０月２３日松・２４日掌・３０日松・３１日
掌午前９時３０分～午後４時

■内 有料遊具に乗って、すべての文字を
集めた人に景品を進呈

■定 各１００人（先着順）
■￥ 各有料遊具利用料
■他 未就学児は、１８歳以上の保護者の付
き添いが必要

■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。

■時 １０月２２日晶午前１０時～１１時３０分
■場 総合福祉センター
■講 木下 万  里  子 氏

ま り こ

■対 ６０歳以上の人または身体障害者
■定 ６０人（先着順）
■申 １０月５日昇午前９時から総合福祉セ
ンター（緯〈７７〉７８８８）へ

■時 １１月１４日掌

午前９時～
午後４時

■場 岡本兵松氏
銅像・弥厚
公園・丈山
苑（安城市）、 長 

ちょう

 圓  寺 ・ 久  麻  久 神社・
えん じ く ま く

 実  相  寺 （西尾市）
じっ そう じ

■内 郷土の偉人の足跡と西尾の身近な社
寺を訪ねる

■講 天野 暢  保 氏
のぶ やす

■対 市内在住の人
■定 ２０人（定員を超えた場合は抽せん）
■￥ １５５０円（昼食代含む）
■持 筆記用具・かさ・水筒
■申 １０月１４日昭まで（当日消印有効）に、
はがきに住所・氏名・年齢・電話番
号を記入し、歴史博物館「あおぞら
歴史教室」係（〒４４６－００２６安城町城
堀３０／緯〈７７〉４４７７）へ

■時 １１月１４日掌午前１０時３０分～午後２時
■場 デンパーク
■内 パン作り・ソーセージバイキング
■対 市内在住ひとり親家庭の子とその親
■定 ４０人（先着順）
■￥ １人８００円（入園料別途、３歳以下は
無料）

■申 １０月１０日掌～２４日掌に、参加者氏名・
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〉６５５４）

なり しま きよ み

へ
　※１０日午前８時～正午のみ電話可。
■問 社会福祉課（緯〈７１〉２２２３）

■場 ■問 歴史博物館（緯〈７７〉６６５５）
映画会「ヒッチコック監督特集①」　　
■時 １０月２４日掌午前１０時、午後２時
■内 バルカン超特急（１９３８年作品）
箱ずしをつくろう　　　　　　　　　
■時 １１月６日松午前９時３０分
■講 古居 敬  子 氏

けい こ

■定 １０組（定員を
超えた場合は
抽せん）

■￥ １組８００円
■申 １０月１６日松まで（必着）に、はがきに
住所・代表者氏名・電話・参加人数
を記入し、同館（〒４４６栗００２６安城町
城堀３０）へ

ふれあい講演会

講演会
「気をつけよう！悪質商法」

あおぞら歴史教室

歴史博物館の催し

ひとり親家庭
「おたのしみ会」

堀内公園の催し

広報あんじょう　2010.10.1回

■申 １０月７日昭午前９時から電話で市子
育て支援センター（緯〈７３〉６３３６）へ

■他 １人１講習まで
育児講習会　　　　　　　　　　　　
■時 １１月２７日松午前１０時～１１時３０分
■場 昭林公民館
■内 愛されたい気持ちに寄り添う子育て
■講 大塚あつ子氏
■対 乳幼児の保護者
■定 ３０人（先着順）
■他 託児あり
親子遊び講習会　　　　　　　　　　
■時 １２月８日昌午前１０時～１１時３０分
■場 中部公民館
■内 親子ふれあいマッサージ
■対 １歳未満の乳児とその保護者
■定 ２０組（先着順）
親子遊び講習会　　　　　　　　　　
■時 １２月１６日昭午前１０時～１１時３０分
■場 中部公民館
■内 ベビーサイン
■講 稲吉 千  恵 氏

ち え

■対 ６か月～１歳半の乳児とその保護者
■定 ３０組（先着順）

子育て支援センター講習会

■時 １０月２３日松午前１０時（商品がなくな
り次第終了）

■場 中心市街地交流広場（御幸本町）
■内 地元産野菜の販売・調理法のアドバ
イス、一色漁港で水揚げされた新鮮
な魚介類や海産物の販売

■問 農務課（緯〈７１〉２２３３）、商工課（緯〈７１〉
２２３５）、クリエーションプラザ（緯〈７２〉
５００２）

今月のまちなか産直市

■時 １０月１６日松午前１０時～午後４時・１７
日掌午前９時～午後３時

■場 名古屋刑務所（みよし市）
■内 施設の紹介、作業製品の展示・即売、
Paix２（ぺぺ）のミニコンサートなど

■問 名古屋刑務所作業部門（緯０５６１〈３６〉
２２６０）

東海北陸・みよし矯正展



■時 １０月２２日晶、１１月１１日昭午後２時～
４時

■場 衣浦東部保健所（刈谷市）
■内 講話「うつ病の理解」、交流会
■対 うつ病患者の家族
■定 各３０人（先着順）
■申 衣浦東部保健所健康支援課（緯〈２１〉
４７７８）へ

うつ病家族教室

■場 ■問 衣浦東部保健所（緯〈２１〉４７７８）
患者・家族のつどい　　　　　　　　
■時 １０月２５日捷午後２時～３時１０分
■内 膠原病とともに歩もう！～疾患の理
解と日常生活について～

■講 西野 譲 氏（藤田保健衛生大学病院医
じょう

師）
■対 全身性エリテマトーデス、 強 

きょう

 皮 
ひ

 症 、
しょう

混合性結合組織病などの膠原系難病
の人とその家族

■定 約４０人（先着順）
■申 １０月１５日晶までに電話で同所へ
患者・家族個別医療相談　　　　　　
■時 １０月２５日捷午後３時２０分～５時
■内 医師による個別相談（相談時間約２０
分）

■定 ４人
■申 １０月８日晶までに電話で同所へ

膠原（こうげん）系難病患者・
家族向け講演・相談

　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）
小児・乳児応急手当講習会　　　　　
■時 １０月１６日松午前９時～１１時
■場 知立消防署
■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 ２０人（先着順）
■申 １０月５日昇午前９時から同署（緯〈８１〉
４１４４）へ
普通救命講習会Ⅰ　　　　　　　　　
■時 １０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、
止血法など

■定 ２０人（先着順）
■申 １０月５日昇午前
９時から同署（緯〈２３〉１２９９）へ

上級救命講習会　　　　　　　　　　
■時 １０月２３日松午前９時～午後３時・２４
日掌午前９時～正午（全２日）

■場 高浜消防署
■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、
外傷の手当てなど

■定 ２０人（先着順）
■申 １０月５日昇午前９時から同署（緯〈５２〉
１１９０）へ

救命講習会

■定 １００人（当日先着順）
■場 ■問 市保健センター（緯〈７６〉１１３３）
ジェネリック（後発）医薬品について　
■時 １０月１４日昭午後１時３０分～２時３０分
■講 山口 佳  久 氏（山口旭薬局薬剤師）

よし ひさ

腰痛予防でいきいき健康づくり　　　
■時 １０月２１日昭午後１時３０分～２時３０分
■講 尾関 拓  也 氏（あいち健康プラザ健康

たく や

運動指導士）

市民健康講座
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　秋の夜長
のひととき、
ライトアッ
プした庭を
お楽しみく
ださい。
■時 １０月２４日掌

■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１００円（中学生以下は無料)、呈
茶料３００円

■場 ■問 丈山苑（緯〈９２〉７７８０）

丈山苑秋の夜間開苑
■場 ■問 マーメイドパレス（緯〈９２〉７３５１）
水中講座プログラム　　　　　　　　
■時 １０月２０日昌午前１１時～正午
■内 ■定 アクアビクス獅４０人、初級水泳
「クロールから始めましょう」獅２０人
　※いずれも先着順。
■対 １８歳以上の人
■￥ 施設使用料
■他 託児あり（生後６か月～未就園児、
先着１０人）

■申 １０月５日昇午前１０時からマーメイド
パレス（緯〈９２〉７３５１）へ
平日限定「利用料還元フェア」　　　　
■時 １０月１９日昇～２２日晶、２６日昇～２９日
晶

■内 くじ引きで、当たりが出たらマーメ
イドパレス無料招待券を進呈

■対 プール・トレーニングルーム利用者
６０歳からはじめる水中運動体験会　　
■時 １０月２７日昌、１１月１０日昌、１２月８日
昌・２２日昌午前１１時～正午（全４回）

■内 水の特性を生かした運動
■対 ６０歳以上の人
■定 ３０人（先着順）
■￥ 施設使用料
■他 １回のみの参加も可
■申 １０月５日昇午前１０時からマーメイド
パレス（緯〈９２〉７３５１）へ

マーメイドパレスの催し・
講座

■時 １０月１０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

■時 １０月１７日掌午前９時３０分
■場 愛・地球博記念公園（長久手町）
■内 ３・５・１０灼の３つのウオーキング
コースから当日選択

■持 昼食・飲み物・雨具・健康保険証
■問 県自然環境課（緯０５２〈９５４〉６２２７）、市
環境首都推進課（緯〈７１〉２２０６）

自然歩道を歩こう大会

家賃（月額）間取り管理開始年度部屋番号住宅名
２万５９００円～５万８００円３ＤＫ平成８年度３０５ 吹  付 （上条町）

ふき つけ

２万９１００円～５万７２００円３ＤＫ平成１６年度Ｂ－３０２ 東 
ひがし

 大  道 （里町）
だい どう

※単身での入居はできません。

■申 １０月４日捷～８日晶午前９時～午後５時に直接建築課（緯〈７１〉２２４０）へ
■他 抽せんで入居者を決定します。申込案内書は同課で配布。入居資格に該当
することを確認し、申し込みください

■時 １０月２日松～１５日晶午前８時３０分～
午後５時１５分

■他 利害関係者で意見のある人は、１０月
２９日晶までに、県へ意見書を提出で
きます（都市計画として定められた
事項を除く）

■場 ■問 南明治都市整備事務所（緯〈７１〉３７
５１）

　行政書士制度は、官公署に提出する
各種申請書・届出書の作成や官公署へ
の提出を代理でしたり、相談したりす
るための制度です。
　行政書士会の会員でない人が、報酬
を得て各種申請書などを作成すること
は、行政書士法で禁止されています。
■問 県法務文書課（緯０５２〈９５４〉６０２３）、市
行政課（緯〈７１〉２２０８）、県行政書士会
（緯０５２〈９３１〉４０６８）
行政手続きに関する相談会　　　　　
■内 官公署に提出する許認可申請代理と
申請手続きなど

■時 １０月１５日晶午後１時～４時
■場 市民交流センター
■問 県行政書士会碧海支部安城地区（緯

〈７５〉１５５５）、市行政課（緯〈７１〉２２０８）

＊＊＊＊＊衣浦東部広域連合議会から＊＊＊＊＊

　農地転用手
続きには、転
用する人や目
的にさまざま
な制限があり
ます。許可を
得ずに転用す
ると、農地などの権利取得ができない
だけでなく、農地法の罰則が適用され
ます。
　なお、市街化区域内の農地を転用す
る場合や、田から畑への転換など農地
改良する場合は、農業委員会への届け
出が必要です。また、農用地区域内の
農地は、原則農地転用ができません。
やむを得ず転用する場合は、農用地利
用計画の変更手続きが必要です。農地
転用などの計画が生じた場合は、必ず
事前に相談してください。
■問 農務課（緯〈７１〉２２３４）
巡回農地相談　　　　　　　　　　　
■時 １０月１９日昇午後１時３０分～４時３０分
■場 市役所大会議室
■内 農地の転用・権利の移動など、農地
に関する相談
農業者年金受給説明会・相談会　　　
■時 １０月１９日昇午後１時３０分～４時３０分
■場 市役所大会議室
■内 農業者年金・経営移譲年金について
の説明、農業者年金の加入・受給な
どに関する相談

安城南明治第二土地区画整理
事業の変更事業計画案の縦覧

大切な農地を守りましょう

知っていますか？
行政書士制度

■時 接種期限獅来年３月３１日昭

　※希望者は、なるべく１２月中旬まで
に接種してください。各医療機関に
より、実施時期や時間が異なります。

■場 市内指定医療機関
■対 来年３月３１日時点で、６５歳以上か心
臓・じん臓・呼吸器の機能・ヒト免
疫不全ウイルス（ＨＩＶ）による免疫
の機能の障害で、身体障害者手帳１
級で６０歳～６４歳の人

■￥ １０００円
■他 対象者には１０月初旬に通知します
■問 市保健センター（緯〈７６〉１１３３）

高齢者向け
インフルエンザ予防接種

■対 高等学校を卒業した人、来年３月卒
業見込みの人、高等学校卒業と同等
の学力のある人

■定 ４０人
■内 ■時 推薦・社会人入試獅１１月６日松、
出願期間１０月１９日昇～２８日昭　一般
入試獅来年１月２２日松、出願期間来
年１月４日昇～１４日晶

■問 安城医師会安城碧海看護専門学校設
立準備室（安城准看護学校内／緯〈７７〉
８５８８）、市保健センター（緯〈７６〉１１３３）

■時 指定日（捷～晶、１１月７日掌）の午前
中）

■場 市保健センター
■内 血液検査・心電図・腹部超音波など
■対 本市に住民票を有する２０歳以上で、
今年度健康診査を受けていない人

■定 各２２人（先着順）
■￥ ６０００円～２万５０００円
　※年齢や加入の健康保険によって異
なります。

■申 市保健センター（緯〈７６〉１１３３）

人間ドックを受けましょう

来年４月開校（仮称）安城碧
海看護専門学校学生募集
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　平成２２年第２回衣浦東部広域連合議会定例会を８月２４日に開催しました。
　議会では、平成２１年度衣浦東部広域連合一般会計歳入歳出決算、平成２２年
度衣浦東部広域連合一般会計補正予算（第１号）など、３議案を可決しました。
■平成２１年度衣浦東部広域連合一般会計歳入歳出決算を認定
　内容は下表のとおりです。（単位 :円）

歳　　入
収入率構成比収入済額予算現額科　目
１００．０％９６．５％４，７４０，０５２，５０２４，７４０，０５２，０００分担金及び負担金
１１６．２％０．２％１０，３６０，４３８８，９１０，０００使用料及び手数料
１００．０％０．４％２１，６０９，０００２１，６０９，０００国 庫 支 出 金
－－０１，０００財 産 収 入
－－０１，０００寄 附 金

１００．０％２．４％１１７，４４０，４９８１１７，４４１，０００繰 越 金
１００．１％０．３％１２，２１０，７０２１２，１９０，０００諸 収 入
１００．０％０．２％１１，４１６，０００１１，４１６，０００県 支 出 金
１００．０％１００．０％４，９１３，０８９，１４０４，９１１，６２０，０００計

歳　　出
執行率構成比支出済額予算現額科　目
８３．３％０．０％１，７９０，２３７２，１５０，０００議 会 費
９４．７％４．７％２２１，１８８，１０５２３３，６６４，０００総 務 費
９８．０％９４．９％４，５４２，３６０，９８９４，６３５，６６７，０００消 防 費
９７．５％０．４％１９，６３７，３２３２０，１３９，０００公 債 費
－－０２０，０００，０００予 備 費
９７．４％１００．０％４，７８４，９７６，６５４４，９１１，６２０，０００計

■問 衣浦東部広域連合事務局総務課（緯〈６３〉０１３１）



　鬼みちの沿道に並べられたたくさん
の鬼あかりが、皆さんを迎えます。
■時 １０月１６日松午後１時～７時３０分
■場 高浜港駅～森前公園（かわら美術館）
■問 高浜市文化スポーツグループ（緯〈５２〉
１１１１）

■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。

　一般公募に
よるコンテス
ト型の音楽イ
ベント。ロッ
ク・ポップス・
弾き語りなど、
さまざまな
ジャンルのアマチュアバンドによるラ
イブがあります。予選を通過したバン
ドによる、高いレベルの演奏をぜひお
楽しみください。フィナーレにはゲス
トによるライブもあります。
■時 １０月２３日松午前１１時
■場 刈谷ハイウェイオアシステント広場
特設ステージ

■問 刈谷市観光協会（緯〈２３〉４１００）

　五穀豊穣を祈って開催する三好八幡
社秋の大祭。江戸時代の建造といわれ
るみよし市指定文化財「 三  好  上 ・ 三  好 

み よし かみ み よし

 下 の 山  車 」２台を、 囃  子 の音色ととも
しも だ し はや し

に、威勢のいい男衆が市内を引き回し
ます。また、夜になると、約２００個の
 提 
ちょう

 灯 に灯がともされ、夜空に美しく浮
ちん

かび上がるさまは、優雅そのもの。囃
子の音色と提灯あかり、音と光の 饗 

きょう

 宴 
えん

が、幻想的な秋のひと時を演出します。
■時 １０月１７日掌午後６時～９時
■場 三好八幡社とその周辺道路
■問 みよし市観光協会（緯０５６１〈３４〉６０００）

　茶事の道具をつくり伝える京の十家、
「千家十職」。その歴史を紹介するとと
もに、当代十職の新作を、国立民族学
博物館（みんぱく）の貴重な民族資料と
あわせて展示します。
■時 １０月１６日松～１２月５日掌午前１０時～
午後６時（捷を除く）
　※入館は午後５時３０分まで。
■￥ 一般６００円、高・大学生４００円、小・
中学生２００円

■場 ■問 碧南市藤井達吉現代美術館（緯〈４８〉
６６０２）

ＫＡＲＩＹＡ洲原音楽祭 刈
谷

鬼みちまつり 高
浜

三好八幡社秋の大祭
み
よ
し

千家十職×みんぱく展 碧
南

■時 １０月３１日掌

■持 母子健康手帳
■他 平成２０年１１月生まれ以降の子は、来
年６月５日掌に実施

■場 ■問 市保健センター（緯〈７６〉１１３３）

２歳児の歯科健診・
フッ化物（フッ素）塗布

対象受付時間
平成２０年５・６月生まれ
の子

午前９時
～９時４５分

平成２０年７・８月生まれ
の子

午前９時４５分
～１０時３０分

平成２０年９・１０月生まれ
の子

午前１０時３０分
～１１時１５分

平成１９年１１月～平成２０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

　年金・保険・税金・登記・環境衛生・
消費者保護・交通安全・道路・窓口サ
ービスなど、苦情や意見･要望があり
ましたら、気軽に相談してください。
行政相談委員が相談に応じ、相談の秘
密は守ります。
■時 １０月１９日昇午前９時～午後３時
■場 市役所相談室
■他 行政相談委員（敬称略）黒柳 一  明 （小

かず あき

川町／緯〈９９〉１４８８）、大見 智  子 （新明
とも こ

町／緯〈７６〉３３２２）、 見 加  代  子 （今本
か よ こ

町／緯〈９８〉０８０１）、行政苦情１１０番（総
務省中部管区行政評価局首席行政相
談官室／緯０５２〈９６２〉１１００）、名古屋総
合行政相談所／緯０５２〈９６１〉４５２２）で
も相談に応じます

■問 市民課（緯〈７１〉２２２２）

秋の行政相談週間
１０月１８日捷～２４日掌

■時 １０月１５日晶～２９日晶午前８時３０分～
午後５時１５分（松掌を除く）

■内 都市再生整備計画事業を実施してい
る安城北東地区、安城七夕地区、安
城矢作川水辺地区の事後評価原案

■場 都市計画課・市公式ウェブサイト
■問 都市計画課（緯〈７１〉２２４３）

都市再生整備計画事後評価
原案の公表
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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. 


