
昨年も恒例の七夕まつりをはじめいろいろな「まつり」がありました�

２月７日　市民演劇祭�

３月27日　どんじゃらまつり�

３月27日～４月11日　桜まつり�

８月６日～８日　七夕まつり�

９月19日　榎前町ひまわりまつり�10月31日　安祥文化のさと芸能祭�
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１１月月 人口　　１６７，１００人
（前月比　２人増）

２２月月 人口　　１６７，２４２人
（前月比　１４２人増）

３３月月 人口　　１６７，３７３人
（前月比　１３１人増）
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１月１日　三河万歳新春初舞
保存会のみなさんによる披露が行われました。

４月２５日　丈山苑新緑コンサート
オカリナとギターの音色が丈山苑の庭に響きわた
りました。

１０月２４日　谷本歩実選手がい旋パレード
ＪＲ安城駅南の市街地でパレードが行わ
れ、大勢の市民が詰め掛けました。

１１月２８日　紅葉茶会
秋空の下で、お抹茶を楽しみまし
た。
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６６月月 人口　　１６８，１２２人
（前月比　１３４人増）

５５月月 人口　　１６７，９８８人
（前月比　３７５人増）

４４月月 人口　　１６７，６１３人
（前月比　２４０人増）

５月２２・２３日　米米フォーラム　田植えフェスティバル
国際色豊かで華やかな田植えにより異文化交流の輪が広がりました。



７月３日　レンタサイクル事業開始�
環境にやさしく。自転車の貸し出し事業が始まりました。�
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～デンパーク春夏秋冬～
春：スプリングフェス　　夏：サマーナイトフェス　　
秋：秋穫祭　　　　　　　冬：ロマンチッククリスマス

広報あんじょう　2005.1.1 �

７７月月 人口　　１６８，２９４人
（前月比　１７２人増）

８８月月 人口　　１６８，４６３人
（前月比　１６９人増）

９９月月 人口　　１６８，６１２人
（前月比　１４９人増）

春夏
秋冬

３月13日　安城の食と農を�
　　　　　考えるシンポジウム�
生活の源である食、そしてそれ�
を支える農業について学習しま�
した。�

７月29日　地域安全大会�

11月４日　地域安全隊出発式�

６月26日　水防訓練�

８月28日　市総合防災訓練�

防災�

防犯�

2004年は台風や地震など自然の脅威を�
改めて感じた１年でした。�

安心して暮らせるまちを�
目指して。�

６月６日　消防操法競練会�
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１１２２月月 人口　　１６９，３００人
（前月比　２０３人増）

１１１１月月 人口　　１６９，０９７人
（前月比　２０９人増）

１１００月月 人口　　１６８，８８８人
（前月比　２７６人増）
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