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サークル会員の募集やイベン
ト情報を掲載するコーナーです。
申し込み方法獅掲載月の３カ月
前の１日（松掌抄承の場合は、
その翌開庁日）午前９時から電
話で広報広聴係（緯〈７１〉２２０２）へ
※先着順。ただし、過去に掲載
していない団体を優先します。
９月１日号分は６月２日捷か
ら受け付けます。掲載基準な
どの詳細は同係まで問い合わ
せてください。

何有展
か ゆう

古典をもとに創作した、濃墨・
のう ぼく

淡墨による作品。故・戸田提山先
たん ぼく てい ざん

生の作品のほか、約５０点を展示。
■時５月２８日昌～６月１日掌午前９
時～午後５時（１日は午後４時ま
で） ■場市民ギャラリー
■問深津洋子さん（緯〈９２〉０５８８）

よう こ

アフリカへ毛布をおくる運動
アフリカへ送る毛布を募集。新
品か洗濯済みで、シングルサイズ
以上の毛布をお寄せください。
■時５月１８日掌午前１０時～午後２時
■場ピアゴ安城店 ■問アフリカへ毛
布をおくる運動推進委員会安城支
部・服部賀優さん（緯〈７５〉８１８３）

よし まさ

「孝彩会」パステル画作品展
こうさいかい

デンパークなどで四季折々の風
景や花などを描いています。
■時６月６日晶～８日掌午前９時～
午後５時（６日は午後１時から、
８日は午後４時まで） ■場市民
ギャラリー
■問泉

いずみ

田健造さん（緯０９０〈５８６２〉２２０６）
だ けん ぞう

絵本を歌う。絵本を楽しむ
親子のふれあいを深めませんか。
絵本に造詣が深い「花のき村」代表・

ぞう けい

伊藤義明氏の楽しい講演です。
よし あき

■時６月１日掌午後２時～３時３０分
■場昭林公民館 ■他託児あり（１人
３００円） ■問安城図書館友の会・山
下由美江さん（緯０９０〈８３３６〉６０８７）

ゆ み え

東彩会展
とうさいかい

２年ぶりに開く、水彩と油彩の
洋画展です。
■時５月８日昭～１１日掌午前９時～
午後５時（８日は午後１時から、
１１日は午後４時まで） ■場市民ギ
ャラリー
■問鈴川貞雄さん（緯〈９９〉４４６６）

さだ お

リフレッシュヨガ楽趣味クラブ
らくしゅ み

ヨガで心も体もすっきりしませ
んか？無料体験あります。気軽に
参加してみませんか。
■時毎週昇午前１０時～１１時３０分
■場東部公民館 ■￥４カ月１万５００
円
■問森園直美さん（緯０９０〈６３３６〉４９０９）

もり ぞの なお み

南吉の下宿で聞くプロの朗読会
松丸春生氏・西川小百合氏が、
まつ まる はる お さ ゆ り

安城時代に書かれた新美南吉作品
を、復元された下宿で朗読します。
■時５月１８日掌午後２時～３時３０分
■場南吉の下宿（新田町）
■問新美南吉に親しむ会・澤田喜久

き く

子さん（緯〈９７〉００５７）
こ

今回で２回目の開催。仲間３人
で写真３０点と水彩画を展示します。
■時５月５日抄～１１日掌午前９時～
午後５時（５日は午後１時から、
１１日は午後４時まで） ■場市民ギ
ャラリー
■問三治正吉さん（緯０５６３〈５４〉０９８０）

さん じ まさ よし

ＳＮＳ気ままな写真展二本木剣道会員募集
心と体を一緒に鍛えませんか？
礼儀を教わるチャンスです！
■時毎週昌午後６時～７時３０分
■場二本木小学校 ■￥月額１０００円
■他１カ月無料体験あり。道具・道
着の貸し出しあり（年間１０００円）
■問中村布貴江さん（緯〈７５〉２８６７）

ふ き え
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「ほっとタイ夢」コーナーでは、市民の皆さんからの投稿をお待ちしています。詳しくは、電話で秘書課広報広
聴係（緯〈７１〉２２０２）へ。掲載者には記念品を差し上げます。

地域のみんなに喜んでもらいたい！

藤田信秋さん（三河安城本町）
ふじ た のぶ あき

◆ライフワークとして
３０年以上にわたり、地域の体
育行事に携わっています。体を
動かす楽しさを地域の人に知っ
てほしくて活動してきました。
かつて養下公園は草が生い茂

よう げ

っていました。手入れのきっか
けにとグラウンドゴルフのコー
スを作る話が持ち上がり、地元
の仲間や市と一緒にコース作り

に取り組み、町内会で大会を開
催するようになりました。現在
もお年寄りから子どもまで参加
できる大会として続いています。

◆裏方冥
みょう

利に尽きる
り

町内運動会では、３０００人ほど
の参加者が楽しめるよう企画。
応援席を設けたり、景品を考え
たりもします。参加者の喜ぶ顔
を思い浮かべながら、準備する

のが楽しみです。
参加者や町内会の歴代評議員

から「まだ（運動会の役員を）や
っとるのか」、「元気か」などと温
かい声をかけてもらえて嬉しい
ですね。
スポーツをきっかけに、地域

がつながる手助けができること
が、私の生きがいです。元気な
間は裏方を続けたいと思ってい
ます。

運運動会を支えま運動会を支えますす

藤藤田さ藤田さんん

ホールカップの手入れをしまホールカップの手入れをしますす

選抜高等学校野球大会（春のセンバツ）でベスト４！

東海地区代表として春のセン
バツに出場
した豊川高
等学校。レ
ギュラーと
してサヨナ
ラヒットを
打つ活躍を
見せました。
初戦でサヨナラヒット
甲子園初戦は、全く緊張しな
くて、むしろ楽しかったです。
逆転された場面でも、「自分が打
つ」とみんなが言っていて、チ
ーム全体が試合を楽しんでいま
した。同点で迎えた延長１３回、
監督には笑顔で「楽にしていけ
よ」と打席に送り出され、初球
を打ち、それがサヨナラヒット

になったのです。あの時の歓声
は、球場全体から聞こえ、耳が
おかしくなるほどでした。一生
忘れられません。
試合前の練習中に名前を呼ば
れ、スタンドを見たら、卒業し
た篠目中学校の恩師が来てくれ
ていました。嬉しかったですね。
親子の夢・甲子園
小学２年生の時、安城リトル
リーグで野球を始めました。甲
子園出場は、自分だけではなく
父と母の夢でもありました。父
は、幼い頃からよくゾウ公園
（作野公園）でキャッチボールを
してくれました。
現在、学校の寮で生活をして
いますが、１年生の頃はホーム
シックになり毎週安城に帰って

いたほどです。今は練習が忙し
く、なかなか帰れませんが、安
城はやっぱりホッとしますね。
これからは、夏の甲子園出場

に向け今まで以上に頑張ります。

サヨナラヒット（提サヨナラヒット（提供供：：豊川高等学校）豊川高等学校）

佐藤廉さん（豊川高等学校３年／篠目町）
れん

佐藤さ佐藤さんん



俄

童話作家・新美南吉にゆかりのある本市と半田市が、
市民交流の促進や災害時における相互支援などの充実
を目的に協定を締結しました。

■日３月２２日 ■場新美南吉記念館（半田市）
新美南吉ゆかりの地交流協定書調印式

施設利用者や市内の親子約４０人がセンター１階の窓
に絵付けをしました。参加者からは「描いた葉っぱを
通して見る空がとてもきれい」との声が聞かれました。

■日３月２２日 ■場桜井福祉センター
みんなでガラスにアート
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青空の下、参加者２２２人が笑顔でウォーキング。「ガ
イドさんの話がよかった」「地元に住んでいるが、知ら
ない話が聞けて楽しかった」などの声が聞けました。

■日３月２３日 ■場北部公民館周辺
健康の道ウォーキング

１０２人が参加。「要援護者に配慮した避難所環境」をテ
ーマとした避難所運営訓練について、参加した東山中
学校区の９自主防災組織が感想や課題を報告しました。

■日３月２３日 ■場市民会館
自主防災組織支援事業成果報告会

峨

市内在住で精神に障害のある人をサポートする施設
として開所しました。障害のある子の親から「同じ境
遇の人たちにぜひＰＲしていきたい」との声が。

■日３月３０日 ■場朝日町
地域活動支援センター陽なた開所式

ひ

明治用水篠目童子発電所起動式（左上の写真）では、参加した子から「水で○○ができるのは知らなかった。勉
強になった」との感想が。さて、○に入る漢字２文字は何でしょう？（ヒントはこのページのどこかに記載）
クイズの正解者の中から抽選で５人の方に、記念品を差し上げます。
クイズの答え・住所・氏名・年齢・感想をはがき、またはＥメール（表題を「フォトでクイズ回答」としてくだ

さい）に記入し、５月２０日昇までに秘書課広報広聴係へ。（送付先詳細は裏表紙下に記載しています）
４月１日号の答え：「家電」です。 ※当選者の発表は賞品の発送をもってかえさせていただきます。
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今年入団した７６人を含む、３０分団２６８人の団員が参
集しました。新入団員からは「先輩方の足を引っ張ら
ないように頑張りたい」などの思いが聞けました。

■日４月６日 ■場安城消防署
消防団入団宣誓式

市内の２１小学校で入学式がありました。今年入学す
る市内の児童は１９７４人。上級生や保護者が見守る中、
少し緊張した表情で新しい一歩を踏み出しました。

■日４月７日 ■場梨の里小学校
小学校入学式

この発電所では、水の力で電気を発電します。発電
所を目にした子からは「水で電気ができるのは知らな
かった。勉強になった」との感想が聞けました。

■日４月６日 ■場水の駅２１枚
まい
田（篠目町）
だ

明治用水篠
ささ
目
め
童
どう
子発電所起動式
じ


