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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。
１０月１日号分は７月１日昇か
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。

安城産小麦でうどん作り
作って持ち帰り家族と食べよう。
■時６月２９日掌午前９時～正午
■場文化センター ■対小学生以上
■定４０人（先着順） ■￥３００円 ■持エ
プロン・三角巾・タオル・持ち帰
り用容器 ■申６月５日昭から古居
敬子さん（緯０８０〈５２９５〉７７８２）へ
けい こ

手作りマーケットとコンサート
手作り雑貨・各種体験・飲食な
ど個性あふれる出店と、１１グルー
プが出演する音楽コンサート。
■時６月２２日掌午前１０時３０分～午後
４時 ■場パティオ池鯉鮒（知立市）

ち りゅ う

■問髙橋絵美
え み

子さん（緯０８０〈４６５１〉６２
こ

９９）

安城歌謡同好会会員募集
カラオケが好きな人を募集して
います。皆さん、遊びに来て下さ
い。
■時毎月第３掌午後１時３０分～４時
３０分 ■場ＪＡあいち中央安城南支
店（和泉町） ■￥月額４００円
■問水野博明さん（緯〈７５〉７２２６）

ひろあき

楽
らく
雀
じゃん
会会員募集
かい

マージャンの楽しさや上達のコ
ツを教えます。皆で友達作り、生
きがい作り。初心者も安心です。
■時第１・３掌午後１時～４時
■場北部公民館 ■￥１回７００円
■問長崎美子さん（緯０９０〈３５８０〉７６２０）

よし こ

朗読劇「半世紀の往復書簡」
しょかん

音楽とことばにふれる「きらく
にらいぶ」のスペシャル版です。
■時６月７日松午後２時開演（開場
は３０分前から） ■場昭林公民館
■￥５００円 ■他未就学児入場不可
■問石川恵美子さん（緯０９０〈７８５５〉８７

え み こ

１４）

親子リズムどんぐりクラブ
リズム遊びで思いきり体を動か
しましょう。大人にもよい運動に
なりますよ。
■時毎週昭午前１０時～１１時３０分
■場北部福祉センター ■対０歳～未就
園児と保護者 ■￥月額１０００円 ■問
成瀬弥須子さん（緯０９０〈３９６７〉３９４６）

や す こ

加藤克也陶展
かつ や

安城での初個展。オブジェから
茶陶まで、父
ちゃ とう

・泥二や先祖・白雲
でい じ はく うん

堂
どう

周
しゅう

兵衛の作品とともに展示。
べ え

■時６月２５日昌～２９日掌午前９時～
午後５時（２９日は午後４時まで）
■場市民ギャラリー
■問加藤克也さん（緯〈９９〉３４６３）

かつ や

平面作品、油彩を中心とした５
人の作家の多彩な美術作品の展示。
■時６月３日昇～８日掌午前９時～
午後５時（３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
■問三輪修さん（緯〈７６〉８５１７）

おさむ

ＵＧＮ（ゆうじん）展二本木ギター同好会会員募集
演奏したり、好きな曲を弾いた
りと楽しく練習中。先生のアドバ
イスも優しく丁寧で、初心者でも
安心です。
■時第２・４松午前１０時～正午
■場二本木公民館 ■￥月額１０００円
■問富田公栄さん（緯〈９８〉６０５１）

きみ え
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「わたしの望遠郷」「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。

◆高岡市の春を告げる御
み

車
くるま

山
やま

祭
まつり

高岡市は、日本海側に面し、
砺波市の北に隣接する市です。
と なみ

高岡市で一番大きなお祭りは、
毎年５月に開催する高岡御車山
祭です。町ごとに計７基の御車
山（山車）を出し、ギシギシと重

だ し

みのある音を出しながら市内を
練り歩きます。お祭りの日の午
後は学校が休みになるので、小
学生のころはみんなで遊びに行

きました。高岡市は４月ごろま
で寒く、お祭り後に田植えを始
めます。このお祭りが終わると、
やっと春が来たと感じますね。
◆雨

あま

晴海岸から見る
はらし

立山連峰
たてやまれんぽう

観光名所の雨晴海岸は、県外
の友達が来たら絶対に連れて行
く場所です。海岸からは義経岩、

よしつねいわ

奥には立山連峰を望むことがで
きます。立山は、晴れていても
見えないときがあるので、見え
た人はラッキーですよ。
◆おもてなしの人柄
高岡の人はみんなあったかい
です。買い物をしていると、「あ
んたどこからきたがけ？」と聞
かれたり、「こうして食べるとお
いしいからやってみられ」と教

えてもらえた
りします。顔
を合わせれば、
声をかけてく
れますね。
高岡の人は、

相手がより気
持ちよくいられるようにと、い
つも考えています。おもてなし
が当たり前になっているまちで
すね。

神谷倫子さん（桜井町）
とも こ

富山県高岡市

神谷さ神谷さんん

豪華絢爛な御車山祭（提供：高岡市豪華絢爛な御車山祭（提供：高岡市）） 雨晴海岸からの眺雨晴海岸からの眺めめ（提供：高岡市）（提供：高岡市）

周りをゴキゲンにする人になりたい

碧海エリアのコミュニティＦ
Ｍ「ピッチエフエム」のラジオパ
ーソナリティーとしてデビュー
して１年５カ月。高瀬さんに夢
を語ってもらいました。
◆朗読がきっかけ
中学生のころ、気持ちを込め
て国語の教科書を読んだら、友
だちが「アナウンサーみたい」と
ほめてくれてました。それをき

っかけに声を使う仕事に興味を
持ち、オーディションでチャン
スをつかむことができました。
◆放送への責任
日ごろから話題を求め、新し
い発見をしては、吸収して
います。友人と遊んでも、
放送前日のカラオケはしま
せん。寝るときは夏でもマ
スクで喉を守るんですよ。
放送後は録音を聴き直し
て、反省しています。近所
の人から「聴いてるよ」と言
われることもあり、届けて
いるんだと実感できます。
◆伝えたいこと
ラジオを聴いた人がゴキ
ゲンになることがなにより。
ハッピーをまき散らして、

ち

ゴキゲンになるお手伝いをする
ことが私の夢です。
※ＦＭ８３．８MHzで毎週昭午前１１
時～午後１時「Pitch

ピッチ

HAPPY
ハッピー

市場」ほかを担当。
マーケット

スタジオからハッピーを発信しまスタジオからハッピーを発信しますす

高瀬
たか せ

夢野さん（市内在住／大学４年生）
ゆめ の

高高瀬さ高瀬さんん



賀広報あんじょう 2014.6.1

八ツ面山山頂への往復約１１灼のウォーキングに６２人
が参加。途中で本證寺や三河地震記念碑などに立ち寄
り、地域の歴史を感じながら、汗を流しました。

■日４月１３日 ■場姫小川町～八ツ面山（西尾市）
八
や
ツ
つ
面
おもて
山歩け運動
やま

子ども読書の日を記念した催しに、３５人の親子が参
加。ピアノ・フルートの生演奏とお話に参加者から

「楽しかった」「参加してよかった」などの声が。

■日４月１９日 ■場中央図書館
タッジー・マッジーのおはなしとおんがくの会

過去３年間、天候に恵まれなかったこのまつり。今
年は雨も降らず、念願のペットボトルロケットを飛ば
すことができ、子どもたちはとても嬉しそうでした。

■日４月２０日 ■場ひまわり広場（榎前町）
せせらぎ・れんげまつり

園児１６８人が、自宅から持ち寄ったえさを動物たち
にあげていました。園児たちからは「私のえさを食べ
てくれた」などの喜びの声が聞けました。

■日４月２３日 ■場東栄幼稚園
移動動物園

雅

園児１５９人とその保護者が、ダンスやゲームなどを
楽しみました。参加したお父さんから「子どもと遊ぶ
いい機会になった」との感想が聞けました。

■日５月２日 ■場総合運動公園
安城北部幼稚園の親子遠足

環境フェア（左上の写真）では、参加した親子から「釣った○○の分別の仕方がよく分からないものがあり、勉
強になった」との声が。さて、○に入るひらがな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、６月２０日晶までに秘書課広報広聴係へ。（送付先詳細は裏表紙下部に記載しています）
５月１日号の答え：「電気」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。

広報あんじょう 2014.6.1

祥南小学校３～５年生児童が交通安全の大切さを学
びました。児童から「砂場やＳ字の自転車コースを走
るのは難しかったけど、楽しかった」との感想が。

■日５月２日 ■場祥南小学校
交通安全教室

高棚小学校５年生児童４８人が体験。慣れない手つき
で一株一株苗を植えました。指導した地域の人から
「今年はみんな上手でびっくりした」とお褒めの言葉も。

■日５月２日 ■場高棚小学校隣の実習田
田植え

市民２６０人が参加。ごみ釣りゲームに参加した親子
から「釣ったごみの分別の仕方がよく分からないもの
があり、勉強になった。家でも実践します」との声が。

■日４月２９日 ■場環境学習センターエコきち
環境フェア


