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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。
１１月１日号分は８月１日晶か
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。

つれあいを亡くした方集おう会
お茶菓子をつまみながらのおし
ゃべり。プチ体験講座もあります。
■時７月１７日昭、８月２１日昭午後１
時 ■場ライフパートナー杏（高木

あんず

町） ■￥１回５００円
■問戸松奈緒美さん（緯０９０〈３９５５〉４８

と まつ な お み

１２）

平松弘子染
ひろ こ せん

色展
しょく

染色歴三十数年、平松弘子のろ
うけつ染め近作展。パネル・タペ
ストリー・服・バッグなどを展示。
■時７月３１日昭～８月３日掌午前９
時～午後５時（８月３日は午後４
時まで） ■場市民ギャラリー
■問平松弘子さん（緯〈９７〉９０１５）

個性的で自由な油彩画・水彩画
の小品から大作までを展示。
■時７月１日昇～６日掌午前９時～
午後５時（１日は午後１時から、
６日は午後４時まで） ■場市民ギャ
ラリー
■問渡邊浩行さん（緯〈７２〉２０４０）

ひろ ゆき

第２０回記念三河名古屋形
けい

象
しょう

派展
は

ルビイアート展
油彩・アクリル・水彩・パステ
ル画などを展示します。
■時７月１５日昇～２１日抄午前９時～
午後５時（１５日は正午から、２１日
は午後４時まで） ■場市民ギャラ
リー
■問岩附初枝さん（緯０９０〈４４０７〉７５６５）

いわ つき はつ え

まるくてＢａｎｇ！Ｂａｎｇ！夏まつり
今年もイベント・模擬店・抽選
会など、楽しさ盛りだくさんの内
容を準備してお待ちしております。
■時７月２６日松午前１０時３０分～午後
１時
■場■問まるくてワークス（池浦町／
緯〈７７〉１０００）

ＪＡ
ジャ
ＰＡ写真展２０１４
パ

デンパーク・ＪＡ写真講座受講
生の作品展。１０周年記念展です。
■時７月２９日昇～８月３日掌午前９
時～午後５時（２９日は午後１時か
ら、８月３日は午後４時まで）
■場市民ギャラリー
■問鶴田郁夫さん（緯〈７５〉９０１９）

いく お

スポーツ吹矢作野
ふき や さく の

翼会員募集
つばさ

健康を維持・増進させるととも
に、仲間作り・生きがい作りにも。
■時毎月第３・４松午前１０時 ■場作
野福祉センター ■持飲み物 ■他無
料体験会あり（７月１９日松・２６日
松午前１０時）。吹矢道具貸します
■問飯田信行さん（緯０９０〈１７４１〉３１８９）

のぶ ゆき

カラオケサークル会員募集
音符を覚えることは今からでも
遅くはありません。ドレミから始
めてみませんか。
■時毎月２・４捷午後１時～４時、
第２・４昌午前１０時～正午 ■場二
本木新町公民館 ■￥月額２０００円
■問鈴木房子さん（緯０９０〈８０７４〉６５６５）

ふさ こ

スポーツ吹矢会員募集
ふき や

健康によい人気の腹式呼吸でス
ポーツ吹矢を体験しませんか。
■時毎月第２・４昭午後１時 ■場北
部公民館 ■持体育館シューズ・飲
み物 ■他無料体験会あり（７月１０
日昭・２４日昭午後１時）
■問八重樫好美さん（緯〈９８〉２０３５）

や え がし よし み
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「わたしの望遠郷」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。

２０１４安城七夕親善大使に決定！

◆憧れの親善大使に
小学生の時に、ミス七夕（現

安城七夕親
善大使の前
身）の皆さ
んのお話を
聞く機会が
ありました。
前向きで素
敵な人たち
ばかりだったので、憧れを抱く
ようになりました。
◆背中を押してくれた母の言葉
今までは自分に自信が無く、
やりたいことを躊

ちゅう

躇した時期も
ちょ

ありました。大学２年の頃、語
学力への不安などで留学を迷っ
ていた時、母から「行きたいな
ら、行けばいいんだよ」と言っ

てもらえて、アメリカへの留学
を決意。留学では、自分の思っ
たことを伝える大切さを学びま
した。帰国後、親善大使のオー
ディションに挑戦しようか悩み
ましたが、やらないで後悔する
より一歩踏み出そうと、応募を
決めました。
◆アウトドアで気分転換
オーディションの時に
驚かれたのですが、趣味
は海釣りです。アウトド
アが好きで、家族でよく
釣りやキャンプに行きま
す。天気がいい日には、
秋葉公園を散歩したりも
しますね。
◆思いやりのある大使に
幼い頃から毎年遊びに

来ていた安城七夕まつりですが、
大使として勉強するなかで知ら
なかった見所に触れることがで
きました。そうしたまつりの見
所や素敵な景色、楽しさを今ま
で私が経験した感動も合わせて、
思いやりの心で伝えていきたい
ですね。

ササヨナラヒット（提サヨナラヒット（提供供：：豊川高等学校）豊川高等学校）親善大使に選ばれ表彰を受ける林さ親善大使に選ばれ表彰を受ける林さんん

林さ林さんん

◆近くても関西圏？
今では桑名市は、安城市から
高速道路で４０分程で行けるまち
です。言葉は関西弁に近いと言
われますが、みそ汁は安城と同
じ、赤だしを飲んでいました。
◆夏はしぐれの茶漬け
私が子どもの頃は、浜の近く
にたくさんのしぐれ屋さんがあ
り、しょうゆのいい匂いが漂っ
ていました。ハマグリやシジミ

のしぐれを
ごはんの上
に載せて、
熱いお茶を
かけて作る
しぐれ茶漬けは、夏の食欲のな
いときでもおいしく食べられま
す。お墓参りの機会に
しぐれを買うと、ふる
さとの想い出と記憶が
茶碗によみがえります。
◆やかましい「石取

いしどり

祭」
まつり

各町内から祭車と呼
さい しゃ

ばれる山車が、太鼓や
だ し

鉦をとても大きな音で
しょう

打ち鳴らしながら、春
かす

日神社を目指します。
が

神社から１灼ほど離

れた私の家の中まで音がよく聞
こえてきました。中学生の頃に
太鼓を叩きましたが、しばらく
おはやしの音が頭から離れませ
んでした。祭りの音で夏を感じ
たものです。

野村俊昭さん（花ノ木町）
としあき

三重県桑名市

しぐれ茶漬しぐれ茶漬けけ

石取石取祭祭

野野村さ野村さんん

林利紗さん（市内在住）
り さ



塊

約５００人の参加者が田植えを体験し、公募で選ばれ
た絵を苗で描きました。参加者から「去年は台風で稲
刈りができなかったので、今年こそは」との声が。
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２年生児童１００人がギンヤンマやシオカラトンボな
どのヤゴ約５００匹を救出。児童たちは、救出したヤゴ
がトンボへ成長していく姿を楽しみにしていました。

２２人の子どもたちがお母さんと手遊びやバルーンで
遊びました。家では体験できないことができ、「安心し
てのびのび遊ばせられる」と話していました。（坪谷）

■日６月１０日 ■場南部公民館
移動児童館

■日５月１８日 ■場和泉町七ツ田

ふれあい田んぼアート２０１４

２１人が参加。皆さんは慣れた手つきで的に当ててい
き、「的に当たるとうれしいよ」と教えてくれました。
体験してみると、思ったより難しかったです。（伊庭）

■日６月１０日 ■場南部公民館
吹いて健康！スポーツ吹矢

■日６月３日 ■場安城中部小学校

プールのヤゴ救出作戦

職場体験記者
伊
い

庭くん（左）・
ば

坪谷くん（右）（安城南中学校）
つぼたに

僕たちが取材しました！

壊

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、７月２２日昇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）
６月１日号の答え：「ごみ」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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５・６年生が演技した組立体操では、７段のピラミ
ッドを成功させました。児童から「練習は大変だった
けど、成功してよかった」との感想が聞けました。

■日５月１７日 ■場安城中部小学校
運動会

明中クリーン活動in油ヶ淵（左上の写真）では、「○○に対する意識が高まっていることを実感しました。」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）

１００人が参加。参加者から「聞き入ってしまい、時間
が経つのを忘れてしまった」、「朗読家・松丸さんの朗
読を生で聞けて感動した」など喜びの声が聞けました。

■日５月１８日 ■場南吉の下宿先（新田町）
朗読会「南吉童話声の贈りもの」

園児６６人が楽しく歯磨きをしました。園児からは
「いつもおうちでもやっているよ」、「大事な歯を守るた
め、歯磨きがんばる」など微笑ましい話が聞けました。

■日６月４日 ■場みその保育園
歯みがき指導

明祥中の生徒や職員、保護者約４５０人が清掃をしま
した。生徒からの「去年よりもごみが減った」との声に、
環境に対する意識が高まっていることを実感しました。

■日５月１９日 ■場油ヶ淵北側堤防下（見合橋西側）
明中クリーン活動in油ヶ淵


