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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。
１２月１日号分は９月１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。

ぽけっとクラブ会員募集
リトミックや工作など楽しいこ
とがいっぱい！無料体験あります。
■時昇か晶で月３回程度 午前９時
４０分～１１時２０分 ■場作野公民館・
くすの木ハウス（横山町） ■対１～
３歳児と保護者 ■￥月額１５００円
■問石川晃子さん（緯０９０〈６０９６〉３６８０）

あき こ

あいがも・レインボー合同展
幼児から大人までの合同絵画展。
楽しい作品の数々を展示します。
■時８月２９日晶～３１日掌午前９時～
午後５時（２９日は正午から、３１日
は午後４時まで） ■場市民ギャラ
リー
■問杉浦辰子さん（緯〈７５〉８３３９）

たつ こ

護身
ご しん
術講座会員募集
じゅつ

カラテの技を取り入れ、身を守
る練習をします。健康維持、仲間
作りに参加してみませんか。
■時月３回昭午後７時３０分～８時３０
分 ■場桜井公民館 ■￥月額３０００円
■問正木弘美さん（緯〈９９〉２１５０）

ひろ み

消しゴムはんこサークル会員募集
一緒に楽しく消しゴムはんこを
彫りませんか。
■時毎月第２昇・第４昌午前１０時３０
分 ■場アトリエポコアポコ（大東
町） ■￥１回２５００円 ■他８月は親
子向け
■問上村裕美子さん（緯〈７８〉０５０５）

うえ むら ゆ み こ

福山進作品を展示
すすむ

画家・福山進の生誕９９年にあた
り、収蔵作品約３８点を展示。「昭和
の気骨」と言われた福山絵画を、

き こつ

ぜひご覧ください。
■時８月２０日昌～２４日掌午前１０時～
午後５時 ■場文化センター
■問神谷清久さん（緯〈７６〉３８４７）

きよ ひさ

安城新体操クラブ会員募集
リボン・ボール・フープなどを
使って楽しく動いてみませんか？
体験・見学、お待ちしています。
■時■対毎週昭 園児獅午後５時～６
時 小学生獅午後６時～７時
■場市体育館 ■￥月額５０００円 ■問加
藤さわのさん（緯０９０〈４２６６〉７８９３）

外交ジャーナリスト講演会
元NHKワシントン支局長の手嶋
龍
りゅう

一氏の講演です。（演題「アジア
いち

半球の未来と日本の針路～中国の
台頭にどう向き合うのか～」）
■時８月３１日掌午後２時３０分 ■場文
化センター ■￥２０００円
■問森田惣一さん（緯０５６５〈４２〉１１６２）

そう いち

JNP（日本風景写真協会）愛知第
３支部会員の風景写真４０点を展示。
■時８月５日昇～１０日掌午前９時～
午後５時（５日は午後１時から、
１０日は午後４時まで） ■場市民ギャ
ラリー
■問稲垣利行さん（緯０８０〈１５５８〉３７８９）

とし ゆき

JNP愛知第３支部写真展双子ファミリー会員募集
多胎児のママ（プレママ）＆ファ
た たい じ

ミリーのサークルです。皆で話し
てストレス発散！多胎児育児を楽
しみましょう。
■時偶数月に１回松午前１０時３０分～
正午 ■場総合福祉センター
■問荒川智恵さん（緯〈９８〉０９２７）

ち え
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◆浅間山を北に望むまち
あさ ま やま

佐久市は
長野県の東
部に位置し
ます。夏は
エアコンい
らずですが、
冬はマイナス１５度まで気温が下
がり、朝みそ汁が凍っているこ
とも。実家からは活火山として
知られる浅間山を一望できます。
幼い頃は小さな噴火には慣れっ
こで、夜、噴火口がオレンジ色
に輝く姿を窓から眺めたもので
した。
◆佐久の郷土食
佐久の食べ物と言えば鯉と鮒。

こい ふな

甘辛の味付けで何日も煮込みま

す。大みそか
には必ず母が
作ってくれま
した。今でも
これを食べる
と帰ってきたなあと感じます。
もう一つ、地元ならではの食
材がイナゴです。昔は、農家の
子どもは稲刈りをする親の横で
イナゴを集める手伝いをしまし
た。ゆがいた後、乾燥させ、
足をむしって甘露煮にして食
べていました。文化祭の資金
集めに、一人お椀２杯のイナ
ゴを持ち寄り、近所の人に売
ったこともあったんですよ。
◆日本有数の長寿のまち
佐久は長寿のまちとしても

有名です。盆踊りでは昔も今も
お年寄りが主役ですし、スポー
ツや地域の子どもの見守りなど
で大活躍しています。
子どもたちは佐久にすっかり

魅せられ、長男は長野の大学を
選びました。そうした若い世代
が、佐久の魅力をつないでいっ
てくれたら嬉しいですね。

長田ゆかりさん（桜町）
おさ だ

長野県佐久市
さ く

鯉の甘露鯉の甘露煮煮

長長田さ長田さんん

実家から撮影した雄大な浅間実家から撮影した雄大な浅間山山

「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。

F１レーサーになりたい

週末にはヘルメットとレーシ
ングスーツに身を固め、最高速
度は時速８０灼にもなるという
レーシングカートを操る、佐藤
さんに夢を語ってもらいました。
◆父にあこがれて
保育園のころ、父が出場する
カートレースを見て興味がわき、
自分も乗るようになりました。
小学生になって、カートを思い
通りに走らせることができ、ど
んどん好きになりました。

◆レースは頭と体
前を走るカートをどう抜くか、
抜かれないようにするにはどう

走るかを常に考えています。天
候やコースによって毎回条件が
違うので、試走で感じたことを
メカニックの父に伝え、カート
を調整してもらいます。調整が
狙い通りに決まって、速く走れ
た時は「やった」と思います。
レースは、前へ出たい人ばか
りなので、カート同士で押し合

ったりもします。押されて、ス
ピンやコースアウトすることも
あるので気が抜けません。
◆もっと強く、速く

夢はF１レーサーになること。
ずっと七夕の短冊でお願いして
きました。今は追われると気持
ちで負けてしまうことがあるの
で、心を強くしていきたいです。
自分でメカニックもできるよう
勉強しています。

夢に向けてステアリングを握りま夢に向けてステアリングを握りますす

佐藤凌
りょう

音さん（安城西部小学校４年）
と

佐佐藤さ佐藤さんん

得得意のコーナーワークでリード（右得意のコーナーワークでリード（右））



我

安城の特産品である「手延べそうめん」。生麺なので
乾燥して切れないように、竹の棒を使った職人技で、
手作業で３６０尺ほどの長さに細く延ばしていきます。

■日６月１６日 ■場和泉町
手延べそうめん作り最盛期

雅楽の生演奏や十二単の着付けの様子を見た観客か
ひとえ

ら「平安時代の雰囲気を楽しめた」「有意義な時間を過
ごせた」などの声が聞けました。

■日７月６日 ■場歴史博物館
歴博小劇場「継承～日本伝統芸能の心～」
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講演やグループワークで男女共同参画について理解
を深めました。参加した男性から「知らないことがた
くさんあり、勉強になった」との声が聞けました。

■日６月２８日 ■場市民交流センター
さんかく楽

がく

集
しゅう

会
かい

園児・児童４０人が参加。ウナギを触るのを怖がる子
や「捕まえた」と笑顔の子、参加した多くの子から「晩
ごはんが楽しみ」との感想が聞けました。

■日６月２２日 ■場マーメイドパレス
うなぎのつかみ取り大会

牙

５３艇、２７７人が参加。都築弥厚をモチーフとしたイ
カダや自転車をこぎながら進むイカダなど、見ていて
楽しいイカダが多く参加し、全艇完走しました。

■日７月５日 ■場矢作川（川島町～藤井町）
矢作川くだり

環境学習センターエコきちでの環境イベント（左上の写真）では、「○○パックを使って暑中見舞いはがきを作り
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）

クイズの正解者の中から抽選で５人に、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、８月２０日昌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）
７月１日号の答え：「環境」 ※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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市内事業所から４６人の女性が参加。参加者から「消
火器を使ったのは何年も前で不安だったが、落ち着い
てやれば大丈夫だと分かった」などの声が聞けました。

■日６月２５日 ■場安城消防署
女性一日消防士ＦＩＲＥＷＯＭＡＮ２０１４

園児１０３人が待ち望んだプール開き。準備運動の南
吉体操をした後、園児たちはプールで水を掛け合った
り、泳いだりして楽しんでいました。

■日７月９日 ■場新田保育園
プール開き

５人の子どもが参加。子どもたちは慣れない手つき
ながらも紙すきの道具を使い、楽しく暑中見舞いはが
きを作っていました。

■日７月５日 ■場環境学習センターエコきち
牛乳パックで暑中見舞いはがきを作ろう


