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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。
来年１月１日号分は１０月１日
昌から受け付けます。掲載基
準などの詳細は同係まで問い
合わせてください。

第３３回三鈴会かな書展
み すずかい

王朝かなを大小さまざまな作品
にしました。
■時９月２６日晶～２８日掌午前１０時～
午後５時（２８日は午後４時まで）
■場文化センター
■問天野基宏

もと ひろ

（月
げっ

祥）さん（緯〈９８〉１９６
しょう

６）

フォトサークルみのわ写真展
箕輪写真クラブが写真という形
でメッセージを発信し、地域活動
に参加する写真展です。
■時９月４日昭～７日掌午前９時～
午後５時（７日は午後４時まで）
■場市民ギャラリー
■問丹羽一さん（緯〈７５〉６８９３）

はじめ

フラサークルLe
レ
aLea会員募集
ア レ ア

一緒にフラを楽しみませんか？
生演奏でフラを踊るサークルです。
ウクレレも練習しています。
■時毎月２回昌午前１０時～１１時３０分
■場安祥福祉センター ■￥月額３０００
円
■問田中明子さん（緯０８０〈３２８６〉０２６５）

あき こ

第２４回鷗鷺
おう ろ
会書展
かい

会員による漢字、仮名、刻字な
どの個性豊かな「書」作品を展示し
ます。ぜひご覧ください。
■時９月１９日晶～２１日掌午前９時～
午後５時（２１日は午後４時まで）
■場文化センター
■問塚

つか

平
だいら

啓造さん（緯〈７６〉０００７）
けい ぞう

昭林公民館で活動している絵画
の自主グループの作品展です。
■時９月２日昇～７日掌午前９時～
午後５時（２日は午後１時から、
７日は午後４時まで） ■場市民ギャ
ラリー ■他新規会員募集中
■問牛島孝子さん（緯〈７７〉８４２４）

たか こ

第１６回れんの会作品展ゆうき少年団団員募集
異年齢集団の中で、遊びを創る

つく

活動をしています。詳しくは「安
城ゆうき少年団」で検索してね！
■時毎月第２掌午前１０時～午後４時
■場総合福祉センターなど ■対中学
生以下 ■￥月額１０００円 ■問加藤美

み

奈子さん（緯０９０〈３８３７〉９２３１）
な こ

人形劇がいっぱい！
創立２０周年のプロ人形劇団「夢

む

知
ち

遊座」と、アマチュア人形劇団
ゅう ざ

「ぺぽ」「すずきじゅく」の共演。
■時９月１５日抄午後１時 ■場中部公
民館 ■￥３歳～中学生獅５００円
大人獅８００円
■問山中公香さん（緯〈９８〉６４３８）

きみ か

第２１回恋塚まつり
こいづか

和太鼓などのイベントや、市内
福祉施設の自主製品の販売、模擬
店などを予定しています。皆様の
ご来場をお待ちしています。
■時９月１３日松午前１０時３０分～午後
１時 ■場■問ぬくもりワークス（赤
松町／緯〈７７〉１５５５）

親子で参加のワークショップ
世界のことばに触れ、ことばを
話す楽しさを親子で体感します。
■時９月５日晶・７日掌・２１日掌午
前１０時～１１時３０分 ■場文化センタ
ーほか ■他託児有り ■申事前にヒ
ッポファミリークラブ安城・牧令

れい

奈さん（緯０９０〈４４６６〉１３２４）へ
な
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御幸町内会長の鳥居さんと本
町町内会長の佐々木さんにまち
を紹介してもらいます。
◆便利で住みやすいまち
御幸本町は、昭和３５年当時の
呼び名である御幸町と本町など
が統合されてできました。ただ、
町内会は、昔のままそれぞれの
組織として存在しています。
ＪＲ安城駅南側に位置し、市
役所や小学校、商工会議所など
も近く、東京でいうと霞ヶ関の

ようですね。
◆手作りの安城七夕まつり
安城七夕神社とまつり会場の
一体感を考え、今年初めて神社
で始めの儀と終わりの儀を実施
しました。また、神社の参道に
竹灯籠を飾り、皆さんに喜んで

とう ろう

もらうことができました。
ワイワイ広場
のおばけ屋敷に
は、６０００人を超
える入場者があ
り大好評。来年
も出店したいで
すね。
◆「たまりんば」で交流
毎年３００人が集まる敬老会で
は、高齢者のつながりづくりを

しています。また、まちに人が
集まる場をつくろうと、月１回
程度ギャラリー＆カフェ南吉館
で「たまりんば」（※）を開催。３
世代交流を図っています。気軽
に参加してください。
※次回は、１０月１３日抄午前１０時
～正午に開催予定。

今月の舞台 御幸本町
み ゆき ほん まち

おおばけ屋おばけ屋敷敷

大人も子どもも「たまりんば大人も子どもも「たまりんば」」

鳥鳥居さん（左）と佐々木さ鳥居さん（左）と佐々木さんん

「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。

全日本インディアカトーナメント女子の部で優勝

バレーボールとバドミントン
を組み合わせたような、ニュー
スポーツの一つインディアカ。

昨年の東海・北陸ブロック大
会での優勝に続き、６月に東京
で開かれた全国大会で優勝しま
した。
◆ご近所さんのチーム
篠目町在住者を中心に活動し
ています。１０年ほど前のチーム
発足から、近所で誘い合いなが

ら活動を広げてきました。２０代
から６０代のメンバーには、親子
や実業団の元バレーボール選手
もいます。スポーツ経験者が多
く、みんなでチームを盛り立て
ながら、プレーしています。
◆主婦業や仕事との両立
週４日の練習は家事や仕事を
を終えた後。だから、集中して
効率的に取り組ん
できました。
競技への熱い思
いが周囲に伝わっ
たのか、家族もそ
れぞれの目標に前
向きになってくれ
た気がします。も
ちろん、活動でき
るのは周囲の理解

があってこそ。いくら感謝して
も感謝しきれません。
◆大人の部活動
体育館の中でも外でも本気で

ぶつかり合える、一生の財産に
なる仲間に出会えました。この
仲間たちと、来年日本で開催予
定の世界大会を目指して挑戦を
続けていきます。

羽根のついたインディアカボールをアタッ羽根のついたインディアカボールをアタックク

COLOR
カ ラ ー

CCOLORの皆さCOLORの皆さんん



芽

小学生未満の部や一般の部など合わせて６９人が参加。
参加した子の中には「種飛ばしは初めて。狙ったとこ
ろに飛ばなかった」と残念がる子もいました。

■日７月１２日 ■場マーメイドパレス
スイカの種飛ばし大会

公募市民２９人が参加。参加者から「登下校の見守り
ボランティアに取り組みたいという思いで参加しまし
た」などの話が聞けました。

■日７月１６日 ■場市役所西会館
防犯ボランティアリーダー養成講座
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１４人が参加。ガイドさんの話を聞いた参加者から
「ずっと安城に住んでいるが、知らないことばかりで
勉強になった」との感想が聞けました。

■日７月１９日 ■場弥厚公園周辺（和泉町）
目指せ歴

れき

男
だん

歴
れき

女！さわやか歴史ウォーキング
じょ

市の担当課と指名評価委員４人、市民評価委員１９人
が事業のあり方などについて議論しました。対象とな
った７事業は、すべて「現行どおり」と判定されました。

■日７月１９日 ■場文化センター
公開行政レビュー

蛾

５０人が参加。水のステージに放流されたニジマスを
捕まえようと、大人も子どももずぶ濡れになりながら
必死に追いかけていました。

■日７月２０日 ■場デンパーク
魚のつかみ取り

油ヶ淵周辺の清掃活動（左上の写真）は、もともと明和小学校の取り組みから始まり、今では油ヶ淵○○デーと
して、多くの人が参加しています。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、９月２２日捷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）
８月１日号の答え：「牛乳」。 ※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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１０６人が参加。講師の阿部夏丸さんから生き物のオ
スメスの見分け方などを教わった後、参加者は川に入
って楽しそうに魚やザリガニなどを捕まえていました。

■日７月２６日 ■場半場川河川敷（デンパーク北側）
半場川で魚と遊ぼう

１７人が奈良時代の技法で組みひもを体験。参加者か
ら「楽しんでできた。作ったミサンガは大切に使いた
い」など喜びの声が聞けました。

■日７月２７日 ■場歴史博物館
夏休み子ども考古学講座「組みひもづくり」

油ヶ淵周辺の清掃活動に、約１６００人が参加。参加者
から「昨年も参加したが、今回はあまりごみが落ちて
いなかった」など喜ばしい話が聞けました。

■日７月２７日 ■場油ヶ淵周辺
油ヶ淵浄化デー


