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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２月１日号分は１１月４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。

箏
そう
曲（こと）クラブ
きょく

雅会員募集
みやび

お琴を弾いて脳トレ・脳の活性
化を図り、楽しく豊かな毎日を過
ごしましょう！初心者大歓迎です。
■時毎月第４昇午前１０時～正午 ■場西
部公民館 ■￥１回１０００円 ■他琴の
貸し出し有（１回５００円） ■問本澤

ほん ざわ

加代子さん（緯０９０〈１７４３〉４９５９）
か よ こ

光彩会・中部絵画会合同展
こうさいかい

花や野菜、風景などの水彩・油
彩画約８０点を展示します。
■時１０月９日昭～１２日掌午前９時～
午後５時（９日は午後１時から、
１２日は午後４時まで） ■場市民ギャ
ラリー
■問山内利美さん（緯〈９７〉８８４０）

とし み

「ポジャギの会」会員募集
簡単パッチワーク製法で、韓国
の伝統布をつなぎ合わせて作品に
仕上げます。
■時毎月第１・３昌午後１時３０分～
３時３０分 ■場南部公民館 ■￥月額
２０００円（材料費別途）
■問板倉栄子さん（緯０９０〈６０７１〉０７９３）

えい こ

「ダンス火曜会」会員募集
社交ダンスの好きな仲間で、楽
しく練習しています。初心者も大
歓迎です。
■時毎週昇午後６時～８時４５分
■場東部公民館 ■￥月額１０００円
■問小林隆

たか

次さん（緯〈７６〉５４２６）
し

日頃、各教室で書道を学ぶ仲間
とともに、その勉強の成果を発表
します。
■時１０月９日昭～１２日掌午前９時～
午後５時（１２日は午後４時まで）
■場市民ギャラリー
■問神谷采邑さん（緯０９０〈２９４８〉９３９４）

さい ゆう

第２６回芳墨會書作展
ほう ぼく かい

「サラ・アートラボ」会員募集
ジャンルにこだわらず、好きな
画材で楽しく絵を描きませんか？
新しいことにもトライできます。
■時毎月第１・３昭午後１時～３時
■場北部公民館 ■対１８歳以上 ■￥１
回１５００円
■問小野景子さん（緯０９０〈１７２３〉５２８８）

けい こ

桜井空手道「和道会」会員募集
わ どう かい

全日本空手道の空手をやってみ
ませんか。簡単な運動から難しい
形と組手が学べます。
かた くみ て

■時毎週掌午後５時３０分～７時３０分
■場桜井公民館 ■￥月額２０００円
■対小学生以上
■問古家秀文さん（緯０９０〈８５４６〉４３０３）

ふる いえ ひで ふみ

食物アレルギーとAED講習会
子どもの心肺蘇生法と食物アレ
ルギーについて学びませんか？
■時１１月６日昭正午～午後２時 ■場安
城更生病院 ■講小児科医 ■定３０人
（先着順） ■他託児有 ■申１０月１５日
昌～３１日晶午前１０時～午後５時に
同院・坂田典子さん（緯〈７５〉２１１１）へ

のり こ

第６回丹青日本画グループ展
たんせい

日本画・スケッチ画・水彩画な
ど多彩で楽しい展覧会です。
■時１０月２４日晶～２６日掌午前９時～
午後４時３０分（２４日は午前１１時か
ら、２６日は午後４時まで） ■場文
化センター
■問香村愛子さん（緯〈７６〉５０４３）

こう むら あい こ
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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。

◆京都と安城の言葉の違い
私は、京都
市の中でも南
に位置する伏
見に住んでい
ました。
京都の人は、
話し方はゆっ
くりしていますが、はっきりと
ものを言う人が多いと思います。
安城の人は、「じゃん・だら・り
ん」などの語尾をつけて話すの
で、驚きましたね。
◆お雑煮は丸餅で白味噌
基本的に、味付けは薄口です。
お正月に食べるお雑煮は、丸餅
に白味噌仕立てです。それにサ
トイモ、ダイコンを入れて食べ

ます。
伏見は、酒づくりが盛んでも
あります。父は、利き酒会があ
るといつも参加していました。
父は、鳥居で有名な伏見稲荷

いな り

大社の近くにあるスズメの丸焼
きが好きで、よく友達と食べに
行っていました。私と母は食べ
たことはありませんが。
◆伏見稲荷はマラソンコース
小学校の

マラソン大
会では、伏
見稲荷の境
内がコース
になってい
て、みんな
で稲荷山を

駆け抜けました。
紅葉で有名な
こう よう

東福寺も徒歩圏
とう ふく じ

内で、犬の散歩をしながら眺め
ていました。京都は、桜や紅葉

もみじ

など歩くと随所にある自然から、
季節の変化を感じられるのでと
てもいいですね。京都から離れ
て、改めて京都の良さを実感し
ています。

上野美季さん（桜町）
み き

京都府京都市

上上野さ上野さんん

伏見稲荷大社伏見稲荷大社のの楼門楼門（左）、千本鳥居（右）（提（左）、千本鳥居（右）（提供供：：京都市）京都市）
ろろうもろうもんん

料理の魅力・楽しさをスマートに伝える

テレビ出演や雑誌連載、料理
本を多数出版するなど多方面で
活躍する今注目の若手料理研究
家。出身地での初イベントとな
った、安城七夕まつりでのクッ
キングショーは大変好評でした。
◆得意な一品
食べたいと言ってくれた料理
が得意料理。喜んで食べてくれ
る姿を見ると、私もうれしくな
ります。

その土地の食材を活かすこと
が、おいしさにつながると考え
ています。安城七夕まつりでは、
安城特産のナシとそうめんを使
った韓国風そうめんを考案し、
実際にステージで調理しました。
短冊切りのナシが意外に感じた
りもしますが、会場で試食して
くれた皆さんはおいし
いと言ってくれました。
さらに、作る側の負
担にならないように、
簡単に短時間でおいし
くできるようにも、心
掛けています。
◆安城の魅力を発信
七夕まつりにあわせ、
関東や四国など遠方か
ら安城に来てくれたフ

ァンもいました。料理と安城の
魅力を発信できたと思っていま
す。
◆南吉グルメコンクール
１１月に南吉をイメージしたオ
リジナル料理を市内で審査しま
す。皆さんのアイデアが楽しみ
です。

七夕まつりのステージでトークと調理が進七夕まつりのステージでトークと調理が進むむ

寺田真二郎さん（安城市出身）
て ら だ し ん じ ろ う

寺寺田さ寺田さんん

安城梨の韓国風そうめ安城梨の韓国風そうめんん



賀

児童６５人が、水の事故への備えとして、服を着たま
ま浮く練習をしました。児童から「一つの浮き輪で２０
人も浮くことができた」との感想が聞けました。

■日８月８日 ■場今池小学校
着
ちゃく
衣
い
泳
えい

台風の影響もあった中、３５人がコンテストに参加。
参加した子から「お母さんの友だちが作ってくれた浴
衣で参加しました」という微笑ましい話が聞けました。

ほほ え

■日８月１０日 ■場デンパーク
ゆかたコンテスト
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園児２１６人が楽しんだ夏祭り会。中でもおばけ屋敷
は園児たちに一番人気。１歳児は桶の中の水風船を触
ったり、水をパチャパチャさせたりして楽しみました。

■日８月２２日 ■場錦保育園
夏祭り会

来館者３００人以上が体験しました。子どもたちは「画
面の中の人が動いて楽しい」などと大喜び。保護者か
らは「楽しみながら学べますね」との感想も聞けました。

■日８月２０日～３１日 ■場中央図書館
からくりBOOKS体験会

雅

小学生と高校生合わせて２１人が参加。参加した児童
は「木になっている梨を初めて見た」「おいしくて１２切
れも食べちゃった」など梨を満喫していました。

■日８月２０日 ■場マルカツ梨園（小川町）、桜井公民館
ひとりでできるもん！梨園見学と梨のスイーツ作り

ごみ減量街頭キャンペーン（左上の写真）では、市長が環境戦隊○○○○○と一緒に、ごみ減量の協力を呼びか
けました。さて、○に入るカタカナ５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、１０月２０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）
９月１日号の答え：「浄化」 ※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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１０３１人が参加。参加者は「踊りが好きな孫と一緒に
参加した。今日孫が着ている浴衣は私の手作り」と嬉
しそうに話していました。

■日８月２４日 ■場市総合運動公園
市民盆踊りの集い

消防団員など５２０人が鑑賞。阪神淡路大震災を消防
士の目線で描いた劇に、参加者からは「救助現場のシ
ーンがすごく良かった」などの感想が聞けました。

■日８月３０日 ■場文化センター
消防団防災研修事業（ORANGE公演）

ごみ減量３０％達成に向けた街頭キャンペーン。市長
が環境戦隊サルビアンと一緒に、雑がみ回収袋を手渡
しながら、ごみ減量の協力を呼びかけました。

■日８月８日 ■場ピアゴ安城店（日の出町）
ごみ減量街頭キャンペーン


