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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３月１日号分は１２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。

木れん社交ダンスサークル
もく

定年してからでも気楽にできま
す。仲良く楽しく基本の練習をし
ます。
■時毎週昭午後７時１５分～８時４５分
■場安祥福祉センター ■￥月額２０００
円 ■問石川ただしさん（緯０９０〈６３３
８〉３７３９）

箏ミニコンサート～秋の夜の～
こと

箏・三弦・尺八で秋の夜の情景
さん げん

をしっとりと奏でます。秋の一日
をごゆっくりお過ごしください。
■時１１月１６日掌午後２時 ■場昭林公
民館
■問七

しち

橋
きょう

会・中根雅楽抄都さん（緯
かい う た さ と

〈７５〉１５１８）

親子ふれあい体操広場会員募集
思いきり体を動かし、おもちゃ
に頼らない親子遊びを学べます。
■時毎月３回昭午前１０時～１１時３０分
■場二本木公民館 ■対よちよち歩き
～未就園児とその保護者 ■￥月額
１８００円（入会金５００円別途） ■問高

たか

木真
き ま

由美さん（緯０８０〈５１５４〉１８７５）
ゆ み

安城英語スピーチクラブ
英語でスピーチをする練習をし、
意見を交わしながら英語力を高め、
プレゼンテーションをします。
■時毎月第１・３昇午後７時３０分～
８時４５分 ■場作野公民館 ■￥１回
１０００円 ■他英検準２級程度
■問瀬戸勝幸さん（緯０８０〈５１３２〉２３７７）

かつ ゆき

漢字、仮名、近代詩文など多彩
な作品を、ぜひ見に来て下さい。
■時１１月７日晶～９日掌午前９時～
午後５時（９日は午後４時まで）
■場文化センター ■他新規会員募集
中（詳細はお問い合わせください）
■問山下祥

しょう

石さん（緯〈９７〉９９５８）
せき

祥
しょう
霞会書展
か かい

優遊コーラス会員募集
ゆうゆう

コーラスで心身ともにリフレッ
シュ！発足４年目の４０代～８０代の
女声合唱団です。初心者大歓迎。
■時毎月第２・４昭午前１０時～正午
■場二本木公民館 ■￥月額２０００円（入
会金１０００円別途） ■他見学・体験歓
迎 ■問杉浦純

じゅん

子さん（緯〈７５〉１１９３）
こ

第八回夕
せき
照
しょう
会書展
かい

横山夕葉さん主宰「夕照会」の作
せき よう

品展。濃墨や淡墨の多様な書作品、
のう ぼく たん ぼく

基礎の古典から創作までを展示。
■時１１月２６日昌～３０日掌午前９時～
午後５時（３０日は午後４時まで）
■場市民ギャラリー
■問黒柳知里さん（緯〈７８〉５０８８）

ち さと

わはは！感謝祭～笑・
わ
和・
わ
輪～
わ

人形劇、コンサート、プチスク
ラップブッキング体験にバザーな
ど笑顔で子育てできる気づき満載。
ぜひ遊びに来てください。
■時１１月２４日承午前１０時～午後２時
■場北部公民館 ■問子育ちねっとわ
はは！伊藤希美さん（緯〈９７〉２４９２）

き み

服部八千代個展と
や ち よ

八彩会展
はっさいかい

八彩会の主宰者・服部八千代氏
７０歳記念個展と、洋画６サークル
の合同展示会です。
■時１１月１９日昌～２３日抄午前９時～
午後５時（２３日は午後４時まで）
■場市民ギャラリー
■問稲垣政さん（緯〈７５〉０８７９）

まさる
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「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。

外観・糖
度・味わい
の総合点を
競う「あい
ちのいちじ
くコンテス
ト」。今年、岩瀬光治さんのいち
じくが最高賞の「農林水産大臣
賞」を受賞しました。
◆２０年目の快挙
いちじく栽培を始めたのは、
サラリーマンを定年退職してか
ら。以来２０年間、夏場から１１月
初旬までは、早朝から昼ごろま
で収穫や箱詰め作業に追われる
毎日です。８０歳でこのようなす
ごい賞を頂くとは夢にも思って
いなかったので、本当に驚きま
した。

◆蓄積してきたデータを頼りに
作業場の壁には、一日一日の
天気・気温・肥料量・収穫量な
どが全て書き留めてあるカレン
ダーを１０年分貼っています。過
去の気象条件と収穫量の相関関
係を参考に、肥料の分量や与え
る時期を細かく調整しているん
です。今年の
夏は雨が多く
て苦労しまし
たが、肥料の
やり方がうま
くいき、糖度
の高いいちじ
くを作ること
ができました。
◆あと２、３年は
実は、今年でいちじく栽培を

辞めようと思っていたんです。
作業は一日たりとも休むことが
できないので、夏や秋の良い時
季に、妻と旅行にも行けません
でしたからね。
でも、妻は「お父さん、続け

てきて良かったね」と受賞を誰
よりも喜んでくれました。遠方
から毎年私のいちじくを買いに
来てくれる人もたくさんいます。
あと２、３年は続けようか。妻
とはそう話しているところです。

夢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

岩岩瀬さ岩瀬さんん

２２００年年続けてきた妻との二人三続けてきた妻との二人三脚脚

早早朝から収早朝から収穫穫

いちじくコンテストで農林水産大臣賞を受賞

岩瀬光治さん（寺領町）
みつ はる

町内会長の杉
浦義雄さんに、

よし お

まちを紹介して
もらいます。
◆国際色豊か
県営古井住宅
は、古井町の西側にあり、全１６
棟・約６００世帯からなります。
ブラジル・フィリピンなどの外
国籍住民が多いのが特徴で、１
割弱を占めています。
◆充実した福祉
古井住宅町内会にキャッチフ
レーズを付けるなら、「福祉のま
ち」です。
毎年の敬老会では、温泉や食
事、観劇などを楽しんでもらう
日帰り旅行を企画。お祝い金も

贈呈します。
今年は三河温
泉へ５０人で行
き、とても喜
ばれました。
見守り・訪問活動として、役
員や民生委員・ボランティアが
一人暮らし高齢者や障害のある
人の戸別訪問もしています。日
常生活の困りごとなど
を聞き出し、対策を考
えます。
生活習慣や文化の違
いから困難を抱えてい
る外国籍住民もいると
思われるので、今後は
全世帯への訪問もして
いく予定です。

◆世代・国籍を超えて
秋まつりは、毎年たくさんの

人が参加する一大イベント。焼
肉やおでんの屋台を出したり、
外国籍住民がカラオケで演歌を
披露したり、とても盛り上がり
ます。世代・国籍を超えた住民
同士の交流が、ますます盛んに
なっていくといいですね。

古井町（古井住宅）

楽しみにしている人が多い敬老会の旅楽しみにしている人が多い敬老会の旅行行

県県営古井住県営古井住宅宅



我

さくの幼稚園・作野保育園の園児約４００人が一緒に
葵武将隊の演舞を見たり、「堪忍をどり」を踊ったりし

かんにん

ました。園児から「楽しかった」などの声が聞けました。

■日９月３日 ■場さくの幼稚園
さくのなかよし会

児童６７人が発表。孫たちのメッセージを聞いた祖父
母から「感動で泣けてきました」など心温まる感想が聞
けました。

■日９月１４日 ■場文化センター
敬老メッセージ発表会
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市内男性最高齢者である神谷茂さん（１０３歳）を市長
しげる

が訪問。神谷さんから「好き嫌いなく、何でも食べま
す」など長寿の秘訣をお聞きしました。

■日９月８日 ■場三河安城東町
敬老訪問

５００人が稲刈りを体験。参加した児童から「稲刈りは
学校でやったことがある。楽しかった」「稲刈りは初め
て。難しかったけど楽しい」などの声が。

■日９月１４日 ■場和泉町七ツ田
ふれあい田んぼアート２０１４稲刈り

牙

市内小・中学生などから１２５点の応募がありました。
市長賞を受賞した生徒から「おじいちゃんが便利に暮
らせるように作った」と微笑ましい感想が聞けました。

■日９月２７日・２８日 ■場文化センター
安城創意くふう展

電気自動車用の充電スタンドを○○○○○と市役所の２カ所に設置しました。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、１１月２０日昭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）
１０月１日号の答え：「サルビアン」 ※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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地元企業から集まったセーフティレディが、ドライ
バーらに本市特産のナシを配布。ドライバーひとりひ
とりに笑顔で交通安全をＰＲしました。

■日９月２９日 ■場市役所前県道
交通事故なし・危険ドラッグ・飲酒運転根絶キャンペーン

補助輪の外れていない子ども約５０人が参加。参加し
た子の保護者から「こんな短時間で乗れるようになる
とは思わなかった」と驚きと喜びの声が聞けました。

■日９月２３日 ■場中心市街地交流広場
子ども向け自転車教室（補助輪バイバイコース）

デンパークと市役所への充電スタンド設置を記念し
たセレモニーに５０人が参加。電気自動車ユーザー代表
として、加藤謙

けん
二さんが充電
じ

初めをしました。
ぞ

■日９月１３日 ■場デンパーク
電気自動車用充電スタンドオープニングセレモニー


