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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。
掲載希望者は、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。
各情報については、それぞれの
問い合わせ先へ。
※掲載は先着順。ただし、過去
に掲載していない団体を優先
します。７月１日号分は４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。

チアダンスメンバー募集
小学１年生から３年生の踊りが
好きな女の子、私たちと一緒にチ
アダンスをしませんか。
■時月３回昌午後５時３０分～６時３０
分 ■場中部福祉センター ■￥月額
３０００円 ■問河合章予さん（緯０９０〈６

あき よ

０８８〉２７７５）

アンパンママ（リトミック）
親子で楽しく遊びませんか。運
動会やクリスマス会もあります。
■時月２回昇午前１０時～１１時３０分
■場桜井保育園 ■対１歳～未就園児
の子とその保護者 ■￥３カ月１８００
円 ■申山下依里子さん（緯０９０〈６６４

え り こ

４〉３０９０）へ

シャンソン仲間がフランス語や
日本語で楽しく歌います。歌手の
青山桂子によるミニライブもあり

けい こ

ます。
■時３月１３日晶午後１時～４時
■場昭林公民館
■問柘植智博さん（緯０８０〈５１２８〉８３８１）

とも ひろ

シャンソン発表会水彩画を一緒に楽しみませんか
初心者を対象に、やさしく楽し
みながら描きます。発表展もあり。
■時毎月第４松午前１０時～正午
■場北部公民館 ■講加藤孝氏 ■対小

たかし

学生以上（親子可） ■定１０人 ■￥３
カ月４０００円 ■他体験可 ■問小笠原
健三さん（緯０９０〈４４4９〉１５４１）
けん ぞう

リスこりす（リトミック）
新年度のメンバーを募集。親子

で楽しむリトミックです。
■時月３回昇４５分間 ■場中部公民館
■対０歳～３歳の子とその保護者
■定子の年齢別に各１０組 ■￥月額
３０００円 ■申岩瀬里登恵さん（緯０９０

さ と え

〈９８９１〉８０８３）へ

安城ギタークラブ会員募集
クラシックギターで合奏を楽し
みませんか。見学もできます。初
心者の方も大歓迎です。
■時毎週掌午前９時～正午 ■場二本
木公民館 ■￥月額１０００円
■問木内正範さん（緯〈７５〉５０３３）

まさ のり

コーロ・アンジェリコ団員募集
「天使の歌声」の女声合唱団です。
楽しく高い技術をモットーに練習
しています。初心者大歓迎。
■時毎週晶午前１０時～正午 ■場文化
センター ■￥月額４０００円 ■他見学・
体験可
■問河原鈴代さん（緯〈９８〉３３７９）

すず よ

第１２回弥生写真展
■時３月１７日昇～２２日掌午前９時～
午後５時（１７日は午前１１時から、
２２日は午後３時まで） ■場市民ギ
ャラリー ■内出展者獅中島弘一、

こう いち

井
い

野口菊男、
の くち きく お

尾関邦隆、稲田
くに たか

豊、
ゆたか

市川晋、
すすむ

市川由香 ■問井野口菊男
ゆ か

さん（緯０９０〈４２１５〉０８０１）

近藤義行展（絵画）
よし ゆき

心を込めて描いた風景や花など
の水彩・油彩作品４０点程度を展示。
■時３月２４日昇～２９日掌午前９時～
午後５時（２４日は午後１時から、
２９日は午後４時まで） ■場市民ギ
ャラリー
■問近藤義行さん（緯〈９２〉１１４７）

市村アイデア賞で文部科学大臣賞を受賞
いち むら

内藤壮馬さん（安城中部小学校２年）
そう ま
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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。

子どもの
発明や工夫
の力を育て
ることが目
的の第４５回
市村アイデ
ア賞で、約２万７０００点の中から、
内藤さんの「ぐるぴたっキラキ
ラ花火」が最高賞の文部科学大
臣賞に選ばれました。
◆子どもができる打ち上げ花火
きっかけは、
夏休みに家族
で見た打ち上
げ花火。子ど
もだけだと打
ち上げ花火は
できないので、
この作品を作

ろうと思いました。
工夫したのは花火の形。お父
さんに手伝ってもらいながら、
インターネットでいろんな
花火を見て形を考え、磁石
の配置を決めました。作品
は、夏休みいっぱいかかっ
て完成しました。
◆夢はモノを作る人
去年の市村アイデア賞は

佳作だったけど、もっと上
の賞だと東京に行けると知
って、今回がんばりました。
賞が取れたことに大満足。
得意科目は算数で、音楽が
苦手です。東京の表彰式よ
り音楽の授業で歌う方が緊
張します。
もらった賞金で、ずっと

欲しかったプラモデルを買いま
した。将来は、プラモデルなど
モノを作る仕事がしたいな。

内内藤さ内藤さんん

ぐるぴたぐるぴたっっ
キラキラ花キラキラ花火火

＜使い方＞
①上下のペットボトルを回し、箱
の中の磁石付きの紙を動かす

②モールの山を通ることで磁石に
くっつき、花火の形が完成

「「かがくのひろば」で作品を紹「かがくのひろば」で作品を紹介介

フットサルで安城を盛り上げたい

FCJOAN
ジ ョ ア ン

フットサルとはハンドボール
と同程度の広さのコートを使い、
１チーム５人で戦うサッカーに
似た競技のこと。安城に関心を
向けるチームが現れました。
◆４年目にして県３部リーグ
チーム発足３年目の下位リー
グ優勝を携えて、３部リーグに
昇格。県リーグは競技レベルは
もとより、大会の運営協力も求
められますが、チーム一丸とな
って勝ちに行く方針から成し遂
げることができました。
◆大人が真剣にコートをかける
地域で感動できる「蹴る環境」

の提供を目指して活動していま
す。試合の喜びは他では味わえ
ないものです。

しかし、練習時間の確保は仕
事や家族との兼ね合いもあり、
メンバーが抱える共通の悩み。
インターネットでの出欠把握や、
試合後に応援してくれた家族と
過ごす時間を確保するなど工夫
と配慮は欠かせません。
◆地域とともに
以前、目標とするチームがご
当地キャラクターと一緒
に試合を盛り上げていま
した。
JOAN（ANJOをもじ

ったチーム名）が存続す
るためにも、地域への感
謝を具体的に表すことが
必要と感じました。第一
弾は、試合会場に安城七

夕まつり公式キャラクターのき
ーぼーを招待したこと。今後は
ユニホームにもきーぼーが登場
する予定です。子どもたちにフ
ットサルの楽しさを伝えるなど、
地元チームとしての活動も充実
していきます。
フットサルを通して、安城を

盛り上げていきたいです。

きーぼーと共に願いをかなえまきーぼーと共に願いをかなえますす



画

本市の新成人は２００５人。思い出に残る式にするため、
新成人２３人の実行委員が、式典やイベントなどで、大
いに会場を盛り上げていました。

■日１月１１日 ■場デンパーク
成人式

市内８中学校から代表各２人が参加。生徒たちが携
帯電話やスマートホンなどの使い方について、活発に
意見交換し、宣言文を作りあげました。

■日１月２０日 ■場教育センター
安城ケータイ・スマホ宣言
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子どもと保護者７組が参加。参加者から「絵を描い
たり、色を塗ったりできて楽しかった」「子どもと一緒
に凧作りができて良かった」などの感想が聞けました。

■日１月１８日 ■場環境学習センターエコきち
桜井凧をつくろう

新春を祝う茶会を丈山苑にて開催。もてなした人か
ら「お客さんへのお運びは緊張した」「器を下げるタイ
ミングが難しい」などの声が聞けました。

■日１月１８日 ■場丈山苑
新春茶会

臥

１４６６本の「つなぎ鉛筆」をアフガニスタンへ送りまし
た。児童から「この鉛筆を使ってもらえたらうれしい」

「今後もこの活動が続いてほしい」との声が聞けました。

■日２月３日 ■場祥南小学校
「せかいいちうつくしいぼくの村」の今

２月１３日から○○リサイクルステーションがアピタ安城南店駐車場内に移転しました。引き続きのご利用をお
願いします。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、３月２０日晶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）
２月１日号の答え：「家具」 ※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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約２６０チーム、１３００人以上が参加した駅伝大会。大
会当日の天候は雨。最悪のコンディションながら、各
選手は日ごろの成果を発揮していました。

■日２月８日 ■場デンパーク
安城市民デンパーク駅伝大会

長野県根羽村からトラック２台分の雪が届きました。
児童たちは「冷たいけど楽しい」と、安城では珍しいた
くさんの雪を前に、はしゃいでいました。

■日２月１２日 ■場三河安城小学校
根羽村から雪のプレゼント

アピタ安城南店東側の名鉄西尾線高架下にあった桜
井リサイクルステーションを同店駐車場内に移転しま
した。引き続きのご利用をお願いします。

■日２月１３日 ■場アピタ安城南店駐車場内（桜井町）
桜井リサイクルステーションを移転


