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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。６月１日号分は３月１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。

Let's
レッツ

Enjoy
エ ン ジ ョ イ

ENGLISH
イ ン グ リ ッ シ ュ

外国人講師と一緒に、楽しく英会話を学びませんか。
■時月３回松諮親子施午後１時１０分 園児施午後１時４５
分 小学生施午後２時３０分 ■場文化センター ■定各８
人（先着順） ■￥各月額２８００円
■問ジェインさん（緯０９０〈９１２５〉９４６０）

「安城川柳会」会員募集
句を作りみんなで詠み合う、和気あいあいとした集
いです。川柳で人生を軽やかに、豊かにしませんか。
■時毎月第３松午後１時３０分～３時３０分 ■場南部公民館
■￥６カ月４５００円 ■他見学・体験は随時受け付け
■問牧野安宏さん（緯０９０〈３３０５〉５７３２）

やす ひろ

第２回岡菊苑のひなまつり
おか きく えん

つり雛飾りとちりめん細工、四季の花々を展示。乾
いぬい

房枝のパッチワーク喜寿記念展も開催しています。
ふさ え

■時２月１９日晶～２１日掌午前９時～午後４時 ■場まちの
えき岡菊苑（朝日町）
■問早川幸子さん（緯〈７６〉３４３５）

ゆき こ

絵手紙「たんぽぽの会」会員募集
好きな題材をはがきに描き、言葉を添えて手軽に絵
を楽しみましょう。メールが盛んな時代に、絵手紙は
友人やお孫さんに喜ばれますよ。
■時毎月第１・３晶午後１時３０分～３時３０分 ■場南部公
民館 ■￥月額１０００円 ■問森達男さん（緯〈７６〉８６３５）

たつ お

やさしい中国語サークル会員募集
目的に合わせ、さまざまなコースを選択できます。

■時毎週松諮入門（初心者向き）施午後２時３０分 初級施午
後１時 中級施午後３時３０分 上級施午後５時 ■場作野
公民館 ■￥入門施月額４０００円 それ以外施月額５０００円
■他見学歓迎 ■問本川嘉寿香さん（緯０９０〈５１０９〉４２５８）

ほん かわ か ず こ

建国記念の日を祝う市民の集い
一緒に日本を考えませんか？
■時２月１３日松午後１時３０分～５時 ■内芸能の上演（豊
麗会による舞踊）、三宅博氏記念講演 ■場市民会館
■￥１０００円（１８歳以下無料）
■問林大二郎さん（緯０９０〈２８９６〉２８４５）

だい じ ろう

全日本写真連盟安城支部写真展
四季折々の風景を、会員の感性で捉えた作品に仕上
げて展示します。ぜひ、ご覧ください。
■時２月２５日昭～２８日掌午前９時～午後５時（２５日は午
後１時から、２８日は午後４時まで） ■場市民ギャラリー
■問岡田巳吉さん（緯〈７６〉３８４１）

み よし

漆工芸作品作り教室「逸漆会」会員募集
いっ しつ

漆の特質を活かし、さまざまな作品作りを楽しんで
います。
■時毎月第２・４晶午前９時～午後４時 ■場南部公民館
■￥月額４５００円 ■講久世和政氏

く せい かず まさ

■問石川敏一さん（緯〈２２〉４７３４）
とし いち

チアダンス「プリンセスティアラ」メンバー募集
春から一緒に、楽しくチアダンスを始めませんか。
■時月３回松午前１０時３０分～１１時１５分 ■場中部福祉セン
ター ■対４月から年長又は小学１年生になる女児
■￥月額３２００円 ■他３月１９日松に体験会を開催。随時見
学可 ■問藤高果希さん（緯０９０〈９１７３〉２１８６）

み き
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「わたしの望遠郷」コーナーへの情報提供は、電話で秘書課広報広聴係（緯〈７１〉２２０２）へ。

◆海に面した
暖かなまち
焼津市は、
静岡県の中央
部に位置しま
す。まちの東
側は駿河湾に
面し、気候はとても温暖。冬で
もコートが要らない程で、約３０
年間住んでいましたが、雪が積
もったことは一度もありません。
安城市に引っ越してきた時は、
冬の寒さに驚きました。
◆市民の味「黒はんぺん」
昔から漁業が盛んな焼津市で
は、新鮮な魚を味わうことがで
きますが、私のオススメは「黒
はんぺん」。鯖などの青魚を骨ま

でまるごと使った練り物で、魚
本来の風味を楽しむことができ
ます。
食べ方は、煮たり焼いたりフ
ライにしたりとバリエーション
豊か。定食屋の定番メニューや
学校給食の献立になるほどで、
焼津市民にとっては、子どもの
頃から親しみのある味です。
◆漁業のまちから望
む富士山
富士山のビュース
ポットと言えば、静
岡市の「三保松原」が
有名ですが、市内に
も多くのスポットが
あります。中でも港
からの眺めが私のお

気に入り。駿河湾と漁船越しに
望む富士山は、焼津市ならでは
の景色です。
焼津市は、安城市から車で約

２時間。今も年に２回は遊びに
行きます。皆さんも、新鮮な魚
と雄大な富士山を満喫しに、ぜ
ひ訪れてみてください。

成瀬弥須子さん（大岡町）
や す こ

静岡県焼津市
やい づ

港港から望む富士港から望む富士山山（（提供：焼津市提供：焼津市））

成瀬さ成瀬さんん

昨年１２月に開催された技能五
輪全国大会で、初出場ながら敢
闘賞を受賞しました。
◆デザインが決まらず焦りも
大会では花束、ブライダルブ
ーケ＆ブートニア、アレンジメ
ントの３種類を作ります。事前
にデザインを考え練習しなけれ
ばならないのに、なかなか決ま
らずとても焦りました。
直前の１カ月は土日も休まず
毎日練習し、本番に臨みました。

◆笑顔を心掛けて
大会前は緊張し
ていましたが、笑
顔を心掛け、楽し
みながら制作しま
した。これがいい
結果に結びついた
のだと思います。
制作終了後、審査員から「机

の上を綺麗にしていますね。お
花屋さんは、机の上など身の回
りをいつも綺麗にしておかない
とね」と褒めていただいたこと
も嬉しかったです。さらに、他
の参加者の作品を鑑賞し、親交
が深められたことも良い経験と
なりました。
◆みんなを笑顔に
以前、先生に「花には気持ち

が伝わるから、制作するときは
楽しい気持ちで取り組んで」と
教えていただきました。それ以
来、笑顔を心掛けるようになり
ました。今ではフラワーアレン
ジメントをしていると、自然と
笑顔になります。これからもみ
んなを笑顔にする作品を作って
いきたいです。

技能五輪全国大会フラワー装飾の部で敢闘賞
デカマルゴ ベアトリスさん

（安城農林高等学校生物工学科３年）

大会での様大会での様子子

メダルを手にするデカマルゴさメダルを手にするデカマルゴさんん
完成完成作作品品



我

園児５４人が、サンタクロースからプレゼントをもら
いました。園児からお礼に、クリスマスソングの合唱
や手作りカレンダーをサンタに贈りました。

■日昨年１２月１７日 ■場三ッ川保育園
サンタクロース施設訪問

ＪＲ安城駅南側エリアに、約５万５０００球のイルミネ
ーション「光のロマンティック通り」が登場。２月末ま
で飾られていますので、ぜひご覧ください。

■日昨年１２月２３日 ■場御幸本町
まち灯り点灯式
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地域の安心安全を守る市内３０分団を、市長などが激
励。消防団員たちは火災発生を未然に防ぐため、パト
ロールを実施しました。

■日昨年１２月２７日 ■場篠目町内会ほか
消防団年末特別巡視

書家・山本祐司氏と安城高等学校書道部３６人が披露。
ゆう じ

生徒から「皆さんに、多くの幸せが訪れることを願い
パフォーマンスしました」などの感想が聞けました。

■日１月２日 ■場デンパーク
書道パフォーマンス

牙

約３５０人が参加し、新年のあいさつを交わしました。
また、平成２９年６月にオープンする中心市街地拠点施設
の愛称が「アンフォーレ」に決定したことを発表しました。

■日１月６日 ■場文化センター
新年交礼会

ごみ減量キャンペーン（左上の写真）では、市民○○によるごみ減量を推進するため、ごみの減量と分別の協力
を呼びかけました。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、２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）
１月１日号の答え：「ごみ」箱 ※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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丈山小学校三河万歳クラブの児童７人が「招福の舞」
を披露。観客から「立派に演じる子ども達を見て、私
も頑張らなければと思った」などの感想が聞けました。

■日１月９日 ■場丈山苑
新春三河万歳

本市の新成人は２０８６人。式に参加した新成人は、旧
友との再会や新成人実行委員が企画・運営した抽選会
などのイベントで、大いに盛り上がっていました。

■日１月１０日 ■場デンパーク
成人式

市民協働によるごみ減量を推進するための街頭キャ
ンペーン。雑がみ回収袋を手渡しながら、ごみの減量
と分別の協力を呼びかけました。

■日昨年１２月１８日 ■場アピタ安城南店（桜井町）
ごみ減量キャンペーン


