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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。７月１日号分は４月１日晶から受け
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。

太極拳を一緒に楽しみませんか
簡単なストレッチと楽しい太極拳のアットホームな
会です。若い人から年配の方まで、どなたでも楽しめ
ます。
■時毎週晶午後１時～３時 ■場市体育館 ■￥月額２７００円
■問山岡嘉精さん（緯〈２１〉４０５３）

よし あき

０６グルメの会（男の料理）会員募集
ぜろ ろく

気軽に、楽しく料理を作る仲間になりませんか。
■時毎月第３掌午前１０時から ■場作野公民館 ■対男性
■定５人（先着順） ■￥１回１０００円
■申３月５日松午前９時から平野清光さん（緯０９０〈２５７８〉

きよ みつ

８４４４）へ

楽彩会５周年展
らく さい かい

水彩画を習い始めて５年。その成果を見てください。
５年前の作品も展示します。
■時３月１７日昭～２０日抄午前９時～午後５時（１７日は午
後１時から、２０日は午後４時まで） ■場市民ギャラリー
■問金原秀三さん（緯〈９９〉２９２４）

かね はら ひで み

山口治子写真展Ｐａｒｔ１０
はる こ

北欧・アラスカの豊かな自然・美しい街並み・世界
遺産等の写真３５点を展示します。
■時３月３０日昌～４月３日掌午前９時～午後５時（３日
は午後４時まで） ■場市民ギャラリー
■問山口治子さん（緯〈７６〉３７８１）

親子リズムどんぐりクラブ会員募集
リズム遊びで思いきり体を動かしましょう。ママも
よい運動になりますよ。
■時毎週昭午前１０時～１１時３０分 ■場北部福祉センター
■対０～３歳の子とその保護者 ■￥月額１０００円
■問鳥居直美さん（緯０９０〈４１５６〉１３７６）

なお み

新舞踊瑞甫会舞踊まつり
みず ほ かい

新舞踊瑞甫会舞踊まつりにて、普段の成果を発表し
ます。お誘い合わせの上、ぜひ見に来てください。
■時３月２０日抄午前１１時～午後４時（開場：午前１０時３０分）
■場文化センター
■問山崎瑞甫さん（緯０９０〈１０９８〉３１５３）

リスこりす（リトミック）会員募集
新年度のメンバーを募集します。親子で楽しむリト
ミックです。年齢によってクラスが分かれます。
■時月３回昇４５分間 ■場中部公民館 ■対０～３歳の子と
その保護者 ■定子の年齢別に各８組 ■￥月額３０００円
■問木島由美子さん（緯０９０〈９９４３〉０９６８）

き じま ゆ み こ

やさしい英会話会員募集
英会話を始めてみませんか。日本語混じりの楽しい雰
囲気で、会の名前どおりのやさしい英会話を学びます。
■時毎月第１・３昭午後１時～２時 ■場二本木公民館
■対英会話の初心者 ■￥月額２２００円
■問平野雅和さん（緯０９０〈１８２６〉２０９６）

まさ かず

シャンソン発表会
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。歌手の青山桂子氏による、ミニライブもあり

けい こ

ます。
■時３月１１日晶午後１時～４時 ■場昭林公民館
■問石黒美保子さん（緯０９０〈３３８４〉７２８９）

み ほ こ

平成２６年、
権威ある「長

ちょう

三賞常滑陶業
ざ

展」で最優秀
の長三金賞を
受賞、世界最
大級の陶磁器コンペティション
「国際陶磁器展美濃」入選。作品
は東京・銀座の大手百貨店のバ
イヤーの目に留まり、店頭で取
り扱われることに。個展も国内
外で数多く予定されています。
陶芸家としてデビューしてから
わずか５年間での台頭に、業界
や陶芸ファンから注目を集める
安藤良輔さんです。
◆陶芸をなりわいに
芸大卒業後、東京のメーカー
に就職し、商品企画やパッケー

ジデザインなどを手がけていま
した。この間も、元々好きだっ
た陶芸への気持ちは高まる一方
で、自分の一生を陶芸に捧げた
いと就職４年目に退職。瀬戸窯
業高等学校専攻科で学んだ後、
陶芸家としての道を歩き始めま
した。
◆自由に、自分だけのやり方で
私の作品は、ろくろを使って
一点ものを作る伝統的な技法で
はなく、石膏の型を使う方法を
採っています。器の型作りには
風船を使っ
て自然なふ
くらみを表
現。木目を
作品の表面
に写したり、

銀彩を施したりと、試行錯誤し
ながら自分だけの作風を作り上
げてきました。制作のプロセス
は決して正統派ではありません
が、自由にやれるところが自分
に合っています。
夢には見ていたけれど、まさ

か本当に陶芸家としてやってい
けるなんてと自分自身で驚いて
います。世界中の一流アーティ
ストが集うイタリアの見本市ミ
ラノサローネが憧れ。ここに出
品するのが私の大きな夢です。

わたしのふるさ
とは九州の長崎
県にあります。
平地が広が
り田んぼの多
いところが安城
とよく似ています。
結婚を機に安城へ来ましたが、
「ここならふるさとと似ている
から大丈夫だ」と感じました。
◆うなぎは天然モノ
自宅では、よくうなぎが食卓
にのぼりました。近所のおじさ
んが捕ってきた天然うなぎを母
が調理してくれたのです。今で
もうなぎは大好物です。
◆初盆はお墓でにぎやかに
皆さんに驚かれるのですが、

諫早では初盆の時、お墓の前で
にぎやかに過ごします。お参り
に来た方にお酒やつまみを振る
舞い、故人をしのぶのです。お
墓の前で爆竹を鳴らす風習もあ
りますよ。
◆愛着ある諫早の眼鏡橋
高校時代、眼鏡橋を毎日見な
がら通学していました。そのた
め、この橋はとて
も愛着があります。
眼鏡橋というと、
長崎市のものを連
想するかもしれま
せんが、こちらの
方が大きくて立派。
最初この橋は、本

ほん

明川にかかってい
みょう

ました。昭和３２年の水害時、橋
でせき止められた流木やがれき
により、水が溢れてしまったの

あふ

です。これを機に、眼鏡橋は諫
早公園へ移築されました。
４月にはツツジが咲き乱れ、

とても美しい場所です。ぜひ、
諫早を訪れてみてください。

山崎
やまさき

嘉代子（安城町）
か よ こ
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「わたしの望遠郷」「ほっとタイ夢」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。

長崎県諫早市
いさ はや

山山崎さ山崎さんん

日本最大級の二連アーチ日本最大級の二連アーチ橋橋「眼鏡橋」「眼鏡橋」

陶芸家 安藤良
りょう

輔 さん（赤松町・３５歳）
すけ

（個展の予定はウェブサイト「ryosukeandoceramic」をご覧ください（個展の予定はウェブサイト「ryosukeandoceramic」をご覧ください））



我

３７０人が参加。医師会や安城更生病院、八千代病院、
行政が、地域医療の未来と市民の健康づくりについて
意見交換をしました。

■日１月１７日 ■場文化センター
健康づくりフォーラム

地域住民や消防団員など８９人が、消火器訓練や神社
の池の水を使ったバケツリレーを体験。参加者から
「地域の神社は地域で守りたい」との話が聞けました。

■日１月２４日 ■場大岡白山神社（大岡町）
文化財防火訓練
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小学生の部や親子の部など５部に約５００人が参加。
参加者から「この日のためにがんばって作った凧が、

たこ

うまく揚がってくれてよかった」との話が聞けました。
あ

■日１月３１日 ■場小川天神川原緑地
安城凧あげ大会

３５町内会が参加。青色防犯パトロール宣言文を読み
上げ、頑張ろう三唱で気合いを入れた後、青色防犯パ
トロール車３１台がパトロールに出発しました。

■日２月１日 ■場文化センター
青色防犯パトロール出発式

牙

開校１０周年を記念し、全校児童による群読「梨っ子
讃歌」を披露。合奏のように重ね合わせたり掛け合い
をしたりしながらの発表に、皆聞き入っていました。

■日２月６日 ■場梨の里小学校
梨の里小学校開校１０周年記念式典

今回のかがくのひろば（左上の写真）では、環境に目を向けた○○が数多く出品されました。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、３月２２日昇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：市民「協働」 ※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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首相夫人の安倍昭
あき

恵氏と重度の障害のある佐藤
え

仙
ひさ

務
む

氏による講演会を開催。講師から児童へ「後悔しない
よう今を全力で頑張って」などの言葉が贈られました。

■日２月１０日 ■場錦町小学校
ふれあい講演会

１８２６人が来場。参加した出展企業者から「過去にも
参加し契約につながった。この展示会は、販路拡大な
どに関して良いきっかけになる」と話してくれました。

■日２月１１日・１２日 ■場市体育館
安城ものづくりコンベンション２０１６

７４８点の出品作品の中でも、今回は環境に目を向け
た作品が多く、環境に配慮した本市の取り組みが広く
浸透していることが感じられました。

■日１月２２日～２４日 ■場文化センター
市小中学生科学賞作品展「かがくのひろば」


