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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。１０月１日号分は７月１日晶から受け
付けます。掲載基準等の詳細は同係まで問い合わせ
てください。

孝彩会 パステル画作品展
こう さい かい

安城在住の画家加藤孝氏（日本新芸術協会副理事長）
たかし

指導の下、描いたパステル画の作品展を開催します。
■時６月３日晶～５日掌午前９時～５時（３日は午後１
時から、５日は午後４時まで） ■場市民ギャラリー
■問泉田健造さん（緯０９０〈５８６２〉２２０６）

けん ぞう

第１２回安笑落語会
第１２回の安笑落語会を開催します。気分転換にぜひ
お越しください。いろいろな笑い話を用意して、お待
ちしています。
■時６月４日松午後２時 ■場昭林公民館
■問浅田賢さん（緯０９０〈８７３４〉２２６４）

けん

わらべうたであそぼ！
季節のわらべうたを歌いながら親子で触れ合います。
■時６月２２日昌午前１０時３０分 ■場総合福祉センター
■対０～３歳の子とその保護者 ■￥５００円
■問わらべうたの会おっぷっぷのぷぅ・安藤安代さん

やす よ

（緯０９０〈７９１０〉４６０４）

太極拳 火曜会 会員募集
か よう かい

太極拳で健康維持をはかりましょう。男性も多数活
動しています。
■時毎月第１・３昇午後１時３０分～３時 ■場総合福祉セ
ンター ■講広瀬佳代子氏 ■￥３カ月１２００円

か よ こ

■問岡本優さん（緯０８０〈６９０１〉１５１３）
まさる

川柳“祥”会
しょう

できたての会です。楽しい句を作ってみませんか。
ぜひ見学に来てください。
■時毎月第４松午前１０時～正午 ■場安祥公民館 ■￥６カ
月３５００円
■問土園映子さん（緯〈７４〉４８５４）

ど ぞの えい こ

文協創立７０周年 第２１回三河・名古屋形象派展

感性豊かで自由な絵画（油彩・水彩等）展を開催して
います。
■時５月３１日昇～６月５日掌午前９時～午後５時（５日
は午後４時まで） ■場市民ギャラリー
■問渡邊浩行さん（緯〈７２〉２０４０）

ひろ ゆき

海外支援衣料回収活動
家庭で眠っている衣類の提供をお願いします。衣類
は家庭で洗濯済のもの。クリーニング不要です。
■時６月４日松午前９時～正午 ■場アピタ安城南店３階
駐車場 ■他回収できない衣類もあります
■問叙デンソー安城・兵藤辰夫さん（緯〈９６〉０１０１）

たつ お

第４回ぬくもりの郷「感謝祭」
さと

日頃の感謝の気持ちを込め、感謝祭を開催します。
みなさんのお越しをお待ちしています！
■時６月５日掌午前１１時～午後１時（雨天決行）
■場■問ぬくもりの郷（赤松町）・蜂須賀暢男さん（緯〈７７〉

のぶ お

５２２２）

修錬 高棚修武会（剣道） 会員募集
今年で創立５２年目を迎える会です。優しく丁寧に指
導します。剣士となり仲間達と心と体を鍛えませんか。
■時毎週捷昌午後７時～９時、毎週松午前７時～９時
■場高棚小学校体育館 ■￥年額７０００円
■問神宮数見さん（緯〈９２〉２５８８）

じん ぐう かず み

臥 広報あんじょう 2016.6.1

安城が誇るテニス少女たちに、
全国大会の思い出と今後への意
気込みを語ってもらいました。
まずは３月に全国大会に出場
した小学５年生の皆さんです。

◆粘り強いプレーが持ち味
石原・榊原ペア：私たちは不利
な状況でも、最後の１ポイント
まであきらめずにプレーします。
全国大会は強豪が多く苦戦しま
したが、なんとか１勝をあげる
ことができました。これからの
練習でさらに技に磨きをかけ、

もう一度全国大会に出場できる
よう努力を重ねていきます。
◆次の目標は全国大会優勝
辻・都築ペア：私たちの武器は
人一倍負けず嫌いで最後まであ
きらめない心です。本番で
は大会前日の練習試合で負
けた相手と対戦しましたが、
「絶対負けない！」という強
い意志で臨んで勝利。３位
トーナメントでベスト４に
入りました。この経験を生

かし、来年の全国大会では優勝
を目指します。

次は同じく３月に全国大会に
出場し、今夏の大会に向けて練
習を重ねる中学３年の竹本さん。
顧問の西澤美智雄先生も「次は

み ち お

雪辱を果たしてくれるはず」と

期待を寄せます。
◆最高の仲間と、最高の笑顔で
竹本：各県選抜というレベルの
高い環境で試合ができ、自分に
とって全てがプラスになりまし
た。都道府県対抗試合では個人
戦に出場しましたが、団体戦の
メンバーに選ばれなかったのは
辛く悔しい思い出です。この悔
しさを最後
の夏の大会
に思いっき
りぶつけた
いです。残
された練習
時間を一分
一秒も無駄
にせず、本
気で向かっ
ていきます。

全国小学生ソフトテニス大会に出場
石原梨生奈さん（新田小５年）、榊原

り お な

萌夏さん・辻ひなのさん・都築
も か

佳苗さん（丈山小５年）
か なえ

都道府県対抗全日本中学生ソフトテニス大会に出場
竹本有花さん（明祥中３年）

ゆう か

石石原さん 榊原さん 辻さん 都築さ石原さん 榊原さん 辻さん 都築さんん

真剣な表情でプレ真剣な表情でプレーー
する竹本さする竹本さんん

矢嶋歩望くん（９カ月）
あゆむ

お出かけが大好きで、
パパと電車を見に行く
お散歩はいつもニッコ
リ。ママの料理をたく
さん食べて大きくなあ
れ！ （桜町）

大原あかりちゃん（１０カ月）

お兄ちゃんのことが
大好き、バナナが大好
き、パパの歌も大好き！
かわいい笑顔で家族を
あかるくしてね！

（里町）

竹内莉乃ちゃん（５カ月）
り の

いつも笑顔いっぱい
の莉乃ちゃん。成長が
楽しみです璽これから
も元気に育ってね錘

（古井町）

増井瑛都くん（１０カ月）
えい と

ごはん、パン、いち
ご、りんご、バナナ、
おいも、にんじん、ト
マト……全部大好き！
たくさん食べて大きく
なりたいな錘（横山町）

お子さんの写真を載せませんか。
掲載方法の問い合わせは電話かＥメールで広報広聴係
（察〈７１〉２２０２／info@city.anjo.aichi.jp）へ。
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こどもの日にちなんで毎年開かれる試着会。３１９人
が鎧かぶとに身を包み、刀を差して勇壮な武者姿に。
「家族で参加できて、とてもいい思い出になった」「お
姫様にもなってみたいな」等の感想が聞けました。

■日５月５日 ■場歴史博物館

鎧の試着会
よろい

本證寺を中心に、小川城跡や蓮泉寺、神明社・小川
れん せん

天神社等を巡りました。豊富な知識を持つ安城ふるさ
とガイドの皆さんの案内には、パンフレットでは得ら
れない貴重な情報も。市内外から３２人が参加しました。

■日４月２９日 ■場本證寺（野寺町）他

春の歴史ウォーク「本證寺境内を歩く」

時間前から長蛇の列ができ、ブルーベリー・レモン・
いちじく計４００本の苗木の配布は、わずか７分で終了
しました。配布と共に協力を呼びかけた「緑の募金」、
安城市の募金額は県内２位です。

■日４月２９日 ■場堀内公園

緑化木の配布

今回は熊本地震の被災地支援のため、災害義援金と
被災者に向けた「願いごと短冊」を受け付けました。被
災者への応援や被災地復興を願うメッセージが書かれ
た短冊は、被災地の施設等に飾られる予定です。

■日４月２３日 ■場 JR安城駅前一帯

ホコ天きーぼー市

蛾 広報あんじょう 2016.6.1

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、６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）
５月１日号の答え：「明祥」 ※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。

こどもぐるぐるゼミナールで作った甘くて美味しいおにぎり。
さて、○に入る漢字３文字は何でしょう？

市政功労者・一般功労者に表彰状を授与、多額寄付
者等に感謝状を贈呈しました。併せて、有森裕子さん
の講演会や市内企業のスポーツチームを応援するホー
チームサポーター事業キックオフ式も行いました。

■日５月９日 ■場市民会館

市制施行６４周年安城市発展祭

五月晴れのこの日、３４６人が美味しいお茶とお菓子
を楽しみました。カキツバタが見事に咲き誇る庭園で
行われた野点には、着物に身を包んでおめかしした、

の だて

外国からのお客様の姿も見られました。

■日５月８日 ■場丈山苑

新緑茶会

「ウーさま」と一緒に子どもたちが環境について学ぶ
ゼミナール。「ウーさまと楽しいエコ体験」と題した今
回は、紙芝居で食について学んだ後、甘くて美味しい
甘納豆入り「ウーさまおにぎり」を親子で作りました。

■日４月２９日 ■場環境学習センターエコきち

こどもぐるぐるゼミナール

パパの力を借りて大きなスコップで土をならす男の
子。プランターを使った野菜づくり講座での光景です。
「子どもに農業を体験させる良い機会になった」と話す
保護者も。植え付け体験は８・１０月にも開催予定です。

■日５月７日 ■場アグリライフ支援センター

ミニトマトプランター植付体験

「○○○」入りおにぎり


