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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。５月１日号分は２月１日昌から受け
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。

富士山写真愛好会・平成２９年新春富士山写真展

新春を祝って富士山の写真を全紙・全倍サイズで約
８０点展示します。
■時１月１０日昇～１５日掌午前９時～午後５時（１０日は午
後１時から、１５日は午後４時まで） ■場市民ギャラリー
■問入倉喜巳男さん（緯０９０〈１６２１〉０１６８）

き み お

落語会へのご案内
安笑落語会による北部公民館での２回目の落語会で
す。いろいろと滑稽話を用意しております。お誘いあ
わせの上、お越しください。
■時１月２２日掌午後２時（開場は３０分前） ■場北部公民館
■問原長

ちょう

介さん（緯０９０〈９１２５〉６８８０）
すけ

サルビア３Ｂ体操会員募集

おしゃべりをしながらの３Ｂ体操で健康増進をして
みませんか。
■時毎月第１・３昇午前１０時～１１時３０分 ■場総合福祉セ
ンター ■対市内在住で６０歳以上の人 ■￥年額１００００円
■問熊谷登喜男さん（緯〈７５〉５６０３）

と き お

フレッシュ木れん社交ダンスサークル会員募集
もく

初心者向けの社交ダンスレッスンを開始しました。
お気軽にどうぞ。
■時毎週昭午後７時～７時３０分 ■場安祥福祉センター
■他会費無料、服装自由
■問石川儀さん（緯０９０〈６３３８〉３７３９）

ただし

虹３Ｂ体操会員募集
みんなで楽しく、気軽に覚えられる３Ｂ体操で健康
増進、体力づくりをしましょう。
■時毎月第２・４晶午前１０時～１１時３０分 ■場住吉町内会
公民館 ■対市内在住で６０歳以上の人 ■￥月額１０００円
■問加藤一二三さん（緯〈９７〉１５３５）

ひ ふ み

野村郁夫展－教員３８年・学びの足跡ー

昭和５４年から教員として描いた、「かがくのひろば」
の表紙絵やポスター等の原画約１００点余を展示します。
■時１月７日松～９日抄午前９時～午後５時（９日は午
後４時まで） ■場市民ギャラリー
■問野村郁夫さん（緯〈７４〉３６５５）

いく お

第６６回全日本写真連盟安城支部写真展
四季おりおりの風景を、会員の感性で捉えた作品に
仕上げて展示しますので、ぜひご覧ください。
■時１月１９日昭～２２日掌午前９時～午後５時（１９日は午
後１時から、２２日は午後４時まで） ■場市民ギャラリー
■問柴田泰男さん（緯〈９２〉１９５４）

やす お

ヨガサークル楽趣味クラブ会員募集

肩こりや腰痛で悩んでいるあなた、ヨガで体幹を鍛
え、ストレッチやマッサージですっきりしませんか？
■時毎週昇午前１０時～１１時３０分 ■場大山町公民館 ■￥月
額２５００円 ■持ヨガマット、飲み物、タオル
■問平田知子さん（緯０９０〈２９４７〉４２６１）

とも こ

箕輪母子教室会員募集

月に１回、運動会・クリスマス会等楽しんでいます。
箕輪町以外の方も大歓迎です。無料体験もできます！
■時毎月第２昇午前１０時～１１時 ■場箕輪町内会公民館
■対未就園児とその保護者 ■￥年会費１５００円
■問多田茜さん（緯０９０〈９８９２〉７５８８）

あかね

■時とき ■場ところ ■内内容 ■講講師 ■対対象
■定定員・募集人数 ■￥会費・入場料など ■持持ち物
■他その他 ■申申し込み方法など ■問問い合わせ先
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石川葵ちゃん（１０歳・中央）
あおい

瑠希乃ちゃん（６歳・左）
る き の

屋代紀香ちゃん（１０歳）
や しろ のり か

石川笑望ちゃん（１歳）
え ま

泣き虫だけど笑った
顔は世界一璽リズム感
も抜群!!生まれてから
1年、色んなことがで
きるようになったよ！

（小川町）

おしゃべりが大好き！
２歳上のお兄ちゃんに
可愛がってもらってい
ます。早く一緒に遊べ
るようになりたいな。

（東栄町）

石川優依ちゃん（３歳）
ゆ い

悠真くん（１０カ月）
ゆう ま

ねぇねがいないと泣
いちゃう僕だけど、ち
ょっとずつ大きくなっ
てたくましくなるよ。

（石井町）

太田宜仁くん（７カ月）
のぶ ひと

昨年のお盆休みに、
バーベキューと花火を
しました。２０１７年も楽
しい思い出をいっぱい
作りたいです。（高棚町）

「ほっとタイ夢」に掲載する話題、「元気っ子アルバム」に掲載する写真を募集しています。
掲載方法の問い合わせは、電話かＥメールで広報広聴係（☎〈７１〉２２０２／info@city.anjo.aichi.jp）へ。

祖母の影響
で三味線を始
めたという田
中さん。幼い
頃からずっと
続けてきた三
味線の魅力に
ついて話を聞きました。
◆三味線を広めたい
三味線の魅力を伝えるには、
まず音を聞いてもらうのが一番。
日本人の体に刻まれている音色
ですから。ただ、最近は生の三
味線の音を聞いたことがないと
いう人が、年齢を問わず多いで
す。そこで体験会に力を入れ、
足を運びやすいカフェやレスト
ラン等を借りて開催しています。
お子さんから８０代の方々まで、

幅広い年代の人に来ていただい
ています。
◆西洋楽器とは一味違う魅力
ピアノやギターといった西洋
楽器で挫折して、自分は音楽が
苦手だと思っている人がいます
が、そういう人にこそ和楽器は
向いていたりします。西洋楽器
は楽譜から演奏に入りますが、
三味線は口伝の楽器。先生の身

く でん

体の動きや音に合わせることで、
演奏を身につけていくというプ
ロセスがあります。そうした方
法が向いている人にはとてもお
すすめなんですよ。
◆親子で三味線にふれる
親子向けの体験会も開催して
います。子どもが小さいからと
習い事をあきらめていたママさ

んがたくさん来てくれます。習
い事を始めたい、子どもにさせ
たい、と思ったときにまず思い
浮かぶのは身近なものですが、
そうなると三味線はまだまだ選
択肢に上がりにくいです。まず
は知ってもらうこと、楽器に触
れてみてもらうことが大事だと
考え、日々活動しています。

「三味線の良さを伝えたい」
三味線奏者（三味線・唄教室主宰）
田中こず恵さん（市内在住）

田中さ田中さんん

三味線を構える田中さ三味線を構える田中さんん
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昨今「ご当地もの」として関心が高まるマンホールカー
ド。市の花や文化財を題材とした絵柄が多い中、南吉
童話の一場面を配した本市のカードは珍しいそう。配
布初日には２００人を超えるコレクターが集まりました。

■日１２月１日 ■場 KEYPORT

マンホールカード配布スタート

「家族みんなで歩いて健康で幸せになろう！」をテーマ
に、市民等約１６００人が快晴の安城のまちを１０・６・４
灼の各コースに分かれて元気に歩きました。浅田舞さ

まい

んもゲストに駆けつけ、イベントを盛り上げました。

健幸ウォーキング
ケン サチ

猪飼孝志さん（橋目町）は、長年梨の品種改良に取り組
たか し

み、その高い技術で、今や全国的に人気の高い「愛
あい

甘
かん

水」や「
すい

甘ひびき」を作った人。梨農家の作業の効率化
あま

や収益向上への貢献、他農家への技術支援等、その功
績が認められました。受章おめでとうございます！

梨農家・猪飼さんが黄綬褒章を受章
い かい

寺のシンボルである鼓楼にちなみ、境内に設置された
こ ろう

ステージで１２の太鼓愛好グループにより和太鼓が演奏
され、国指定史跡・本證寺に勇壮な太鼓のリズムが響
き渡りました。

■日１１月１９日・２０日 ■場本證寺（野寺町）

本證寺太鼓フェスティバル

■日１１月２６日 ■場総合運動公園他
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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、１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）
１２月１日号の答え：「矢作」 ※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。

自転車の利用促進を目指して堀内公園でフェスティバルが
開催されました。○に入る言葉をお答えください。「○○でエコな乗り物 」

子どもから大人まで３３６５人のランナーが参加。総合運
動公園を出発し、JR安城駅前商店街や明治用水緑道等
を駆け抜けました。１０灼コースでは、建設中のアンフ
ォーレを横目に見ながらの激走となりました。

■日１２月１１日 ■場総合運動公園・JR安城駅前他

安城シティマラソン

安城の伝統芸能として愛される三河万歳。その保存会
が発足５０年を、後援会が発足４０年を迎えました。安城
・伊勢・伊予・越前・尾張・加賀の万歳団体が一堂に
会し、円熟の歌や踊りが披露されました。

全国万歳フェスティバルin安城

「健幸」でエコな乗り物・自転車にもっと乗ってもらい
たいと、地元の有志らが企画。子どもたちのチアダン
スや市長と自転車チームとのトークセッション、自転
車のニューモデル展示等が行われました。

■日１１月２３日 ■場堀内公園

HoriuchiParkFestival２０１６
■日１２月３日 ■場市民会館

市長や市議会議員等がサンタクロースに扮し、子ども
たちへのクリスマスプレゼントを持って４２園を訪問。
サンタの登場に、子どもたちはみんな大感激！目をキ
ラキラ輝かせながらプレゼントを受け取っていました。

■日１２月１５日・１６日 ■場石橋幼稚園他

サンタクロースが施設を訪問


