
俄広報あんじょう 2017.8.1

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。１２月１日号分は９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。

太極拳火曜会 会員募集
男性も多く楽しくやっています。健康維持のためぜ
ひどうぞ。
■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 ■￥２カ月１２００円
■問岡本優さん（緯０８０〈６９０１〉１５１３）

サルビア太極拳 会員募集
頭と身体を使う運動です。初めての人、若い人大歓
迎！
■時毎週昌午後１時３０分～３時 ■場安祥福祉センター
■対２０歳以上の人 ■￥３カ月３０００円
■問大見金弘さん（緯０９０〈７８６５〉８８９３）

■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

専門家による終活講座
高齢者が安心して暮らすために、相続・遺言等の心
配事を専門家が解決します。
■時８月９日昌午後１時３０分～４時３０分 ■場アンフォー
レ ■定６０名程度（先着順） ■申電話で高齢者支援よりそ
いの会・伊藤さん（緯〈７１〉１６７６）へ

日本風景写真協会 第８回愛知第三支部写真展
四季おりおりの風景写真６５作品を全紙サイズで展示
します。
■時８月２２日昇～２７日掌午前９時～午後５時（２２日は午
後１時から、２７日は午後４時まで） ■場市民ギャラリー
■問上口幸雄さん（緯０９０〈１８２２〉３６０１）

かみ ぐち

第１９回 れんの会作品展
昭林公民館で活動している絵画クラブれんの会作品
展です。個性豊かな作品を多数展示します。
■時９月５日昇～１０日掌午前９時～午後５時（５日は午
後１時から、１０日は午後４時まで） ■場市民ギャラリー
■問今村直子さん（緯〈４６〉０１０８）

アンパンママ（リトミック）サークル 会員募集
リトミックや季節の行事を親子で楽しみませんか。
■時月２回昇午前１０時～１１時３０分
■場桜井保育園、桜井福祉センター ■対未就園児とその
保護者 ■￥３カ月１８００円（体験１回５００円）
■問大橋さん（緯０９０〈３３８０〉２５２９）

へきしんフォトコンテスト作品募集
碧海信用金庫は「心に残った“愛知の風景”」をテーマ
にフォトコンテストを実施しています。
■申９月２９日晶までに郵送（必着）で応募。詳細
は右ＱＲコードからご確認ください
■問碧海信用金庫総務部（緯〈７７〉８１０１）

南宗水墨画 第六回石川久
きゅう

堤個展
てい

水墨画を主軸として書と写真と大型瓢
ひょう

箪に山水を書
たん

いた作品もあります。５０点余を展示します。
■時８月８日昇～１３日掌午前９時～午後５時（８日は正
午から、１３日は午後４時まで） ■場市民ギャラリー
■問石川久堤さん（緯〈７６〉５４７７）

第９回 丹青日本画グループ展
たん せい

日本画を中心にスケッチ画等、多彩で意欲的な会員
の新作約５０点を展示します。
■時９月２９日晶～１０月１日掌午前９時～午後５時（２９日
は午前１１時から、１日は午後４時まで）
■場文化センター ■問香村愛子さん（緯〈７６〉５０４３）
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安城市は県
内有数の美味
しいハウスき
ゅうりの産地
であることを
知っています
か？JAあいち中央キュウリ部会

（青年部）に所属する都築さんに
お話を聞きました。
◆自分の腕次第
以前はアパレル関係の仕事を

していましたが、家業の専業農
家を継いできゅうりの栽培を始
めました。近隣のきゅうり農家
とともに、『三河みどり』という
ブランドで展開しています。
うちでは親の代から２つの作
物を手がけていて、きゅうりと
いちじくを平行して栽培するの

で、正直、毎日大変です。収穫
等の繁忙期が重なりますし。で
も、自分の腕次第で作物の出来
が良くも悪くもなる。この点に
やりがいを感じています。
◆現状に甘んじることなく
気候等の条件に左右されるの
で、安定して美味しいきゅうり
を生産するのは
とても難しいこ
と。今期は年を
通しての寒暖差
が大きく、作り
にくい年でした。
ベテランのき
ゅうり農家の方
が、栽培の難し
さを「きゅうり
農家は毎年一年

生だ」と例えることがあります。
だけど、できるならその難しさ
を克服したい。常に進歩して、
安定を求めていきたい。毎月行
われる勉強会に参加して他の生
産者と情報交換したり、切磋琢
磨しています。日々精進です。

きゅうりといちじくの若き専業農家
都築寛成さん（姫小川町・３８歳）

ひろ なり

峨

磯谷祐希くん（９カ月）
ゆう き

体を動かすことが大
好き！これからも、元
気いっぱい遊んで大き
くなってね♪

(篠目町)

お出かけが好きな芽
生ちゃん・怜奈ちゃん。
これからもいろんな所
に行こうね。

（東栄町）

石川真央ちゃん（１１カ月）
ま お

いつもニコニコ笑顔
璽お兄ちゃんのことが
大好きなゆうくん。お
兄ちゃんと一緒に遊べ
る日が楽しみだね！

（安城町）

「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。
右QRコードからメールで問合せ可能です。

私たちのひまわり娘
璽元気いっぱい、笑顔
いっぱい！明るく・ま
っすぐ・元気よく！ま
おちゃん大好き璽

（藤井町）

水谷朱梨ちゃん（１０カ月）
あか り

岩下芽生ちゃん（５歳）、
め い

怜奈ちゃん（２歳）
れ な

ききゅうり部会の中では若手だという都築さきゅうり部会の中では若手だという都築さんん。。
「「５０代から５０代からをを挑戦の年にしたいと思っています挑戦の年にしたいと思っています」」
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市内８中学校で１６種目の激戦が繰り広げられます。東
山中学校名物の応援団や和太鼓の熱のこもった激励を
受けた各部の選手達が、全校生徒を前に、西三大会を
目指して力の限り戦うことを誓いました。

■日７月５日 ■場東山中学校

支所予選選手激励会

高校生約３０人が参加。自己理解ワークや地域で活躍す
る大人たちとの座談会を通して、自身の将来像や進路
について考えました。参加者からは「自分の考え方を
見直すいい機会になった」等の声が聞かれました。

Anjo-studio（高校生向け進路講座）

証明・旅券窓口センター

和泉そうめんの手延べ作業が始まっています。人の手
で麺を延ばしている作業はとても迫力がありました。
お店の方は気温によって麺の状態を変えることなど

「日々勉強」だと話していました。（安祥中２年・谷崎）

■日６月２１日 ■場和泉町地内

手延べそうめんづくり

■日６月１８日 ■場青少年の家

土日、祝日も開いているので平日に仕事をしている人
でも利用しやすくなっています。住民票や戸籍、パス
ポート等が取れますので、アンフォーレへ立ち寄るつ
いでにぜひご利用ください。（安祥中２年・鷹見）

■日６月２０日 ■場アンフォーレ本館１階

牙 広報あんじょう 2017.8.1

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、又は
Ｅメール（表題を「フォトでクイズ回答」）に記入し、８月２１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）７月１日号の答え：「デンパーク」 ※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。

この時季の定番イベントとなった「矢作川くだり」。１７回目の今回は何艇のい
かだが参加したでしょう。○に入る数字２文字をお答えください。「○○艇」

七夕の紙芝居を聞いたり、「たなばたさま」を手の振り
付きで踊ったり、楽しいひとときを過ごしました。最
後には七夕飾りの前で記念撮影。低年齢児のみんなは
大きなすいかに興味深々でした。

■日７月７日 ■場てらべサニーサイド保育園（今本町）

七夕まつり会

中学生から５０代までの幅広い年代の参加者が、大変な
熱気の中、真剣に太鼓を叩いていました。受講者は地
域の盆踊りで活躍した後、市民盆踊りの集い（８月２６
日松開催）でバチさばきを披露する予定です。

太鼓講習会

この日は安城七夕まつりの公式キャラクター「きー
ぼー」の誕生日。神社には小さな子ども連れの家族が
大集合。３匹のきーぼーが登場すると、観客からは大
歓声。写真撮影でも大人気のきーぼーでした。

■日７月７日 ■場安城七夕神社

きーぼー誕生祭

矢作川くだり
■日７月６日 ■場青少年の家

１７回目の今回は、自作のいかだ４２艇が参加。中には廃
材を使ったものもあり、約４．５灼の行程を各々のペー
スで下りました。参加者からは「川はきれいで、川の
風も気持ちよかった」等の声が聞かれました。

■日７月１日 ■場矢作川
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「日々勉強」だと話していました。（安祥中２年・谷崎）

■日６月２１日 ■場和泉町地内

手延べそうめんづくり

■日６月１８日 ■場青少年の家

土日、祝日も開いているので平日に仕事をしている人
でも利用しやすくなっています。住民票や戸籍、パス
ポート等が取れますので、アンフォーレへ立ち寄るつ
いでにぜひご利用ください。（安祥中２年・鷹見）

■日６月２０日 ■場アンフォーレ本館１階

牙 広報あんじょう 2017.8.1

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、又は
Ｅメール（表題を「フォトでクイズ回答」）に記入し、８月２１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）７月１日号の答え：「デンパーク」 ※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。

この時季の定番イベントとなった「矢作川くだり」。１７回目の今回は何艇のい
かだが参加したでしょう。○に入る数字２文字をお答えください。「○○艇」

七夕の紙芝居を聞いたり、「たなばたさま」を手の振り
付きで踊ったり、楽しいひとときを過ごしました。最
後には七夕飾りの前で記念撮影。低年齢児のみんなは
大きなすいかに興味深々でした。

■日７月７日 ■場てらべサニーサイド保育園（今本町）

七夕まつり会

中学生から５０代までの幅広い年代の参加者が、大変な
熱気の中、真剣に太鼓を叩いていました。受講者は地
域の盆踊りで活躍した後、市民盆踊りの集い（８月２６
日松開催）でバチさばきを披露する予定です。

太鼓講習会

この日は安城七夕まつりの公式キャラクター「きー
ぼー」の誕生日。神社には小さな子ども連れの家族が
大集合。３匹のきーぼーが登場すると、観客からは大
歓声。写真撮影でも大人気のきーぼーでした。

■日７月７日 ■場安城七夕神社

きーぼー誕生祭

矢作川くだり
■日７月６日 ■場青少年の家

１７回目の今回は、自作のいかだ４２艇が参加。中には廃
材を使ったものもあり、約４．５灼の行程を各々のペー
スで下りました。参加者からは「川はきれいで、川の
風も気持ちよかった」等の声が聞かれました。

■日７月１日 ■場矢作川
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