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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。来年１月１日号分は１０月２日捷から
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。

あんじょう地域ねこの会 保護猫の譲渡会

保護猫を家族に迎えませんか？ボランティアが保護
して医療ケア、しつけを受けさせた猫たちです。
■時９月９日松午後１時～４時
■場安城コロナワールド（浜富町）
■問山本美由湖さん（緯０７０〈２６２１〉８３９２）

中部絵画サークル・光彩会合同絵画展
風景や静物等、水彩画・油彩画約８５点を展示します。
■時９月２１日昭～２４日掌午前９時～午後５時（２１日は午
後１時から、２４日は午後４時まで）
■場市民ギャラリー
■問鳥山照章さん（緯０５６４〈５２〉３５５０）

アンフォーレでスポーツ吹矢体験会
今、中高年に人気のスポーツ吹矢を体験して、「元気

で健康」を体感しませんか。 ■時９月２５日捷、１０月２
日捷・９日抄午後１時３０分～３時３０分（全３回） ■場ア
ンフォーレ ■定２０人（先着順） ■￥１５００円 ■申９月５日
昇から電話で飯田信行さん（緯０９０〈１７４１〉３１８９）へ

「わたしの大切な宝物」写真コンテスト 作品募集
安城ロータリークラブ創立６０周年記念事業として写

真コンテストを開催します。
■申１０月３１日昇までに郵送（消印有効）又はＥメールで提
出。詳細は同クラブのHPから確認してください
■問安城ロータリークラブ・中嶋さん（緯〈７５〉８８６６）

二本木話力同好会 会員募集
周りの方々と良い人間関係を作るための言葉の使い

方等を学ぶ教室です。
■時毎月第３昭午後１時３０分～４時３０分
■場二本木公民館 ■￥３カ月８５００円
■問中山房子さん（緯０８０〈５２９１〉０２０９）

第２４回 恋塚まつり

毎年、市内の福祉施設の協力を得て、やきそば・や
きとり・たこ焼き・手打ちそば等の模擬店を多数準備
しています。遊びに来てね！
■時９月９日松午前１０時３０分～午後１時３０分
■場■問ぬくもりワークス（赤松町）・岡田さん（緯〈７７〉１５５５）

ハッピーハッピーエンジェルファッションショー
シニア女性が若い男性にエスコートして頂くファッ

ションショーです。ぜひご来場ください。
■時９月１６日松午後１時３０分～３時３０分（開場は１時）
■場昭林公民館 ■定１５９人（当日先着順）
■問西部妙子さん（緯０９０〈９９３５〉７７３９）

第３６回 三鈴会かな書展
み すず かい

かな書展を開催します。王朝かなを大小さまざまな
作品にしました。
■時９月２２日晶～２４日掌午前１０時～午後５時（２４日は午
後４時まで） ■場文化センター
■問天野基宏（月祥）さん（緯〈９８〉１９６６）

ベビーサインde秋を楽しもう辞

歌や遊びを通して季節のベビーサインをお届けしま
す。赤ちゃんと一緒に遊びましょう！ ■時１０月３日昇

午前１０時～１１時 ■場安祥公民館 ■対首のすわった子～
２歳頃の子と母親 ■定２０組（先着順） ■￥５００円 ■申９月
５日昇から電話で稲吉千恵さん（緯０９０〈９０２６〉４５６９）へ

■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・入場料等 ■持持ち物
■他その他 ■申申し込み方法等 ■問問合せ先

広報あんじょう 2017.9.1

神谷充軌くん（１１カ月）
みつ き

この１年で心も体も
ぐっと大きくなりまし
た。毎日の成長がうれ
しくてたまりません。
いつもありがとう。

(赤松町)

大好きなねーねの真
似して一緒に踊るのが
大好き璽ねーねの真似
してたくさんお話しす
るよ璽

（小川町）

鳥居蓮くん（７カ月）
れん

みつきくんが笑うだ
けで幸せな気持ちにな
るよ。ありがとう。た
くさん笑って元気いっ
ぱい大きくなってね。

（高棚町）

「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。

お出かけ大好き璽

（赤松町）

河田音彩ちゃん（１歳）
おと あ

岩瀬力翔くん（１歳）
り と

安城七夕ま
つりや一宮七
夕まつり等で
歌を披露して
いる、「ミスタ
ー七夕」仙藤
誠さんにお話を聞きました。
◆もう一花咲かせたい

歌謡教室を開いている長兄や、
ギターを弾くのが好きな次兄の
影響で自分も音楽が好きでした。
友人等から声がいいねと言われ、
歌手になるのが夢でした。

ずっと市内の中学校で英語教
師をしていましたが、ある時、
歌のコンテストでグランプリを
獲得したんです。それがきっか
けで、「もう一花咲かせたい」と
思い教師を辞め歌手デビューし

ました。５１歳の時でした。
◆夢こそ生きる力

作詞は自身で行っており、ご
当地ソングを多く作っています。
私の代表曲である「知立の駅は
夢の駅」、「愛しの空港セントレ
ア」等は、実際に現地を訪れ、
見て、感じて、取材したことを
歌にしています。

また、「夢こそ生きる力」が私
の人生のモットーですので、聴
く人に夢や希望を持ってもらえ
るような、そんな歌を作ろうと
心がけています。

安城の歌は、「七夕の夢」とい
う七夕まつりを舞台にしたラブ
ソングがあります。七夕まつり
のいろいろな所で流れるように
なってくれたら嬉しいですね。
◆人を楽しませたい

歌謡ショーに行った先での人
との出会いや応援に、とてもや
りがいを感じます。

今後の目標は、「とにかく人を
楽しませたい」です。私の歌で
楽しんでもらえるのであれば、
さまざまなイベントに出て行き
たいなと思っています。

広報あんじょう 2017.9.1

歌手になる長年の夢を叶え、まつりで歌声を披露
演歌歌手 仙藤誠さん（榎前町・７３歳）

まこと

臥

安安城七夕まつりで熱安城七夕まつりで熱唱唱
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小学生を中心に約８０人が参加。冷たい氷をかき込んだ
後の「キーン」という頭痛に耐えながら、イチゴ味のか
き氷を口いっぱいに頬張りました。中には４９秒で完食
したつわものも。夏休みのいい思い出になりました。・ ・ ・ ・

■日７月２５日 ■場マーメイドパレス

かき氷早食い競争

夏の交通安全市民運動の一環として実施。市内企業の
女性従業員が「セーフティレディ」としてＪＡあいち中
央提供のそうめんをドライバーに配り、「交通事故なく
そう（めん）」と交通事故根絶を呼びかけました。

交通事故なくそうめんキャンペーン

さくらいケンサチウォーキング

きーぼーが駆けつけ、記念撮影や大ジャンプ、サッ
カーなど大忙し。有料遊具利用券がもらえるじゃんけ
ん大会では、賞品の券をもらって遊具に駆けていく子
どもたちの元気な姿が見られました。

■日７月８日 ■場堀内公園

ふわふわフェスタ

■日７月１９日 ■場市役所前県道

地域住民４５人が参加。早朝ウォーキングで夏の暑さを
乗り越えよう！というテーマのもと、青々とした田ん
ぼの中を約３．６灼歩き、さわやかな朝を過ごしました。
次回は１０月～１１月頃に秋コースを開催予定です。

■日７月１５日 ■場ふれあい城西公園周辺（桜井町）

蛾 広報あんじょう 2017.9.1

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、９月２０日昌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）８月１日号の答え：「４２（艇）」 ※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。

県内唯一の天然湖沼である油ヶ淵。デンパークの北側を流れ、油ヶ淵に流れ
込む川の名前をお答えください。「○○○」

市内８中学校、合計２４人の中学生議員が、中学生なら
ではの視点でまちづくりや高齢化対策等さまざまな質
問・提案を行いました。市長らからの答弁をうなずき
ながら真剣に聞いていました。

■日８月８日 ■場市議会議場

“未来・夢”中学生議会

今年は新美南吉作品「おぢいさんのランプ」からランプ
の灯る木、「良寛物語・手毬と鉢の子」から毬等のモニュ
メントを設置。南吉生誕１００年の年から始まった通り
の整備も完了し、「南吉ストリート」が完成しました。

南吉生誕祭（南吉ストリート完成披露式典）

各学区の代表チーム（ソフト１９、フット２０チーム）が、
熱い戦いを繰り広げました。ソフトは桜西子ども会
（桜井）、フットは錦町ラインスター（錦町）が見事優勝
錘おめでとうございました。

■日８月１２日・１３日 ■場市総合運動公園野球場ほか

子ども会中央大会（ソフト・フットベースボール）

アクション油ヶ淵２０１７ＩＮデンパーク
■日７月３０日 ■場南吉ストリート（御幸本町）

油ヶ淵の流入河川である半場川で、約２００人の親子連
れがカエルやエビ等多くの種類の生き物を捕まえまし
た。ハゼやセイゴ等海の魚も捕れ、半場川が生き物に
とって住みやすい環境であることがわかりました。

■日７月２２日 ■場半場川（デンパーク北）
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女性従業員が「セーフティレディ」としてＪＡあいち中
央提供のそうめんをドライバーに配り、「交通事故なく
そう（めん）」と交通事故根絶を呼びかけました。

交通事故なくそうめんキャンペーン

さくらいケンサチウォーキング

きーぼーが駆けつけ、記念撮影や大ジャンプ、サッ
カーなど大忙し。有料遊具利用券がもらえるじゃんけ
ん大会では、賞品の券をもらって遊具に駆けていく子
どもたちの元気な姿が見られました。

■日７月８日 ■場堀内公園

ふわふわフェスタ

■日７月１９日 ■場市役所前県道

地域住民４５人が参加。早朝ウォーキングで夏の暑さを
乗り越えよう！というテーマのもと、青々とした田ん
ぼの中を約３．６灼歩き、さわやかな朝を過ごしました。
次回は１０月～１１月頃に秋コースを開催予定です。

■日７月１５日 ■場ふれあい城西公園周辺（桜井町）

蛾 広報あんじょう 2017.9.1

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、９月２０日昌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）８月１日号の答え：「４２（艇）」 ※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。

県内唯一の天然湖沼である油ヶ淵。デンパークの北側を流れ、油ヶ淵に流れ
込む川の名前をお答えください。「○○○」

市内８中学校、合計２４人の中学生議員が、中学生なら
ではの視点でまちづくりや高齢化対策等さまざまな質
問・提案を行いました。市長らからの答弁をうなずき
ながら真剣に聞いていました。

■日８月８日 ■場市議会議場

“未来・夢”中学生議会

今年は新美南吉作品「おぢいさんのランプ」からランプ
の灯る木、「良寛物語・手毬と鉢の子」から毬等のモニュ
メントを設置。南吉生誕１００年の年から始まった通り
の整備も完了し、「南吉ストリート」が完成しました。

南吉生誕祭（南吉ストリート完成披露式典）

各学区の代表チーム（ソフト１９、フット２０チーム）が、
熱い戦いを繰り広げました。ソフトは桜西子ども会
（桜井）、フットは錦町ラインスター（錦町）が見事優勝
錘おめでとうございました。

■日８月１２日・１３日 ■場市総合運動公園野球場ほか

子ども会中央大会（ソフト・フットベースボール）

アクション油ヶ淵２０１７ＩＮデンパーク
■日７月３０日 ■場南吉ストリート（御幸本町）

油ヶ淵の流入河川である半場川で、約２００人の親子連
れがカエルやエビ等多くの種類の生き物を捕まえまし
た。ハゼやセイゴ等海の魚も捕れ、半場川が生き物に
とって住みやすい環境であることがわかりました。

■日７月２２日 ■場半場川（デンパーク北）
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