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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
問合せ先へ。
※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。６月１日号分は３月１日昭から受け
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。

基礎・初級英会話 受講者募集

英語の基礎から始めて、新しい単語、語句の覚え方
を伝えます。英会話を通して世界を広めましょう。
■時２月１０日松～４月２８日松の毎週松午後４時～５時３０
分（全１２回） ■場アンフォーレ ■￥６０００円
■申瀬戸勝幸さん（緯０８０〈５１３２〉２３７７）へ

ぬくもりの郷 作品展
さと

今年度も「ぬくもりの郷 作品展」を開催します。お
気軽にお立ち寄りください。
■時２月２０日昇～２５日掌午前９時～午後４時（２０日は午後
１時から、２５日は午後３時まで） ■場市民ギャラリー
■問ぬくもりの郷・牧宏樹さん（緯〈７７〉５２２２）

おやこ音楽ひろば無料体験会
親子で楽しくリトミックしましょう。講師二人体制
でお待ちしています。 ■時２月２２日昭・３月２２日昭い
ずれも午前１１時（５０分程度） ■場中部公民館他 ■対１歳
６カ月児～未就園児と保護者 ■定各１５組（先着順）
■申２月５日捷から杉山幸代さん（緯０９０〈６５７３〉５０２７）へ

スポーツ吹矢安城翼 会員募集
的に向かい精神を集中し、一気に吹いてストレス解
消。今、大人気のスポーツ吹矢を楽しみませんか。
■時毎週昭午後１時～３時 ■場北部公民館 ■定２０人（先
着順） ■￥月額２０００円
■問八重樫好美さん（緯〈９８〉２０３５）

や え がし よし み

ガラス工芸ぎやまん 会員募集
ガラスでアクセサリーを作ってみませんか。見学・
体験の方もお気軽に連絡下さい。
■時毎月第２松午前１０時～正午 ■場昭林公民館
■￥月額３０００円（材料費別途） ■持エプロン等
■問半田英之さん（緯０９０〈４１９７〉１６９５）

ひで ゆき

八彩会展（２０周年記念）
はっ さい

会員全員が山をテーマに描いた油彩・水彩画４０点を
展示します。
■時２月１日昭～４日掌午前９時～午後５時（１日は午後
１時から、４日は午後４時まで） ■場市民ギャラリー
■問間瀬勝さん（緯０９０〈９１２５〉４６４２）

まさる

３０周年記念 竹友会民謡と和太鼓発表会
ちく ゆう

民謡と和太鼓の竹友会です。ゲストに藤堂輝明氏、
小杉真貴子氏の出演があります。
■時２月１８日掌午前１０時～午後４時３０分予定（開場は９
時３０分） ■場市民会館
■問長澤さつきさん（緯〈９２〉１８８９）

第６７回全日本写真連盟安城支部写真展
四季折々の風景を、会員の感性で捉えた作品に仕上
げて展示します。ぜひご覧ください。
■時２月２２日昭～２５日掌午前９時～午後５時（２２日は午後
１時から、２５日は午後４時まで） ■場市民ギャラリー
■問中根治久さん（緯０９０〈７６９３〉２９８７）

■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 ■申申込み方法等 ■問問合せ先

フラワーサークル空色 まとめて体験会
■時３月１日昭・８日昭・１５日昭（全３回。午前１０時、
午後１時３０分の２コース有） ■場名古屋トヨペット矢
作店（岡崎市矢作町） ■内生け花、フラワーアレンジ、
プリザーブドフラワー ■￥３０００円 ■持ハサミ
■申戸松奈緒美さん（緯０７０〈３９８２〉１８５７）へ

昨年１０月、カ
ラオケのアマチ
ュアナンバー１
を決定する大会
の男性部門で、
伸びやかな美し
い歌声が高く評価された角谷さん。
見事日本一に輝きました。
◆念願の日本一へ
４年前にカラオケ店で見かけた
大会の案内を見て、思い切って応
募しました。歌は幼い頃から好き
だったんです。思いがけず全国大
会まで勝ち上がったものの、優勝
できなかったのが悔しくて、それ
から毎年挑戦し続けました。大会
前には毎晩カラオケ店に通って練
習を重ね、周囲にも支えられて、
今回ようやく優勝できました！

◆日本の歌の美しさ
フィンランドのヘルシン
キで開催された世界大会で
は、残念ながら一番にはな
れませんでしたが、歌声が
とてもビューティフルだと
言ってもらえました。
日本語の曲や日本人の声
って、外国人審査員にはとても美
しく聞こえるそうなんです。日本
人は無理に英語の歌を歌わなくて
も、世界で勝負できる。言葉が伝
わらなくても、日本の歌の魅力を
伝えられるんですよ。
◆楽しく上手に歌うためには？
僕は「歌が好きで、楽しい！」と
いう気持ちが高じてここまでこら
れました。今後も安城七夕まつり
や様々な場所で歌いますので、た

くさんの人に僕の歌声を聞いても
らえたら嬉しいですね。
歌の上達方法についてよく尋ね
られます。どんな人にもそれぞれ
の歌の「味」があるんです。最初は
プロの歌手の歌い方を真似てもい
いので、好きなように楽しく歌う
ことが大切。自分の歌の味が分か
ってきたら、自分らしさを足して
いくんです。味を伝えられる選曲
や歌い方を心がけるといいですよ。
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KARAOKEWORLDCHAMPIONSHIPS２０１７日本大会優勝
同世界大会トップ１０入賞
角谷
すみ や

広太さん（安城市出身・２６歳）
こう た

田上遥仁くん（１０カ月）
たのうえ はる ひと

たくさんお話しが出
来るようになったね。
お歌と絵本が大好きな
愛莉ちゃん♪これから
もすくすく元気に大き
くなってね璽(美園町)

２人とも元気いっぱ
い、我が家はいつもに
ぎやかです！お兄ちゃ
ん、妹のお世話いつも
ありがとう！

（東栄町）

絵本が大好きで甘え
ん坊璽もうすぐ1歳に
なるね！これからもす
くすく成長してね璽

（住吉町）

元気いっぱいの女の
子です。素直な優しい
女の子になって下さい
ね。

（新田町）

金子想太くん（３歳）、
そう た

日向ちゃん（１歳）
ひなた

渡邉妃ちゃん（１１カ月）
ひな

板津愛莉ちゃん（１歳）
あい り

「元気っ子アルバム」に掲載する写真を募集しています。掲載方法の問合せは、電話かＥメールで広
報広聴係（☎〈７１〉２２０２／info@city.anjo.lg.jp）へ。右QRコードからメールで問合せ可能です。

世世界大会で大観衆を前に美しい歌声を披露界大会で大観衆を前に美しい歌声を披露すす
る角谷さる角谷さんん



俄広報あんじょう 2018.2.1

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
問合せ先へ。
※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。６月１日号分は３月１日昭から受け
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。

基礎・初級英会話 受講者募集

英語の基礎から始めて、新しい単語、語句の覚え方
を伝えます。英会話を通して世界を広めましょう。
■時２月１０日松～４月２８日松の毎週松午後４時～５時３０
分（全１２回） ■場アンフォーレ ■￥６０００円
■申瀬戸勝幸さん（緯０８０〈５１３２〉２３７７）へ

ぬくもりの郷 作品展
さと

今年度も「ぬくもりの郷 作品展」を開催します。お
気軽にお立ち寄りください。
■時２月２０日昇～２５日掌午前９時～午後４時（２０日は午後
１時から、２５日は午後３時まで） ■場市民ギャラリー
■問ぬくもりの郷・牧宏樹さん（緯〈７７〉５２２２）

おやこ音楽ひろば無料体験会
親子で楽しくリトミックしましょう。講師二人体制
でお待ちしています。 ■時２月２２日昭・３月２２日昭い
ずれも午前１１時（５０分程度） ■場中部公民館他 ■対１歳
６カ月児～未就園児と保護者 ■定各１５組（先着順）
■申２月５日捷から杉山幸代さん（緯０９０〈６５７３〉５０２７）へ

スポーツ吹矢安城翼 会員募集
的に向かい精神を集中し、一気に吹いてストレス解
消。今、大人気のスポーツ吹矢を楽しみませんか。
■時毎週昭午後１時～３時 ■場北部公民館 ■定２０人（先
着順） ■￥月額２０００円
■問八重樫好美さん（緯〈９８〉２０３５）

や え がし よし み

ガラス工芸ぎやまん 会員募集
ガラスでアクセサリーを作ってみませんか。見学・
体験の方もお気軽に連絡下さい。
■時毎月第２松午前１０時～正午 ■場昭林公民館
■￥月額３０００円（材料費別途） ■持エプロン等
■問半田英之さん（緯０９０〈４１９７〉１６９５）

ひで ゆき

八彩会展（２０周年記念）
はっ さい

会員全員が山をテーマに描いた油彩・水彩画４０点を
展示します。
■時２月１日昭～４日掌午前９時～午後５時（１日は午後
１時から、４日は午後４時まで） ■場市民ギャラリー
■問間瀬勝さん（緯０９０〈９１２５〉４６４２）

まさる

３０周年記念 竹友会民謡と和太鼓発表会
ちく ゆう

民謡と和太鼓の竹友会です。ゲストに藤堂輝明氏、
小杉真貴子氏の出演があります。
■時２月１８日掌午前１０時～午後４時３０分予定（開場は９
時３０分） ■場市民会館
■問長澤さつきさん（緯〈９２〉１８８９）

第６７回全日本写真連盟安城支部写真展
四季折々の風景を、会員の感性で捉えた作品に仕上
げて展示します。ぜひご覧ください。
■時２月２２日昭～２５日掌午前９時～午後５時（２２日は午後
１時から、２５日は午後４時まで） ■場市民ギャラリー
■問中根治久さん（緯０９０〈７６９３〉２９８７）

■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 ■申申込み方法等 ■問問合せ先

フラワーサークル空色 まとめて体験会
■時３月１日昭・８日昭・１５日昭（全３回。午前１０時、
午後１時３０分の２コース有） ■場名古屋トヨペット矢
作店（岡崎市矢作町） ■内生け花、フラワーアレンジ、
プリザーブドフラワー ■￥３０００円 ■持ハサミ
■申戸松奈緒美さん（緯０７０〈３９８２〉１８５７）へ

昨年１０月、カ
ラオケのアマチ
ュアナンバー１
を決定する大会
の男性部門で、
伸びやかな美し
い歌声が高く評価された角谷さん。
見事日本一に輝きました。
◆念願の日本一へ
４年前にカラオケ店で見かけた

大会の案内を見て、思い切って応
募しました。歌は幼い頃から好き
だったんです。思いがけず全国大
会まで勝ち上がったものの、優勝
できなかったのが悔しくて、それ
から毎年挑戦し続けました。大会
前には毎晩カラオケ店に通って練
習を重ね、周囲にも支えられて、
今回ようやく優勝できました！

◆日本の歌の美しさ
フィンランドのヘルシン
キで開催された世界大会で
は、残念ながら一番にはな
れませんでしたが、歌声が
とてもビューティフルだと
言ってもらえました。
日本語の曲や日本人の声
って、外国人審査員にはとても美
しく聞こえるそうなんです。日本
人は無理に英語の歌を歌わなくて
も、世界で勝負できる。言葉が伝
わらなくても、日本の歌の魅力を
伝えられるんですよ。
◆楽しく上手に歌うためには？
僕は「歌が好きで、楽しい！」と
いう気持ちが高じてここまでこら
れました。今後も安城七夕まつり
や様々な場所で歌いますので、た

くさんの人に僕の歌声を聞いても
らえたら嬉しいですね。
歌の上達方法についてよく尋ね
られます。どんな人にもそれぞれ
の歌の「味」があるんです。最初は
プロの歌手の歌い方を真似てもい
いので、好きなように楽しく歌う
ことが大切。自分の歌の味が分か
ってきたら、自分らしさを足して
いくんです。味を伝えられる選曲
や歌い方を心がけるといいですよ。

広報あんじょう 2018.2.1峨

KARAOKEWORLDCHAMPIONSHIPS２０１７日本大会優勝
同世界大会トップ１０入賞
角谷
すみ や

広太さん（安城市出身・２６歳）
こう た

田上遥仁くん（１０カ月）
たのうえ はる ひと

たくさんお話しが出
来るようになったね。
お歌と絵本が大好きな
愛莉ちゃん♪これから
もすくすく元気に大き
くなってね璽(美園町)

２人とも元気いっぱ
い、我が家はいつもに
ぎやかです！お兄ちゃ
ん、妹のお世話いつも
ありがとう！

（東栄町）

絵本が大好きで甘え
ん坊璽もうすぐ1歳に
なるね！これからもす
くすく成長してね璽

（住吉町）

元気いっぱいの女の
子です。素直な優しい
女の子になって下さい
ね。

（新田町）

金子想太くん（３歳）、
そう た

日向ちゃん（１歳）
ひなた

渡邉妃ちゃん（１１カ月）
ひな

板津愛莉ちゃん（１歳）
あい り

「元気っ子アルバム」に掲載する写真を募集しています。掲載方法の問合せは、電話かＥメールで広
報広聴係（☎〈７１〉２２０２／info@city.anjo.lg.jp）へ。右QRコードからメールで問合せ可能です。

世世界大会で大観衆を前に美しい歌声を披露界大会で大観衆を前に美しい歌声を披露すす
る角谷さる角谷さんん



我広報あんじょう 2018.2.1

３０年ほど前から安城農林高等学校の生徒が毎年設置し
てくれています。今年は京都・龍安寺の石庭をモチー
フに「わび・さび」を表現し、正月用に松竹梅のアレン
ジを加えました。

■日１２月２２日～１月９日 ■場市役所本庁舎１階ロビー

松竹梅の正月飾りを設置

市内中学校の２年生が実施。安城北中学校では、朝５
時過ぎに学校を出発し、往復３０灼と４０灼の２コースに
分かれて歩きました。８時間以上の行程にもかかわら
ず、ゴール時には達成感で多くの笑顔が見られました。

立志長距離歩行

芋煮会

デンパークの冬の風物詩。「北欧のクリスマス」をテー
マにイルミネーション迷路等、３０万球以上のあたたか
い光が園内を彩り、恒例の花火ショーとあわせて来園
者を楽しませました。

■日１１月２５日～１月１４日 ■場デンパーク

デンパークウィンターフェスティバル

■日１２月１５日 ■場安城北中学校ほか

センターで開講している野菜づくり研修の受講生を中
心に実施。講座で育てた野菜を使った芋煮を食べなが
ら、野菜づくりの喜びや苦労を語り合いました。最後
はうどんで締め、心も体もぽかぽかに温まりました。

■日１２月１４日 ■場アグリライフ支援センター

牙 広報あんじょう 2018.2.1

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、２月２０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）１月１日号の答え：「エコきち」 ※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。

書道パフォーマンスで安城高等学校書道部が書き初めした古典文学名は何で
しょう。４文字でお答えください。「○○○○」

市内で唯一ハーフマラソンが走れる大会。県外からを
含め、多くのエントリーがありました。参加者からは

「矢作川の堤防を吹く向かい風が辛かった」との声もあ
りましたが、完走後は皆すがすがしい表情でした。

■日１月３日 ■場桜井中央公園ほか

新春矢作川マラソン大会

シリーズ化されているこの催し。この日はJR安城駅
前の商店等に描かれた南吉ウォールペイントを巡って
約１時間半歩きました。安城ふるさとガイドの会の解
説もあり、参加者は南吉童話の世界を満喫しました。

アンフォーレ・ウォーク

今年の新成人はデンパークと同い年。式には約１８００人
が参加し、参加者の晴れ姿で会場は一斉に花が咲いた
ようでした。旧友との再会に話が弾み、喜びいっぱい
で新たな門出を祝いました。

■日１月７日 ■場デンパーク

平成３０年安城市成人式

書道パフォーマンス
■日１２月２３日 ■場アンフォーレ及び周辺市街地

安城高等学校書道部の１・２年生が、新春の辞句や竹
取物語の一節を優美な筆運びで書き初めしました。日
ごろの練習の甲斐あって華やかな作品に仕上がり、来
園者からは大きな拍手が湧き上がりました。

■日１月３日 ■場デンパーク
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牙 広報あんじょう 2018.2.1
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Ｅメール（表題を「フォトでクイズ回答」）に記入し、２月２０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）１月１日号の答え：「エコきち」 ※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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しょう。４文字でお答えください。「○○○○」
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約１時間半歩きました。安城ふるさとガイドの会の解
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が参加し、参加者の晴れ姿で会場は一斉に花が咲いた
ようでした。旧友との再会に話が弾み、喜びいっぱい
で新たな門出を祝いました。

■日１月７日 ■場デンパーク

平成３０年安城市成人式

書道パフォーマンス
■日１２月２３日 ■場アンフォーレ及び周辺市街地

安城高等学校書道部の１・２年生が、新春の辞句や竹
取物語の一節を優美な筆運びで書き初めしました。日
ごろの練習の甲斐あって華やかな作品に仕上がり、来
園者からは大きな拍手が湧き上がりました。

■日１月３日 ■場デンパーク
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