
我広報あんじょう 2019.5.1

■時期間・日時 ■場場所 ■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

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時から直接か電話で
秘書課広報広聴係（緯〈７１〉２２０２）へ。掲載している各情
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
等を優先します。９月１日号掲載分は６月３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。

日展会友 森木明 洋画小品展

５０号以下の作品、約３０点を展示します。希望者には
毎日先着２０人に画集を進呈します。
■時５月７日昇～１２日掌午前９時～午後５時（１２日は午
後４時まで） ■場市民ギャラリー
■問森木明さん（緯０５６５〈８０〉７９５７）

安祥中学校自主活動クラブ 戯れて３７年仲間展
たわむ

陶芸１３名、造形１１名、粘土人形５名の仲間達の作品
１２０点余を展示します。ぜひご覧ください。
■時５月１８日松・１９日掌午前９時～午後６時
■場安祥公民館
■問大西悦子さん（緯〈８７〉７２１４）

第４１回 何有展
か ゆう

濃墨、薄墨による書作品。故戸田提山先生の作品他、
約４０点を展示します。
■時５月２９日昌～６月２日掌午前９時～午後５時（２日は
午後４時まで） ■場市民ギャラリー
■問稲垣智昭さん（緯〈７５〉９７８６）

絵・絵手紙やさしい会 会員募集

絵画・絵手紙・版画等を制作する芸術活動により教
養を高めるとともに、会員相互の親睦を図りませんか。
■時毎月第１・３昌午後１時３０分～３時３０分
■場桜井福祉センター ■￥月額１０００円
■問鈴木一さん（緯〈７６〉３８０５）

はじめ

やさしい中国語サークル 会員募集

中国語に興味のある方、一緒に楽しく勉強しません
か。先生は北京出身の中国人です。
■時毎週松午後１時～６時３０分（クラス別・各６０～９０分）
■場作野公民館 ■￥月額４０００～５０００円
■問石川眞さん（緯０９０〈４４４８〉５７６９）

しん

陶宏会 会員募集
とう こう

土を器にして楽しみませんか。焼き物に興味のある
方、初心者大歓迎。基礎から親切に指導します。
■時毎月第２・３・５晶午前９時～午後４時
■場安祥公民館 ■講待田和宏氏 ■￥月額４０００円
■問岡村文夫さん（緯〈７５〉３８４０）

第４回家族展

今年９０歳で亡くなった父親が７０歳から制作を始めた
能面・篆刻等の作品や、息子達が描いた絵画等を展示

てん こく

します。 ■時５月３０日昭～６月２日掌午前９時～午後
５時（３０日は午後１時から、２日は午後４時まで）
■場市民ギャラリー ■問田端京一さん（緯０５６４〈５２〉９８１１）

第３回心遊草 作品展
しん ゆう そう

手芸グループの展示会です。バッグ、テディベア、
アクセサリー等、手作り作品をお楽しみください。
■時５月２４日晶～２６日掌午前９時～午後４時３０分（２４日
は午後１時から、２６日は午後３時まで） ■場市民会館
■問長谷川恭子さん（緯〈７４〉０３２４）

赤ちゃん眠りのお話会 参加者募集

赤ちゃんの夜泣きや寝ぐずり等、眠りの悩みについ
てのお話会です。 ■時５月１７日晶午前１０時～１１時３０分
■場アンフォーレ本館 ■対乳幼児の保護者（子と参加可）、
妊婦、子育て支援者 ■定１０人（先着順） ■￥１０００円
■申５月７日昇から鈴木じゅん子さん（緯０９０〈１７２８〉６５９２）へ

牙 広報あんじょう 2019.5.1

池野谷凱吏くん（１歳）
いけ の や かい り

お外で遊ぶのが大好
きです！まだまだ目が
離せません (̂-̂)

（城南町）

いつも、我が家に笑
顔を届けてくれてあり
がとう！これからも、
すくすく大きくなって
ね！

（堀内町）

１歳になりました☆
まだまだハイハイっ子
だけど、手を繋いで一

つな

緒に歩くのが楽しみで
す♪

（三河安城本町）

パパにお風呂入れて
もらうといつも髪の毛
で遊ばれてる★もっと
髪の毛生えてこないか
な～

（里町）

瀬野実緒ちゃん（１０カ月）
み お

田北航大くん（１歳）
こう だい

稲垣善牙くん（１歳）
ぜん が

昭和５５年の発足以来、毎週日
曜日の早朝ランニングを続ける
安城西部ランニングクラブ。小
学生から８０代までのメンバー５３
人を束ねる安藤会長、加藤さん、
髙木さんにお話を聞きました。

◆自分のペースで楽しく走る
「走る仲間・健康づくりの友」を
合言葉に、仲間同士で楽しく健
康づくりをするのがモットーで
す。メンバーは、フルマラソン
出場クラスのランナーから、お
しゃべりしながらジョギングを
楽しむランナーまで様々。箕輪

神明神社をスタートし、約６～
８灼をそれぞれのレベルに合わ
せた速さで走っています。
◆共通点は「走ることが好き」
ランニング後に、軽トラでお
菓子を神社の境内に運び茶話会
をしています。メンバーの畑で
とれた果物や自家製の漬物の差
入れがあることも。茶話会の後
は、さらに喫茶店に繰り出しま
す。
とにかくアットホームで和気
あいあいとしたクラブ。結束が
固いのは、走ることが好きとい
う共通点があるからかな。
◆１５００人が集まるマラソン企画
マラソン大会の企画運営もし
ています。平成２年から２２年ま
で計３７回「三河安城緑道マラソン」

を開催。延べ１９１００人の参加があ
りました。平成１４年からは毎年
総合運動公園で「安城５時間耐
久リレー・マラソン」を開催し
ており、ここ数年は毎回１５００人
程のランナーが参加しています。
これほど大規模なマラソン大

会ですから、運営ノウハウを知
りたいと問合せを受けることも。
これまで何十回も開催してきた
経験もありますし、メンバー全
員、楽しんでやっていますよ。
今後も毎週のランニング、マ

ラソン大会と皆で力を合わせて
続けていきたいですね。
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安城西部
ランニングクラブ

安城西部ランニングクラブが
主催する安城５時間耐久リレー・
マラソンフェスティバルHP

https://anjo5h.jimdosite.com
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年間テーマの「家具の転倒防止対策」「備蓄品の準備」に
関し、啓発イベントの実施や町内での家具固定の実施
等、５団体が取組を発表。また、東京大学大学院の片
田敏孝教授から災害の備えに関する講演もありました。

■日３月１７日 ■場アンフォーレ本館

減災まちづくり研究会成果報告会

ボッチャは、的球に自チームの球をいかに近づけるかを
まとだま

競う障害者のために考案されたスポーツ。本市出身で県
強化指定選手の梅村選手を交え、子どもやお年寄りが球
を投げ合い、「ナイスボール！」の声で盛り上がりました。

ボッチャ体験競技会

安城産業フェアEXPO
エキスポ

ANJO２０１９
アンジョウ

「ハグモミ」とは「ハグするようにモミモミする」をコン
セプトにしたコミュニケーション術。参加者は正しい
抱っこのしかたや身体を密着させることの重要性等を
学び、改めてわが子とのふれ合いをかみしめました。

■日３月１４日 ■場図書情報館

ハグモミ講座

■日３月１７日 ■場市スポーツセンター

市内約６０社が、自社の製品や技術を紹介。国家技能検
定に合格した若手技術者「安城未来マイスター」の表彰
やステージショー等も行われ、事業者から家族連れま
で、幅広い層の人達で賑わいました。

■日３月１６日・１７日 ■場市体育館

臥 広報あんじょう 2019.5.1

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、５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）４月１日号の答え：「西海橋」 ※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。

３月３１日に閉館した「エコきち」。里町に移転して５月６日承に新たにオープ
ンしますが、新「エコきち」が隣接する公園の名前は何でしょう。「○○公園」

市内２１小学校で１９７０人が小学生の仲間入りをしました。
桜林小学校では、９６人の新１年生が在校生からことば
と歌でお祝いしてもらました。新入生のみなさん、ご
入学おめでとうございます！

■日４月５日 ■場市内小学校

小学校入学式

記念すべき６０万人目は、ご家族で来園した古井町在住
の沓名祐樹さん。神谷市長から年間パスポートと記念
品が贈られました。６０万人突破は１９年ぶりの快挙。こ
れからも多くの方のご来園をお待ちしています。

デンパークの年間入園者が６０万人を達成

犬グッズの店約６０店が出店し、人と犬で広場が埋め尽
くされるほどの大盛況。「珍しいグッズが買える」と市
外から来た人も。愛犬家同士声をかけ合ったり、写真
を撮り合ったりと、犬好きにはたまらない１日でした。

■日４月７日 ■場アンフォーレ(広場)

わんマル安城inアンフォーレ

秋葉いこいの広場環境学習センター「エコきち」が閉館
■日３月２５日 ■場デンパーク

閉館するエコきちの壁や床に記念のメッセージやイラ
ストを描いてもらいました。「北部に移ってもまた行き
たい」という声も。新「エコきち」は５月６日に里町の柿
田公園に隣接してオープン。ぜひ遊びに来てください。

■日３月３１日 ■場エコきち



画広報あんじょう 2019.5.1

年間テーマの「家具の転倒防止対策」「備蓄品の準備」に
関し、啓発イベントの実施や町内での家具固定の実施
等、５団体が取組を発表。また、東京大学大学院の片
田敏孝教授から災害の備えに関する講演もありました。

■日３月１７日 ■場アンフォーレ本館

減災まちづくり研究会成果報告会

ボッチャは、的球に自チームの球をいかに近づけるかを
まとだま

競う障害者のために考案されたスポーツ。本市出身で県
強化指定選手の梅村選手を交え、子どもやお年寄りが球
を投げ合い、「ナイスボール！」の声で盛り上がりました。

ボッチャ体験競技会

安城産業フェアEXPO
エキスポ

ANJO２０１９
アンジョウ

「ハグモミ」とは「ハグするようにモミモミする」をコン
セプトにしたコミュニケーション術。参加者は正しい
抱っこのしかたや身体を密着させることの重要性等を
学び、改めてわが子とのふれ合いをかみしめました。

■日３月１４日 ■場図書情報館

ハグモミ講座

■日３月１７日 ■場市スポーツセンター

市内約６０社が、自社の製品や技術を紹介。国家技能検
定に合格した若手技術者「安城未来マイスター」の表彰
やステージショー等も行われ、事業者から家族連れま
で、幅広い層の人達で賑わいました。

■日３月１６日・１７日 ■場市体育館

臥 広報あんじょう 2019.5.1

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、５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）４月１日号の答え：「西海橋」 ※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。

３月３１日に閉館した「エコきち」。里町に移転して５月６日承に新たにオープ
ンしますが、新「エコきち」が隣接する公園の名前は何でしょう。「○○公園」

市内２１小学校で１９７０人が小学生の仲間入りをしました。
桜林小学校では、９６人の新１年生が在校生からことば
と歌でお祝いしてもらました。新入生のみなさん、ご
入学おめでとうございます！

■日４月５日 ■場市内小学校

小学校入学式

記念すべき６０万人目は、ご家族で来園した古井町在住
の沓名祐樹さん。神谷市長から年間パスポートと記念
品が贈られました。６０万人突破は１９年ぶりの快挙。こ
れからも多くの方のご来園をお待ちしています。

デンパークの年間入園者が６０万人を達成

犬グッズの店約６０店が出店し、人と犬で広場が埋め尽
くされるほどの大盛況。「珍しいグッズが買える」と市
外から来た人も。愛犬家同士声をかけ合ったり、写真
を撮り合ったりと、犬好きにはたまらない１日でした。

■日４月７日 ■場アンフォーレ(広場)

わんマル安城inアンフォーレ

秋葉いこいの広場環境学習センター「エコきち」が閉館
■日３月２５日 ■場デンパーク

閉館するエコきちの壁や床に記念のメッセージやイラ
ストを描いてもらいました。「北部に移ってもまた行き
たい」という声も。新「エコきち」は５月６日に里町の柿
田公園に隣接してオープン。ぜひ遊びに来てください。

■日３月３１日 ■場エコきち
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