
俄広報あんじょう 2018.1.1

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。５月１日号分は２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。

親子でEnjoy英語＋育脳あそび＆座談会

■時■対１月１２日晶・１７日昌午後１時１５分獅１歳６カ月～
４歳 ２時３０分獅４カ月～１歳（各３０分。終了後座談
会有） ■場アンフォーレ ■定各１０組（先着順） ■￥１組
１０００円 ■申１月６日松午前１０時から北原美穂さん（緯

０７０〈５０３２〉２１５５／kodomohareru＠gmail.com）へ

三河・名古屋形象派カルトン画展
風景や花等を感性豊かに描いたカルトン画を展示し
ます。
■時１月１６日昇～２１日掌午前９時～午後５時（１６日は午後
１時から、２１日は午後４時まで） ■場市民ギャラリー
■問近藤義行さん（緯〈９２〉１１４７）

我楽多 会員募集
が らく た

気軽に俳句を楽しんでいる仲間です。俳句を通して
新しい発見をしてみませんか。
■時毎月第３捷午後１時３０分～３時３０分
■場南町 ■￥１回５００円
■問石川恵子さん（緯０９０〈４１９０〉２５２１）

絵手紙 たんぽぽの会 会員募集
絵手紙は絵の苦手な人でも気軽にでき、心の交流を
深めて、楽しんでいます。あなたもはじめませんか。
■時毎月第１・２晶午後１時３０分～３時３０分
■場明祥公民館 ■￥月額１０００円
■問本多久美子さん（緯〈４１〉９４５１）

健康体操 ヴェラ 会員募集
音楽に合わせ、体を動かします。隔週で体幹を鍛え
るボール運動もします。気軽に来てください。
■時毎週晶午後２時～３時 ■場中部公民館
■￥月額３０００円 ■持マット・室内用シューズ等
■問寺沢裕子さん（緯〈７４〉８８４５）

富士山写真愛好会・平成３０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
６０点展示します。
■時１月８日抄～１４日掌午前９時～午後５時（８日は午後
１時から、１４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０５６３〈５６〉４４０１）

いり くら き み お

第１１回「未来につなぐ子供の絵展」
日本の子供達の絵と外国（台湾・スリランカ・オー

ストラリア等）の子供達の絵を展示します。
■時１月１６日昇～２１日掌午前９時～午後５時（１６日は午後
１時から、２１日は午後４時まで） ■場市民ギャラリー
■問久保田輝好さん（緯〈７７〉７６４５）

き よし

カラオケ教室 会員募集
以前カラオケを習っていた人、今から習う人、気軽
にお電話ください。
■時毎月第２・４捷午後１時～３時３０分 ■場二本木新町
公民館 ■￥月額２０００円 ■他老人会で毎月第３昭も開催
■問鈴木房子さん（緯０９０〈８０７４〉６５６５）

二本木篠笛の会 会員募集
しの ぶえ

和の響を一緒に楽しみませんか！初めての方も経験
者も気軽に見学・体験してみて下さい。
■時夜の部獅毎月第２昭午後７時～９時 昼の部獅毎月
第２晶午前１０時～正午 ■場二本木公民館 ■￥１回５００円
■問平野真由美さん（緯０９０〈８６７７〉５１１２）

■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

お寺の副住職
でありながら、
安城市と大阪を
拠点に和太鼓演
奏および奏者の
育成に尽力する
由良さん。国際
的にも大活躍中の和太鼓奏者です。
◆和太鼓との関わりと魅力
実家が経営に関わる保育園に太
鼓指導を取り入れるにあたり、幼
少期に両親に連れられて和太鼓を
習い始めたのがはじまりでしたね。
大学時代にスカウトを受け、京都
でプロとして活動していました。
数年前に安城に戻り、今は子ども
から大人まで、和太鼓演奏の指導
をしています。
リズム楽器である和太鼓の魅力

は、叩けばすぐ鳴り、体で音の響
きを感じられるところ。音階を覚
えなくても始められるから、小さ
い子でもとっつきやすいんじゃな
いかな。保育園では４歳の子から
和太鼓に親しんでいますよ。
◆海外にも”響く”和太鼓
国際交流事業等で、様々な国に
出向き海外公演を行っています。
観客の反応は国によりますが、”日
本”らしい情緒に溢れる和太鼓は

あふ

総じて大人気。実はアメリカやヨ
ーロッパにはプロ集
団が存在するくらい、
和太鼓文化が盛んで
す。演奏が始まる前
から観客が総立ちに
なるほど、和太鼓へ
の興味関心が高い国

もありましたね。
◆安城を盛り上がりの中心へ
古来から海に近い地域ではお祭
りが盛んですが、実は安城は独自
のお祭りが少なくて、和太鼓と触
れ合う機会が比較的少ない地域な
んです。そこで、安城の和太鼓を
もっと熱いものにしていこうと、
昨年有志で「安城太鼓会ほだら」と
いうグループを立ち上げたんです
よ。会を中心に、より和太鼓を盛
り上げていきたいですね。

安城から世界へ響け！和太鼓の魅力と音色
和太鼓奏者・指導者（Hide和太鼓スクール・代表）
由良 英寛さん（根崎町・３７歳）

ひで のり

西城匠真くん（１歳）
たく ま

お気に入りのジャン
グルジムに登るのが大
好き汐とってもおてん
ばな女の子です！

(箕輪町)

わんぱくで元気いっ
ぱいです☆

（小川町）

たくまスマイル！
お兄ちゃん、お姉ちゃ
んと一緒に毎日仲良く
元気にヤンチャしてま
す！大きく羽ばたけ！

（赤松町）

４人兄弟の末っ子で
す♪我が家の癒しのア
イドル☆みんなで仲良
く育ってね♪

（古井町）

三浦凛久くん（１歳）
り く

宮崎央絆くん（１歳）
おう き

中村愛々ちゃん（１歳）
ら ら

「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。
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我広報あんじょう 2018.1.1

１０月１日オープンの安城ビジネスコンシェルジュ（通
称「ABC」）が飲食店経営者に向けて開催。料理研究家
の先生から、おいしく見える盛り付け等、調理と試食
を通して専門的なアドバイスが受けられました。

■日１１月２７日 ■場アンフォーレ

レシピブラッシュアップLABO
ラ ボ

ケンサチグランプリの事業として９０分間のリレーマラ
ソンを開催。１チーム３～５人の４０チーム以上が参加
しました。真剣に走る人、仮装して走る人、様々な楽
しみ方で、史跡の周囲で気持ちのいい汗をかきました。

おてらんin本證寺

安城マルシェinアンフォーレ

ごみを正しく分別することは、リサイクルによるごみ
の有効活用やごみの減量につながります。市長や市議
会議員等が、ごみの指定袋を買い物客に配布し、ごみ
の分別と減量を呼びかけました。

■日１１月２０日 ■場ドミー安城アンフォーレ店（御幸本町）

ごみ減量キャンペーン

■日１１月２６日 ■場本證寺周辺（野寺町）

地元農産物のせり売りや農業に関するクイズ、ガーデ
ニングのための鉢植え教室等、様々な催しを実施。約
１６０００人の来場者に、安城市の食と農を身近に感じて
もらう良い機会になりました。

■日１１月２５日・２６日 ■場アンフォーレ

牙 広報あんじょう 2018.1.1

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、１月２２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）１２月１日号の答え：「すげなわ」 ※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。

環境フェアが行われた秋葉公園内にある環境学習センターの名前を何と言う
でしょう。４文字でお答えください。「○○○○」

半場川の清掃活動を通して、半場川が流れ込む油ケ淵
の環境美化を目指し実施しているこの活動。１３回目を
迎える今回は、地元住民や市職員のボランティアらが
多数集まり、堤防や川の中のごみ拾いを行いました。

■日１２月３日 ■場半場川（和泉町地内）

半場川クリーン活動

議会を身近に感じてもらうため、市議会が主催した初
めての試み。議場には多くの市民が詰めかけました。
安城音楽協会会員によるクリスマスメドレー等、なじ
みのある歌と演奏に観客は酔いしれました。

議場コンサート

小さな杵で一生懸命もちつきをしました。周りの子ど
きね

も達も「がんばれ」や「ぺったんぺったん」の掛け声で応
援。つきたてのおもちには、あんこやきなこをつけて、
おいしくいただきました。

■日１２月６日 ■場第二慈恵幼稚園（高棚町）

もちつき体験

環境フェア
■日１２月１日 ■場市役所内議場

木材を使ったおもちゃづくりでは、のこぎりや接着剤
を使って貴重な体験ができました。小学生によるメダ
カの生息調査結果等の発表もあり、身近な自然環境を
考えることができた１日でした。

■日１２月９日 ■場環境学習センターエコきち
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を通して専門的なアドバイスが受けられました。

■日１１月２７日 ■場アンフォーレ

レシピブラッシュアップLABO
ラ ボ

ケンサチグランプリの事業として９０分間のリレーマラ
ソンを開催。１チーム３～５人の４０チーム以上が参加
しました。真剣に走る人、仮装して走る人、様々な楽
しみ方で、史跡の周囲で気持ちのいい汗をかきました。

おてらんin本證寺

安城マルシェinアンフォーレ

ごみを正しく分別することは、リサイクルによるごみ
の有効活用やごみの減量につながります。市長や市議
会議員等が、ごみの指定袋を買い物客に配布し、ごみ
の分別と減量を呼びかけました。

■日１１月２０日 ■場ドミー安城アンフォーレ店（御幸本町）

ごみ減量キャンペーン

■日１１月２６日 ■場本證寺周辺（野寺町）

地元農産物のせり売りや農業に関するクイズ、ガーデ
ニングのための鉢植え教室等、様々な催しを実施。約
１６０００人の来場者に、安城市の食と農を身近に感じて
もらう良い機会になりました。

■日１１月２５日・２６日 ■場アンフォーレ

牙 広報あんじょう 2018.1.1

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、１月２２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）１２月１日号の答え：「すげなわ」 ※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。

環境フェアが行われた秋葉公園内にある環境学習センターの名前を何と言う
でしょう。４文字でお答えください。「○○○○」

半場川の清掃活動を通して、半場川が流れ込む油ケ淵
の環境美化を目指し実施しているこの活動。１３回目を
迎える今回は、地元住民や市職員のボランティアらが
多数集まり、堤防や川の中のごみ拾いを行いました。

■日１２月３日 ■場半場川（和泉町地内）

半場川クリーン活動

議会を身近に感じてもらうため、市議会が主催した初
めての試み。議場には多くの市民が詰めかけました。
安城音楽協会会員によるクリスマスメドレー等、なじ
みのある歌と演奏に観客は酔いしれました。

議場コンサート

小さな杵で一生懸命もちつきをしました。周りの子ど
きね

も達も「がんばれ」や「ぺったんぺったん」の掛け声で応
援。つきたてのおもちには、あんこやきなこをつけて、
おいしくいただきました。

■日１２月６日 ■場第二慈恵幼稚園（高棚町）

もちつき体験

環境フェア
■日１２月１日 ■場市役所内議場

木材を使ったおもちゃづくりでは、のこぎりや接着剤
を使って貴重な体験ができました。小学生によるメダ
カの生息調査結果等の発表もあり、身近な自然環境を
考えることができた１日でした。

■日１２月９日 ■場環境学習センターエコきち
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