
我広報あんじょう 2018.3.1

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。７月１日号分は４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。

M＆M展（宮原恵子・村山麻智絵）
ま ち え

抽象画と具象画の大作を主に展示します。
■時３月１５日昭～１８日掌午前９時～午後５時（１８日は午
後４時まで）
■場市民ギャラリー
■問宮原恵子さん（緯〈５５〉１１９１）

メイプルシロップの収集体験をしてみませんか
■時３月２４日松午前８時３０分～午後５時 ■場千年の森
（設楽町）※バスで移動 ■対小学生以上 ■定１０人（先着
順） ■持歩きやすい服装、飲料・昼食、空ペットボト
ル（５００朱を２本） ■他詳細は申込時に案内 ■申３月５
日捷からグリーン創・古居さん（緯０８０〈５２９５〉７７８２）へ

安城健幸カウンセリングの会 参加者募集
けん こう

心の安定と周りの人への関わり方等を学びます。
■時４月～来年３月の毎月第３掌午後２時～４時３０分（８
月と１月を除く。全１０回） ■場介護施設「咲の樹」（赤松

えみ き

町） ■対１８歳以上 ■定２０人（先着順） ■申３月３１日松まで
に電話又はファクスで野村久代さん（緯・胃〈８２〉２３８３）へ

RisingKids外国人教師と学ぶ英会話 会員募集
■時■対月３回 ３～６歳獅晶午後４時５０分・松午後３時
１０分 小学生獅晶午後５時３５分・松午後４時３５分（各
４０分、晶松のいずれかを選択）
■場市民会館 ■定各８人（先着順） ■￥月額２８００円
■申３月２日晶からJainさん（緯０９０〈９１２５〉９４６０）へ

ジェイン

金もくせいダンスサークル 会員募集
社交ダンスのサークルです。今月から初級の講座を
始めます。気軽に参加してください。
■時毎週晶午後７時３０分～８時３０分
■場二本木公民館 ■￥月額２０００円
■問石川ただしさん（緯０９０〈６３３８〉３７３９）

第２回 書道研究 仙の会 春の小
しょう

品展
ひん

会員が心に響く言葉・漢詩等を選び、楷書・行書等、
多様な書体で１２３点の小品づくりに取り組みました。
■時３月７日昌～１１日掌午前９時～午後５時（１１日は午
後４時まで） ■場市民ギャラリー
■問平岩苔仙さん（緯０５６４〈２２〉２３４４）

たい せん

スクエアダンス 初心者無料体験会
カントリーウエスタンの曲に乗り、指示に従って動
くウォーキングダンスです。脳トレにもピッタリ！
■時３月１７日松・２４日松午後３時～４時（通常の活動は
午後１時から） ■場北部公民館 ■他詳細はHPを参照
■問安城ブロンコバスターズ・三輪さん（緯〈９８〉８３５８）

福釜詩吟クラブ 詩吟体験会
新しい趣味に挑戦しませんか。詩吟は日本の伝統芸
能です。漢詩・短歌・俳句に節を付け朗々と詠います。

ろう ろう うた

■時４月５日昭・１２日昭・１９日昭午後１時３０分～３時３０
分（全３回） ■場西部公民館 ■定５人（先着順）
■申３月５日捷から岩間正

しょう

風さん（緯０８０〈５１０１〉６１１４）へ
ふう

リス こりす リトミック メンバー募集
親子で楽しく行う「音育児リトミック」サークルです。
■時月３回昇午前１０時・１１時（年齢によって時間が異な
ります。各４５分） ■場中部公民館 ■対１歳６カ月～３
歳の子と保護者 ■定各８組（先着順） ■￥月額３０００円
■申３月５日捷から平井直美さん（緯０９０〈１２７４〉０８９７）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 ■申申込み方法等 ■問問合せ先

桜井小学校の２
～６年生を中心に
活動しているソフ
トボールチーム、
桜井スポーツ少年
団。５年生以下の
新人チームが昨年１０月の県予選で
優勝し、今月宮崎県で開催される
全国大会に出場します。進竜二監

しん

督と山口泰
たい

知主将（投手）に話を聞
ち

きました。
◆無失点で勝ち上がった県予選
監督：チームの持ち味は強固な守
備力です。センターライン（捕手・
二塁手・遊撃手・中堅手）を中心
に固い守備で、県予選を無失点で
勝ち上がりました。そして、山口
君のチェンジアップを使った緩急
ある投球は、大人でもタイミング
を合わせるのが難しいんですよ。
山口君：県予選の決勝の相手は１

～４番まで強打者で、とても手ご
わかったです。勝負球のチェンジ
アップを初球から投げ、バックを
信じて『打たせて取る』投球を心が
けました。
◆みんなで声を出す
監督：普段は土日と祝日の午前中
に練習をしています。山口君を中
心に、みんなで元気に声を出せる
チームです。彼は根っからの野球
小僧という感じで、自然とみんな
がついてくるんですね。キャプテ
ンシーのかたまりのような子です。
山口君：みんなを
引っ張っていくた
めに、常に自分に
対して厳しくして
います。まずは自
分が誰よりも声を
出して、その後に
みんなにも声を出

してもらっています。声を出すこ
とで気持ちが高まりいいプレーに
つながると思っています。
◆目指すは全国優勝
監督：夏の全国大会には昨年まで
で計４回出場し、最高位はベスト
８でした。春の大会は初出場です。
まずはベスト８を超え、その先の
優勝を目指したいですね。
山口君：全国大会では１回も負け
たくないです。全試合を自分で投
げきるという強い気持ちを持って
全国優勝したいです！
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第２５回愛知県小学生男子ソフトボール新人大会優勝
第１１回春季全日本小学生男子ソフトボール大会出場
桜井スポーツ少年団

「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。

県予選で見事優勝！メンバー全員県予選で見事優勝！メンバー全員でで

山口山口君君

岡田創明くん（１歳）
はじめ

できる事がどんどん
増えてきて嬉しいよ。
これからも元気に遊ぼ
うね。

（石井町）

はやく歩けるように
なって、自分の行きた
い所に一直線！元気
いっぱいです璽すくす
く大きくなってね璽

（川島町）

我が家のアイドルは
じめちゃん☆パパのた
かいたかいが大好き璽

わんぱく元気に成長
中！

（安城町）

絵本とお歌と食べる
ことが大好き！
美景姫璽いつもニコ

ニコで元気にすくすく
育ってね璽

（東栄町）

遠藤心陽ちゃん（１歳）
こはる

大島美景ちゃん（１歳）
み かげ

近藤汐奏ちゃん（１１カ月）
しおか
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堀内公園の季節のイベントにちなんだ内容をスタッフ
が考え、かるたにしました。小さな子は大きなかるた
を踏まないようにお目当ての札を取りに行き、札が取
れた子は、お菓子等のごほうびがもらえました。

■日１月２０日・２１日 ■場堀内公園

新春「どでか！かるた大会」

地域の犯罪抑止を目的に青色の回転灯をつけた車で地
域を巡回する「青パト」。出席した町内会の関係者は、
安城警察署長等からの激励を受け、頑張ろう三唱の後、
約２０台の青パトで各地域のパトロールに出発しました。

町内会青色防犯パトロール出発式

小中学生科学賞作品展「かがくのひろば」

年の始めに全校で書初め大会を実施。生徒達は真剣に
紙に向き合い、各学年の課題の文字をしたためました。
また、それに加えて受験に「必」勝、人に「尽」くす等、
思い思いの一文字を書きました。

■日１月１０日 ■場安城南中学校

書初め大会

■日１月２２日 ■場アンフォーレ

趣向を凝らした夏休みの自由研究作品約７５０点を展示。
エコ、生活を便利にする等、様々なテーマの中、「健
幸」をテーマにした作品が目立ちました。特に優秀な
１３作品は「かがく大賞」として表彰されました。

■日１月１９日～２１日 ■場アンフォーレ

臥 広報あんじょう 2018.3.1

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、３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）２月１日号の答え：「竹取物語」 ※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。

安城凧あげ大会であげられた桜井地区に伝わる凧を何と言うでしょう。福助
や天神のほか、蝉や

せみ

蝶をかたどった鮮やかな色合いが特徴です。
ちょう「○○○」

長野県根羽村の雪をトラックで運び、遊び場を設置。
スコップで雪を掘ったり雪合戦をしたりと、子ども達
は寒さを忘れて大喜び。たっぷり遊んだ後は豚汁やポ
トフのふるまいでポカポカになりました。

■日１月２７日・２８日 ■場デンパーク

雪ん子マルシェ

１８歳からの選挙権や若者の投票率低下についての話の
後、実際の投票箱を使って模擬投票を行いました。投
票箱の２つの口に「どっちに入れたらいいの？」と少し
戸惑う場面も。開票も行い、貴重な体験ができました。

選挙出前トーク（模擬選挙）

「おにはそと、ふくはうち！」園児らは泣き虫鬼、ゲー
ム鬼等、自分の中にいる鬼をお面にして交代で退治。
自分の鬼を追い出してもらった後は、先生鬼に新聞紙
の豆を一斉に投げ、とても楽しそうでした。

■日２月２日 ■場城ケ入保育園

豆まき

第１５回安城凧あげ大会
■日１月２５日 ■場安城南高等学校

約４００組の個人・団体が参加。微風で好条件とは言え
ない中、工夫を凝らした自作の凧が風を受け空高く舞
い上がりました。その他、地域ごとに作られた福助や
天神等をかたどった桜井凧の大凧も大空を彩りました。

■日１月２８日 ■場小川天神川原緑地
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