
芽広報あんじょう 2018.4.1

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。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
を優先します。８月１日号分は５月１日昇から受け
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。

親子リズムどんぐりクラブ会員募集
リズム遊びで思いきり体を動かしましょう。ママも
よい運動になりますよ。
■時毎週昭午前１０時～１１時３０分 ■場北部福祉センター
■対０～３歳児と保護者 ■￥月額５００円
■問古田知子さん（緯０９０〈３９３７〉９５４１）

JOY！ピラティス会員募集
体のクセや歪みを知り、本来の体に戻してスッキリ

ゆが

しませんか？３０～６０代の女性中心で活動しています。
■時毎月第２・３・４昭午前１０時～１１時３０分 ■場東部公
民館 ■￥月額２５００円 ■他体験での参加も可（１回５００円）
■問池田まきこさん（緯０９０〈３９４８〉８５４６）

■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

ヨガ体験講座
健康で、若々しく楽しく生活していくために、ヨガ
で自分をどんどん変えていくことができます。
■時４月３日昇・１０日昇・１７日昇・２４日昇午後７時～９
時 ■場中部福祉センター ■対６０歳以下 ■￥１回５００円
■申神谷愛子さん（緯０９０〈１７４５〉２１８８）へ

山口治子写真展Ｐａｒｔ１２
はる こ

カナダ・アメリカ西部の大自然とメキシコの世界遺
産等の写真３５点を展示します。
■時４月１８日昌～２２日掌午前９時～午後５時（２２日は午
後４時まで） ■場市民ギャラリー
■問山口治子さん（緯〈７６〉３７８１）

山本祐司展・日本雅人会書展
が じん

山本祐司の個展と、書道教室の会員の書展。漢字、
仮名、刻字等、１５０点以上の作品を展示します。
■時４月４日昌～８日掌午前９時～午後５時（４日は午
後１時から、８日は午後４時まで） ■場市民ギャラリー
■問山本祐司さん（緯０８０〈３６７５〉７３５６）

安祥フォトサークル写真展
安祥公民館自主グループ会員の、自慢の風景・生物・
花写真を展示します。気軽にお越しください。
■時４月１２日昭～１５日掌午前９時～午後５時（１２日は午
後１時から、１５日は午後４時まで） ■場市民ギャラリー
■問鈴木昌昭さん（緯〈７５〉３７７９）

鵞友会柴田
が ゆう

秋
しゅう

水米寿展 併催門下生書道展
すい

書を始めて六十余年、近年書いた作品や、門下生の
作品を展示します。お誘い合せの上ご覧ください。
■時５月４日抄～６日掌午前９時～午後５時（６日は午
後４時まで） ■場市民ギャラリー
■問柴田秋水さん（緯〈７５〉６１７１）

第３回水彩画「い・ろ・イ・ロ」４人展
４人の作者それぞれの手法で描いた水彩画展。水彩
の魅力と可能性を発見できる楽しい展覧会です。
■時５月１日昇～６日掌午前９時～午後５時（６日は午
後４時まで） ■場市民ギャラリー
■問石井成久さん（緯０９０〈７６７８〉８９９１）

しげ ひさ

第１９回日本画游の会展
ゆう

花・風景・人物等、会員の日本画・スケッチを展示
します。
■時４月２６日昭～２９日抄午前９時～午後５時（２９日は午
後４時まで） ■場市民ギャラリー
■問神谷恒行さん（緯〈７４〉１３２５）

つね ゆき
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山添翔
しょう

暉くん（２歳）、
き

琥也くん（７カ月）
こう や

苺が大好き！苺の様
にたくさん笑顔の実を
付けていってね！そし
て、みんなの心に「あ
かり」を灯してね！

（姫小川町）

いつもニコニコの柊
汰♡歩けるようになり
家中を探検！大きな声
で報告してくれるね汐

お散歩も行こうね♡
（住吉町）

じーじ、ばぁば、い
つもありがとう！兄弟
仲良く、元気に育って
ね。 （福釜町）

毎日元気にごはんを
食べて、たのしく遊ん
で、これからもいっぱ
い笑って過ごそうね！

（美園町）

稲垣柊
しゅう

汰くん（１歳）
た

藤崎わこちゃん（１歳） 梅本あかりちゃん（１歳）

「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。

県内公立病院
でがん患者の緩
和ケアに１０年携
わった後、同院
を退職し訪問看
護師に転身。サ
ービス利用者の在宅生活をサポ
ートしています。柔和な笑顔、
穏やかな話しぶり、時に大きく
頷き、時にそうだねえと深い共
うなず

感を示しながら話にじっと耳を
傾ける様子からは、利用者に真

しん

摯に寄り添う姿が透けて見える
し

よう。お話を伺いました。
◆医師やヘルパーらと連携
利用者の皆さんには、どう暮

らしていきたいのか、どう生涯
を閉じたいのか、個々に望む形
があります。私の仕事は、利用

者さんが在
宅で希望通
りの生活が
できるよう
支えること。
病院では緊
張してうまく説明できず「大丈
夫です」と答えてしまう方もい
て、その不安な気持ちが見逃さ
れる場合もあります。訪問看護
では、利用者さんの思いや願い
を聞き出し、医師・看護師・ヘ
ルパー・ケアマネジャーと連携
し、より良い対応を図ります。
◆最期まで自分らしく生きて
前職は病棟勤務で常に多くの
患者を担当し、一人ひとりにじ
っくり関われないジレンマに苦
しみました。また、家に帰りた

いと訴えながら病室で亡くなっ
ていく患者さんは少なくなく、
それらの経験が訪問看護の道を
選ぶきっかけとなりました。
この２年半、在宅で看

み

取った
と

利用者さんは３０人。家族や親戚
に囲まれ、思い出の歌を皆に歌
ってもらいながら旅立った方も
ありました。看取り後、「あなた
がいて良かった」と言ってくだ
さったご家族もありました。何
て貴重な経験をさせてもらって
いるのだろうと有難く思います。
病気や障害があっても、最期

のその日まで自分らしく生きて
ほしい。そんな思いを込めなが
ら、今後もきめ細かな在宅医療
をもって支え続けていきたいと
思います。

訪問看護師として地域の在宅医療を支える
山田 万理さん（訪問看護ステーション「オレンジ」管理者）

ま り
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平成２９年度からスタートした「ケンサチグランプリ」事
業。「健幸（ケンサチ）」実現のための農業体験、健康測
定、ランニングイベント等、市民団体等が実施した事
業についての発表がありました。

■日２月１７日 ■場市民交流センター

ケンサチフォーラム

昨年５月から１２月までラリーを実施し、無事故無違反
を達成した明祥・桜井・東山中学校と安城農林・安城
東・安城学園高等学校、安城生活福祉高等専修学校、
安城特別支援学校が表彰を受けました。

２００日間自転車無事故無違反ラリー表彰式

レゴロボットプログラミング講座

子どもから大人まで、８つの部門に分かれて２６３チー
ム１３１０人が参加。選手たちは沿道に駆けつけた多くの
人たちからの応援を受け、チームの熱い想いがつまっ
たたすきをつなぎました。

■日２月１１日 ■場デンパーク及び周辺道路

第３３回安城市民デンパーク駅伝大会

■日２月１４日 ■場市役所

組み立てキットで作った二輪車に、スピードや駆動性
等のプログラミングデータをダウンロードして走らせ
ました。参加した小学生は「将来はプログラマーに
なって新しいものを創り出したい」と話していました。

■日２月１１日 ■場アンフォーレ

雅 広報あんじょう 2018.4.1

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、４月２０日晶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）３月１日号の答え：「桜井凧」 ※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。

全国から４８０点もの応募があった第２回新美南吉絵本大賞。この事業は、新
美南吉の生誕何年を記念して行われた事業でしょう。「○○○年」

会社の寮で送迎バスの運転手が心肺停止に陥り、アイ
シン・エィ・ダブリュ叙の社員４人と寮を運営する叙

アイシン・コラボの社員がAEDを使って救命。衣浦
東部広域連合消防局から感謝状が贈られました。

■日２月２３日 ■場安城消防署

AEDを使った人命救助者に感謝状

NPOや町内会等１８の市民団体が協働事例の発表や展
示による活動の紹介を行いました。参加者は環境、国
際交流、スポーツ等、様々な分野の活動に触れ、情報
交換をすることにより市民活動の輪が広がりました。

市民活動交流会２０１８in安城

市内８中学校で１９７０人が卒業を迎えました。明祥中学
校では、卒業証書を授与された卒業生の代表２人によ
る答辞の中で、３年間の思い出や先生、両親への感謝
が語られ、感涙の卒業式となりました。

■日３月６日 ■場市内中学校

卒業証書授与式

第２回安城市新美南吉絵本大賞表彰式
■日２月１８日 ■場市民交流センター

新美南吉生誕１０５年の記念事業。全国から４８０点の応募
があり、大賞受賞の竹中豊秋さん（大阪府。写真一番
左）はじめ、入賞者を表彰しました。大賞作品は絵本化
し、８月頃から４カ月健診を受診した子に配布します。

■日２月１７日 ■場アンフォーレ



賀広報あんじょう 2018.4.1

平成２９年度からスタートした「ケンサチグランプリ」事
業。「健幸（ケンサチ）」実現のための農業体験、健康測
定、ランニングイベント等、市民団体等が実施した事
業についての発表がありました。

■日２月１７日 ■場市民交流センター

ケンサチフォーラム

昨年５月から１２月までラリーを実施し、無事故無違反
を達成した明祥・桜井・東山中学校と安城農林・安城
東・安城学園高等学校、安城生活福祉高等専修学校、
安城特別支援学校が表彰を受けました。

２００日間自転車無事故無違反ラリー表彰式

レゴロボットプログラミング講座

子どもから大人まで、８つの部門に分かれて２６３チー
ム１３１０人が参加。選手たちは沿道に駆けつけた多くの
人たちからの応援を受け、チームの熱い想いがつまっ
たたすきをつなぎました。

■日２月１１日 ■場デンパーク及び周辺道路

第３３回安城市民デンパーク駅伝大会

■日２月１４日 ■場市役所

組み立てキットで作った二輪車に、スピードや駆動性
等のプログラミングデータをダウンロードして走らせ
ました。参加した小学生は「将来はプログラマーに
なって新しいものを創り出したい」と話していました。

■日２月１１日 ■場アンフォーレ

雅 広報あんじょう 2018.4.1

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、４月２０日晶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）３月１日号の答え：「桜井凧」 ※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。

全国から４８０点もの応募があった第２回新美南吉絵本大賞。この事業は、新
美南吉の生誕何年を記念して行われた事業でしょう。「○○○年」

会社の寮で送迎バスの運転手が心肺停止に陥り、アイ
シン・エィ・ダブリュ叙の社員４人と寮を運営する叙

アイシン・コラボの社員がAEDを使って救命。衣浦
東部広域連合消防局から感謝状が贈られました。

■日２月２３日 ■場安城消防署

AEDを使った人命救助者に感謝状

NPOや町内会等１８の市民団体が協働事例の発表や展
示による活動の紹介を行いました。参加者は環境、国
際交流、スポーツ等、様々な分野の活動に触れ、情報
交換をすることにより市民活動の輪が広がりました。

市民活動交流会２０１８in安城

市内８中学校で１９７０人が卒業を迎えました。明祥中学
校では、卒業証書を授与された卒業生の代表２人によ
る答辞の中で、３年間の思い出や先生、両親への感謝
が語られ、感涙の卒業式となりました。

■日３月６日 ■場市内中学校

卒業証書授与式

第２回安城市新美南吉絵本大賞表彰式
■日２月１８日 ■場市民交流センター

新美南吉生誕１０５年の記念事業。全国から４８０点の応募
があり、大賞受賞の竹中豊秋さん（大阪府。写真一番
左）はじめ、入賞者を表彰しました。大賞作品は絵本化
し、８月頃から４カ月健診を受診した子に配布します。

■日２月１７日 ■場アンフォーレ
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