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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時から直接か電話で
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。１０月１日号分は７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。

中学不登校の子の”親”のあれこれお話会

不登校の子の進路選択のひとつ、今どきの「通信制
高校」について情報交換をします。 ■時６月３０日松午
後７時～９時 ■場市民交流センター ■対中学への不登
校や登校しぶり等により子の進路が心配な保護者
■￥１００円 ■問増田貴子さん（緯０９０〈８５４５〉９８１１）

■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

安城市レクリエーション支援者クラブ 会員募集
レクリエーション支援を行う団体です。高齢者の施
設や子ども会等でゲームの指導等を行います。
■時毎月第１・３昇午後７時３０分～９時（行事等での活
動支援日は別途） ■場青少年の家 ■￥年会費４０００円
■問澤幹雄さん（緯〈９２〉０８２０）

安城歌謡同好会 会員募集

カラオケが好きな人を募集中です。ぜひ遊びに来て
ください。
■時毎月第３掌午後１時３０分～４時３０分
■場明祥プラザ ■￥月額４００円
■問小林正己さん（緯０９０〈３４４２〉７５５５）

今人気のスポーツ吹矢体験会

腹式呼吸による健康効果が期待できるスポーツ吹矢
を始めませんか。 ■時７月３日昇・１０日昇・１７日昇・
２４日昇午後１時３０分～３時３０分 ■場明祥公民館 ■定１５
人（先着順） ■￥４回コース２０００円 ■申６月７日昭から
電話で飯田信行さん（緯０９０〈１７４１〉３１８９）へ

今池インディアカクラブ メンバー募集

楽しくワイワイと、インディアカで体を動かしてみ
ませんか。初心者大歓迎！ ■時毎週昌午前１０時～正午
■場市体育館 ■対女性（子ども連れ可） ■￥月額６００円、
年会費１０００円 ■他今池小学校で月１回（主に松掌）の練
習も有 ■問山名朋子さん（緯〈９７〉１３４７）

太極拳火曜会 会員募集
太極拳で健康な毎日を過ごしましょう。
■時毎月第１・３昇午後１時３０分～３時
■場総合福祉センター ■講広瀬佳代子氏
■￥２カ月１６００円
■問岡本優さん（緯０８０〈６９０１〉１５１３）

まさる

第６回 ぬくもりの郷「感謝祭」
さと

日頃の感謝の気持ちを込め、感謝祭を開催します。
みなさんのお越しをお待ちしています。
■時６月３日掌午前１１時～午後１時（雨天決行）
■場ぬくもりの郷（赤松町）
■問ぬくもりの郷・小室さん（緯〈７７〉５２２２）

ゆかたを着て盆踊りに行こう！

■時６月１７日掌・２４日掌と７・８月の第１・３掌、９月
２日掌 いずれも午後１時３０分～３時（全７回）
■場昭林公民館 ■対小学生とその保護者 ■持浴衣一式、
補正タオル ■定１０組（先着順） ■申６月５日昇～１０日掌

に日本舞踊瑞鳳流・大北佳代子さん（緯０５2〈２１７〉８７２９）へ
ずい ほう

キッズチアダンス メンバー募集

１日無料体験受付中！可愛く楽しく一緒に踊ろう！
■時■対毎週昇 年少～小学１年獅午後５時３０分 小学２
年～中学３年獅午後６時３０分（いずれも５０分程度）
■場桜井福祉センター ■￥月額２０００円～２５００円
■問ドリームチェリーキッズ・近さん（緯０９０〈１２９５〉１５７０）

こん
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小出継輔くん（２歳）
けいすけ

よく笑う子で我が家
が明るくなります錘い
つもありがとう錘これ
からも明るく元気に大
きくなってね錘

(安城町)

4人兄妹の末っ子。
いたずら大好き♡食べ
ること大好き♡お兄
ちゃん達、大好きっ子
です♡

（古井町）

宮下晶羽ちゃん（１歳）
あい は

大好きなパパを駅ま
でお見送り。今日はど
んな日になるのかな。
ワクワクする一日の始
まりです♪

（住吉町）

音に合わせて踊るこ
とがだいすきな女の子
です♡たくさんの友達
を見るとステキな笑顔
で寄って行きます！

（三河安城町）

福原優愛ちゃん（２歳）
ゆ あ

酒井絢世ちゃん（１歳）
あや せ

防災について、地域や学校等
で啓発活動を行っているNPO
法人コミュニティサポーターほ
っぷの皆さん。昨年、その活動
が地域防災の向上に寄与したと
評価され、愛知県から「防災貢
献団体」として表彰されました。

地震や風水害等いつ起こるか
分からない災害に対して、どん
な心がけが必要か、メンバーの
方々に話を聞きました。
◆災害発生時は「情報」が大事！
災害が発生したとき、家族や

身近な人の安否、どのような救
助や支援が必要かといった情報
のやり取りが重要だと考えてい
ます。過去に発生した震災では、
停電や交通の遮断等が起きたこ
とで、被災地内では身近な情報

も見聞きできない状態になりま
した。そんな中、SNSを活用し
た情報のやり取りが大きな役割
を果たしたと言われています。
そこで、最近では町内会等で
SNSを活用した情報の発信・集
約を行う手法を広めることに力
を入れています。
各家庭でも、災害発生時の安

否確認方法について話し合って
おくことをお勧めします。
◆「地震の怖さ」を知ること！
近い将来「南海トラフ地震」が

発生する可能性があると言われ
ており、安城でも震度６強の揺
れが予想されています。しかし、
安城では近年大きな災害が発生
していないこともあり「地震は
来ない」と思っている人も多い

ように感じます。私達は、「地震
の怖さ」を知ってもらうため地
震体験装置「こなまず号」を開発
し、様々なイベント等で実演し
て防災意識の啓発を行っていま
す。「地震の怖さ」を知ることで、
災害への備えも進むと思います。
地震は必ず来ます。活動を通じ
て、災害時に役立つ知識を少し
でも多くの人に身につけていた
だきたいと考えています。

平成２９年度愛知県防災貢献団体表彰
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画

江戸時代の文人、石川丈山ゆかりの地をめぐる散策ツ
アー。市内外から１８人が参加し、旧明治郵便局等レト
ロな建物を見学したほか、普段は公開されていない丈
山文庫では、貴重な文化財や庭の新緑を楽しみました。

■日４月２０日 ■場丈山苑周辺

丈山苑・丈山文庫の周辺散策

安城学園高等学校の生徒による防犯宣言や吹奏楽部の
ミニコンサートの後、生徒らはAG（AnjoGakuen）
セーフティパトロールとして警察や地域安全パトロー
ルの皆さんとともに、啓発活動を行いました。

犯罪被害防止キャンペーン
■日４月１０日 ■場JR安城駅前

市体育館リニューアルオープン記念イベント。ホーム
チームであるアイシンAWウイングスの選手が市内の
小学生１２０人を指導。国内トップレベルの選手とのミ
ニゲームでは、皆張り切ってプレーしていました。

■日４月８日 ■場市体育館

バスケットボールフェスタin安城市体育館安城市消防団入団宣誓式

市内各分団には６４人の団員が新たに任命され、消防団
員としての決意を宣誓しました。大規模災害時等に活
動する機能別団員には３２人が加わり、平成２８年度から
の３年間で女性４人を含む総勢９０人となりました。

■日４月８日 ■場安城消防署
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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、６月２０日昌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）５月１日号の答え：「５５（万人）」 ※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。

毎年きれいな花を咲かせる榎前町のれんげが植えてある場所には以前、どん
な施設があったでしょう。マルに入る４文字をお答えください。
９月ごろにはひまわりも楽しめます。

「○○○○場」

式典では、市政功労者・一般功労者合わせて３６人を表
彰し、市に寄附等をいただいた３人・２団体に特別感
謝状を贈呈。日本文学研究者・ロバート キャンベル
氏の講演もあり、多くの来場者が傾聴しました。

■日５月６日 ■場市民会館

市制施行６６周年安城市発展祭

こどもの日にちなんだ毎年恒例の大人気イベント。約
３００人の参加者がボランティアに鎧を着付けてもらっ
て記念撮影。参加者からは「楽しかった」「貴重な体験
だった」等の声が聞かれました。

■日５月５日 ■場歴史博物館

鎧の試着会
よろい

城郭考古学の第一人者、千
せん
田
だ
嘉
よし
博奈良大学教授の講演
ひろ

会は本堂を埋め尽くすほどの大盛況。棺に入る納棺体
験や絵解き「地獄絵図」、お寺deヨガといった催しも
行われ、本證寺を身近に感じることができました。

本證寺フェスティバル
■日４月２９日 ■場本證寺（野寺町）

榎前町せせらぎ・れんげまつり

かつての埋立処分場を優良農地にするため、地域住民
がれんげを植えたのが始まり。ペットボトルロケット
飛ばし大会やだんごのふるまい等が行われ、子ども達
を中心に多くの地域住民で賑わいました。

■日４月２２日 ■場榎前町宮下地内



画
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田
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嘉
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ひろ
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