
賀広報あんじょう 2018.7.1

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。１１月１日号分は８月１日昌から受け
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。

終活フェアinアンフォーレ２＆「御経と法話の会」

■時７月１４日松・１５日掌午前９時～午後３時３０分
■場アンフォーレ ■内１４日は専門家による終活講座、１５
日は終活のための体験会・撮影会・展示会・相談会・
講座
■問高齢者支援よりそいの会・伊藤さん（緯〈７１〉１６７６）

■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

納倉で間伐体験をし、まな板作りをしよう
な くら

■時８月４日松午前９時～午後５時 ■場集合獅JAあい
ち中央安祥支店（安城町） 行き先獅水源地（設楽町）
■対小学５年生以上（小学生は保護者同伴） ■定１５人 ■持帽
子、飲料、長袖の服、歩きやすい靴 ■申７月５日昭～
１０日昇にグリーンそう・古居さん（緯０８０〈５２９５〉７７８２）へ

山登り 安城こもれび会 会員募集

『楽しく 安全に 山登り』しませんか！
■時月例会獅毎月第１昇午後７時３０分（活動日は別途）
■場青少年の家 ■￥年会費３０００円、入会金５０００円（遭難
対策費） ■他詳細は同会HPをご確認ください
■問安城こもれび会・冨岡良郎さん（緯０９０〈２９２２〉２８９２）

魅せられし里山 深谷啓一写真展

原風景の残る新潟の里山（松代、松ノ山）に１５年行っ
た中から６０枚程の写真を展示します。
■時７月１７日昇～２２日掌午前９時～午後５時（１７日は午
後１時から、２２日は午後４時まで） ■場市民ギャラリー
■問深谷啓一さん（緯０９０〈２７７０〉３４００）

親子でカヌープチキャンプin桜淵公園

■時７月２９日掌午前９時～午後４時 ■場集合獅総合運
動公園 行き先獅桜淵公園（新城市） ■定１０人
■￥大人３０００円、子ども２０００円（いずれも昼食代等込）
■申７月５日昭から鬼頭茂雄さん（緯０９０〈４０８３〉６８７４／
greengrass@katch.ne.jp）へ

ローゼルの観賞鉢 育ててみませんか！

ローゼルを通じて高齢者の生きがいや社会参加等を
進めます。 ■時７月７日松午前１０時～正午 ■場市民交
流センター ■内ローゼルの観賞鉢を頒布 ■対６５歳以上
の市内在住・在勤者 ■定２００鉢（当日先着順） ■￥２００円
■問ローゼルを育てる会・高井さん（緯０９０〈４４０６〉８７７７）

山下祥石喜壽展
しょうせき き じゅ

書道は認知症予防に適しているといわれています。
この度、喜壽記念で歩んできた作品を展示します。
■時７月１３日晶～１５日掌午前９時～午後５時（１５日は午
後４時まで） ■場市民ギャラリー
■問山下祥石さん（緯〈９７〉９９５８）

『写団富士』第５回四季の風景写真展

正月に行う富士山写真展と並ぶ夏の行事として、富
士山以外の風景写真を全紙・全倍サイズで約６０点展示
します。 ■時７月２４日昇～２９日掌午前９時～午後５時
（２４日は午後１時から、２９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

へきしんカレンダーフォトコンテスト作品募集
碧海信用金庫は「心に残った“愛知の風景”」をテーマ

にフォトコンテストを実施します。
■申８月３１日晶までに郵送（必着）で応募。詳細
は右QRコードからご確認ください
■問碧海信用金庫総務部（緯〈７７〉８１０１）
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浅井ひなたちゃん（７カ月）

よく笑いよく喋るあ
んちゃん。ニコニコ笑
顔にいつも癒されてま
す♡

(横山町)

元気いっぱい食欲旺
盛な男の子！いつも笑
顔に癒されます♡

（住吉町）

加藤虎くん（１歳）
とら

ベビーカーでお散歩
するのが大好き！歩け
るようになったらいろ
んなところに遊びに行
きたいな♪

（南町）

アンパンマンと電車
が大好きです。たくさ
ん食べて、たくさん寝
て、たくさん遊んで、
大きく成長してね。

（藤井町）

溝部杏樹ちゃん（１０カ月）
みぞ べ あん じゅ

荒川湊くん（８カ月）
みなと

七夕まつりを盛り上げ、魅力
を伝える安
城七夕親善
大使。その
一人、世良
友梨絵さん
にお話を伺
いました。
◆きっかけはボランティアから
昨年の七夕まつりにボランテ

ィアとして参加し、スタッフや
地元の方々にとても親切にして
いただきました。安城市に引っ
越してきて２年目だったので、
仲間に入れていただいたような
感覚で、とても嬉しく思いまし
た。
親善大使になってお世話にな

った方々に恩返しがしたい、そ

う思ったのが応募したきっかけ
です。
◆おススメのスポットはここ！
七夕神社の願いごとキャンド
ルです。竹とろうそくが作り出
す幻想的な光景がとてもきれい
で感動しました。もっと多くの
方に知っていただきたいので、
強くＰＲしたいです。
◆学生時代は水泳に夢中
特技は水泳です。中学時代に
全国大会、大学時代には日本学
生選手権大会に出場しました。
ずっと水泳一筋でした。
今でも気分転換のため、休日
にはスポーツセンターで、夫と
一緒に水泳を楽しんでいます。
◆夢は大きく来場者２００万人！
大使として七夕まつりはもち

ろん、安城市の魅力を広く発信
していきたいです。目標は来場
者数２００万人を達成することで
す。「願いごと、日本一。」がテー
マの安城七夕まつり。今年も願
いごとに関するイベントがたく
さんありますので、ぜひ皆さん
お越しください。

２０１8安城七夕親善大使
世良友梨絵さん（市内在住）
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餓

昨年、本市との友好・姉妹都市提携２０周年を迎えたデ
ンマークのコリング市からコリング音楽学校一行が来
安。安城学園高等学校吹奏楽部と合同で演奏会を行い、
息の合った演奏に観客は聴き入っていました。

■日５月１９日 ■場アンフォーレ

コリング音楽学校親善演奏会

JR安城駅付近には建物の壁に新美南吉作品の絵が描
かれています。通りには南吉の作品名が刻まれたベン
チ等、歩いてみるとわかる工夫があり、今まで知らな
かった安城の魅力を発見しました。(安祥中２年・齋藤）

南吉ストリート
■日５月２８日 ■場市営駅西駐車場東（御幸本町）

デンパークの｢リーチ・フォー・ザ・スカイ｣という新
しい遊具が大人気です。｢大きい！｣と見上げたり、子
ども同士で助け合いながら登ったりする姿はとてもか
わいらしかったです。（安祥中２年・清水）

■日５月２８日 ■場デンパーク

デンパーク風車の広場に新遊具登場平成３０年度植樹祭in根羽村

安城市は根羽村で行われている植樹祭に平成２０年度か
ら参加。矢作川水源の森の保全のため、ツツジの苗木
４００本を植樹しました。苗木にはプレートがつけられ
ており、根羽村を訪れるたびに成長を楽しめます。

■日５月１２日 ■場長野県根羽村

広報あんじょう 2018.7.1駕 広報あんじょう 2018.7.1

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、７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）６月１日号の答え：「埋立処分（場）」 ※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。

毎年趣向を凝らした絵柄で見る人を楽しませる「ふれあい田んぼアート」。今
年の絵柄は市内のある駅の開業３０周年を記念したものになっています。どこ
の駅でしょう。マルに入る４文字をお答えください。

「○○○○駅」

市内３０分団が訓練で習得した消火技術を競いました。
出場者は他の分団に負けじと重さ７手もあるホースを
担いで走り、標的に向かって正確な放水を行いました
（結果は本紙２５ページに掲載）。

■日６月３日 ■場安城消防署

第４３回安城市消防団消防操法競練会

市内外から２４人が参加。真
しん

鍮の板に和風の文様やキャ
ちゅう

ラクター等、好きな図柄を描き、輪郭に沿って釘とか
くぎ

なづちで打ち込みを入れる彫金を体験。参加者からは
「一心に作業でき、とても新鮮だった」と好評でした。

■日６月２日 ■場歴史博物館

三河仏壇伝統工芸士の技に学ぶ「彫金講座」

今年の犯罪抑止モデル地区に指定された住吉町内会が
決起大会を開催。住民同士のつながりを強め、安全で
安心して暮らせる地域社会づくりに取り組んでいくと
の宣言が行われました。

犯罪抑止モデル地区決起大会
■日５月２０日 ■場住吉町内会公民館

ふれあい田んぼアート２０１８（田植え）

１２回目の今年は、三河安城駅開業３０周年を記念して新
幹線と駅舎の絵柄に決定。約７００人の参加者は、どろ
んこになりながら１本１本手作業で苗を植えました。
今月下旬には見ごろを迎えます。

■日５月２０日 ■場デンパーク西田んぼ（和泉町地内）
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JR安城駅付近には建物の壁に新美南吉作品の絵が描
かれています。通りには南吉の作品名が刻まれたベン
チ等、歩いてみるとわかる工夫があり、今まで知らな
かった安城の魅力を発見しました。(安祥中２年・齋藤）

南吉ストリート
■日５月２８日 ■場市営駅西駐車場東（御幸本町）

デンパークの｢リーチ・フォー・ザ・スカイ｣という新
しい遊具が大人気です。｢大きい！｣と見上げたり、子
ども同士で助け合いながら登ったりする姿はとてもか
わいらしかったです。（安祥中２年・清水）

■日５月２８日 ■場デンパーク

デンパーク風車の広場に新遊具登場平成３０年度植樹祭in根羽村

安城市は根羽村で行われている植樹祭に平成２０年度か
ら参加。矢作川水源の森の保全のため、ツツジの苗木
４００本を植樹しました。苗木にはプレートがつけられ
ており、根羽村を訪れるたびに成長を楽しめます。

■日５月１２日 ■場長野県根羽村

広報あんじょう 2018.7.1駕 広報あんじょう 2018.7.1

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、７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）６月１日号の答え：「埋立処分（場）」 ※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。

毎年趣向を凝らした絵柄で見る人を楽しませる「ふれあい田んぼアート」。今
年の絵柄は市内のある駅の開業３０周年を記念したものになっています。どこ
の駅でしょう。マルに入る４文字をお答えください。

「○○○○駅」

市内３０分団が訓練で習得した消火技術を競いました。
出場者は他の分団に負けじと重さ７手もあるホースを
担いで走り、標的に向かって正確な放水を行いました
（結果は本紙２５ページに掲載）。

■日６月３日 ■場安城消防署

第４３回安城市消防団消防操法競練会

市内外から２４人が参加。真
しん

鍮の板に和風の文様やキャ
ちゅう

ラクター等、好きな図柄を描き、輪郭に沿って釘とか
くぎ

なづちで打ち込みを入れる彫金を体験。参加者からは
「一心に作業でき、とても新鮮だった」と好評でした。

■日６月２日 ■場歴史博物館

三河仏壇伝統工芸士の技に学ぶ「彫金講座」

今年の犯罪抑止モデル地区に指定された住吉町内会が
決起大会を開催。住民同士のつながりを強め、安全で
安心して暮らせる地域社会づくりに取り組んでいくと
の宣言が行われました。

犯罪抑止モデル地区決起大会
■日５月２０日 ■場住吉町内会公民館

ふれあい田んぼアート２０１８（田植え）

１２回目の今年は、三河安城駅開業３０周年を記念して新
幹線と駅舎の絵柄に決定。約７００人の参加者は、どろ
んこになりながら１本１本手作業で苗を植えました。
今月下旬には見ごろを迎えます。

■日５月２０日 ■場デンパーク西田んぼ（和泉町地内）
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