
画広報あんじょう 2018.8.1

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。１２月１日号分は９月３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。

三河・名古屋形象派第２５回水曜グループ展

水彩・油彩・えんぴつ画など、大小併せて５０点ほど
展示します。多数のご観覧をお待ちしています。
■時８月２３日昭～２６日掌午前９時～午後５時（２３日は午
後１時から、２６日は午後４時まで） ■場市民ギャラリー
■問大竹さよ子さん（緯０９０〈８０７５〉４１７４）

■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

託児ボランティア 託児ママ 会員募集
子育て支援センターの講習会等の託児ボランティア
をしています。子供が好きな人、興味がある人、一緒
に活動しましょう。見学、問合せ、随時受付中！
■時不定期午前１０時～１１時３０分 ■場あんぱ～く ■内未就
園児託児 ■問太田ゆかりさん（緯０９０〈４２１６〉７６７３）

油彩画コレクションと稲垣政作品展
まさる

樋口洋氏、東郷たまみ氏等１１人の作家の作品と、自
作の油彩画、南欧・信濃の風景画を展示します。
■時８月９日昭～１２日掌午前９時～午後５時（９日は午
後１時から、１２日は午後４時まで） ■場市民ギャラリー
■問稲垣政さん（緯〈７５〉０８７９）
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雪
ゆき
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め

健康の為に楽しく一緒にお稽古してみませんか？
■時毎週昌午後１時～４時３０分
■場安祥公民館
■￥月額５０００円
■問芳柳雪芽さん（緯０９０〈９２２９〉７５５２）

英会話サークル「喜楽会」会員募集
気軽で楽しい英会話を通して、柔軟な物の見方・考
え方をし、他のメンバーとの交流を図りませんか。
■時毎週松午前９時４５分～１１時３０分 ■場市民会館 他
■￥１回あたり１６００円程度
■問德永宏さん（緯０９０〈９２６２〉６５１２）

健康ヨガ メンバー募集
ヨガの深い呼吸でストレス解消しましょう。体の硬
い方も大丈夫です。見学大歓迎です。
■時毎週昇午前１０時～正午 ■場作野公民館
■￥月額２０００円
■問相良洋子さん（緯〈７５〉７７８０）

さが ら

安城市少年少女合唱団 団員募集

プロの先生方に正しい発声を学び、歌うことをもっ
と楽しんでみませんか？年末には文化センターで合唱
とミュージカルにも挑戦。 ■時毎週松諮Jr施午後１時

ジュニア

～３時 Sr施午後２時３０分～４時３０分 ■場昭林公民館
シニア

他 ■￥月額４０００円 ■問岡山敏治さん（緯〈７２〉３７６２）

碧信TANABATAオーケストラコンサート

愛知学泉大学オーケストラと安城学園高校弦楽部の
七夕演奏会。弦楽器と管楽器、打楽器によるオーケス
トラの音の魅力を感じて頂けます。 ■時８月４日松午
後３時～４時（開場は午後２時３０分） ■場碧海信用金庫
本店（御幸本町） ■問植田将平さん（緯０８０〈３０６６〉１８１２）

ゴスペルワークショップ 参加者募集錘

９月１５日松のアンフォーレのステージに向けてみん
なで歌おう！ ■時８月２５日松・９月８日松午前１０時～
１１時３０分 ■場アンフォーレ ■￥１０００円（２回分） ■持飲
料、筆記用具等 ■他未就学児は保護者同伴 ■申ゴスペ
ルエイドフォーアジア安城・齋藤さん（緯〈９１〉２６２９）へ

アルティメットという競技を
知っていますか。フライングデ
ィスクを使って味方へパスをつ
なぎ、コートの端に設けられた
エンドゾーンでパスをキャッチ
することで得点を競い合うスポ
ーツです。８月にカナダで開催
される世界選手権大会に日本代
表として出場する２人に、競技
を始めたきっかけや魅力につい
て話を聞きました。
鳥居さん：大学で友人に誘われ
たのがきっかけで競技を始めま
した。ロングスローが得意で、
試合のときは５０ｍ先までディス
クを飛ばすこともあります。自
分でも驚くほど遠くへディスク
を飛ばせることが魅力。パスを
出すときは、狙ったスペースを

目がけて投げ、味方をそこへ走
らせます。高校までバスケット
ボールをしていましたが、シュ
ートを打つより味方へのパス出
しをすることが多かったので、
その経験が生きていると思いま
す。今ではバスケットボール以
上に競技に打ち込んでいます。
加藤さん：高校まで野球をして
いましたが、引退後、新しいス
ポーツを始めたいと思っていた
ときにこの競技を知りました。
ダイブキャッチというディスク
を地上すれすれのところで飛び
込んで取るプレーが格好良く、
自分もやってみたいと思ったの
がきっかけです。試合では誰も
取れないようなディスクを飛ん
で取るのが役割。際どい位置で

ディスクを取ったり、ディフェ
ンスしたりするプレーが野球の
経験と結びついています。また、
選手同士で反則等のジャッジを
行うため、対戦相手の選手とも
コミュニケーションが取れ、仲
良くなれるのも魅力です。

世界選手権でメダルを取り、競
技の面白さや楽しさを広めたい
と力強く語ってくれた２人。こ
の意気込みで、ぜひメダルを勝
ち取ってきてほしいですね。

臥

鳥居芳成さん（名古屋大学２年、今池町）
加藤雄大さん（中京大学１年、御幸本町） 鳥居さ鳥居さんん 加藤さ加藤さんん

（撮影協力：名古屋大（撮影協力：名古屋大学学ＢｌｏｏｍｓＢｌｏｏｍｓ））

ＷＦＤＦ２０１８世界ジュニアアルティメット
選手権大会（１９歳以下）日本代表メンバー

吉川空杜くん（９カ月）
そら と

いつも元気いっぱい！
これからもそのニコニ
コ笑顔を大切に楽しく
暮らそうね！

(住吉町)

柿本智哉くん（２歳）
とも や

直哉くん（２歳）
なお や

晴哉くん（１０カ月）
はる や

我が家の天使♡この
笑顔に癒されてます。
日々成長する姿を見る
事ができて幸せです。

（二本木町）

晴哉が我が家に仲間
入り♪いつもニコニコ
でみんなを笑顔にする
よ錘お兄ちゃんたちが
大好き♡（三河安城本町）

村上笑望ちゃん（１歳）
え ま

桂川絵茉ちゃん（１歳）
え ま

いつもニコニコ元気
な絵茉ちゃん。兄ちゃ
ん２人に負けないぞ！
いっぱい遊んで大きく
なあ～れ！

（柿 町）
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芽

血管年齢や骨密度等の健康測定コーナーや、食、美容
等に関するオススメ商品の紹介、健康に関するアドバ
イス等が各ブースで行われました。２日間で約３７００人が
来場し、自分の健康を考えるいいきっかけになりました。

■日６月２３日・２４日 ■場市体育館

ケンサチウェルネスフェスタ

年長児が地域の人から作り方を教わりました。園で収
穫した梅を洗い、園児たちが拭いてへたを取り、梅と
塩を交互に容器に入れた後、皆で職員室に運び保管し、
２週間後にはしそを追加。できあがりが楽しみですね。

梅干しづくり
■日６月１３日 ■場志貴保育園

東日本大震災の後、再生可能エネルギーで発電をした
いと、国の支援で造られたのがこの水力発電所です。
ここでできた電力は月に約５０万円で電力会社に売られ
ていると聞き、とても驚きました。（明祥中２年・星田）

■日６月２６日 ■場中井筋発電所（篠目町）

明治用水を使った発電所日本有数の長さの手延べそうめん

約３．６ｍまで延ばす日本有数の手延べそうめんづくり。
そうめんを延ばす姿は迫力がありました。室内の温度
を屋外よりも高くし、その日の湿度によって温度を調
整する等こだわっていました。（明祥中２年・柴田）

■日６月２７日 ■場和泉町地内

広報あんじょう 2018.8.1蛾 広報あんじょう 2018.8.1

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、８月２０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）７月１日号の答え：「三河安城（駅）」 ※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。

旧図書館を改修して発達に心配のある子等の支援施設としてオープンし
た安城市子ども発達支援センター。その愛称は何というでしょう。６文
字でお答えください。

「○○○○○○♬」

雨の中３匹のきーぼーが集結。多数の家族連れ等がき
ーぼーの誕生日を祝いました。きーぼーは雨が苦手な
ので屋根の下で記念撮影。参加者と握手したり「跳ん
で！」と呼びかけられたり、大人気のきーぼーでした。

■日７月７日 ■場安城七夕神社ほか

きーぼー誕生祭

旧図書館を改修し、療育センターやサルビア学園等を
集約、発達に心配のある子等に概ね１８歳まで継続した

おおむ

支援を行う施設として整備。施設内の地域交流図書コ
ーナーは誰でも利用できますのでぜひお越しください。

■日７月７日 ■場子ども発達支援センターあんステップ♬

あんステップ♬開所式

電光掲示板を設置する等新しくなったA球場。リニュ
ーアルオープンを記念してホームチーム「デンソーブ
ライトペガサス」が記念試合を実施。試合後にはサイ
ン会等が行われ、観客と選手がふれ合いました。

ソフトボールフェスタ
■日７月１日 ■場市ソフトボール場

社会を明るくする運動

犯罪や非行の防止と罪を犯した人の更生に対する理解
を深めることを目的に全国的な運動として実施。７月
は強調月間のため、市内各所で保護司等による啓発活
動が行われました。

■日７月１日 ■場イトーヨーカドー安城店前



芽

血管年齢や骨密度等の健康測定コーナーや、食、美容
等に関するオススメ商品の紹介、健康に関するアドバ
イス等が各ブースで行われました。２日間で約３７００人が
来場し、自分の健康を考えるいいきっかけになりました。

■日６月２３日・２４日 ■場市体育館

ケンサチウェルネスフェスタ

年長児が地域の人から作り方を教わりました。園で収
穫した梅を洗い、園児たちが拭いてへたを取り、梅と
塩を交互に容器に入れた後、皆で職員室に運び保管し、
２週間後にはしそを追加。できあがりが楽しみですね。

梅干しづくり
■日６月１３日 ■場志貴保育園

東日本大震災の後、再生可能エネルギーで発電をした
いと、国の支援で造られたのがこの水力発電所です。
ここでできた電力は月に約５０万円で電力会社に売られ
ていると聞き、とても驚きました。（明祥中２年・星田）

■日６月２６日 ■場中井筋発電所（篠目町）

明治用水を使った発電所日本有数の長さの手延べそうめん

約３．６ｍまで延ばす日本有数の手延べそうめんづくり。
そうめんを延ばす姿は迫力がありました。室内の温度
を屋外よりも高くし、その日の湿度によって温度を調
整する等こだわっていました。（明祥中２年・柴田）

■日６月２７日 ■場和泉町地内

広報あんじょう 2018.8.1蛾 広報あんじょう 2018.8.1

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、８月２０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）７月１日号の答え：「三河安城（駅）」 ※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。

旧図書館を改修して発達に心配のある子等の支援施設としてオープンし
た安城市子ども発達支援センター。その愛称は何というでしょう。６文
字でお答えください。

「○○○○○○♬」

雨の中３匹のきーぼーが集結。多数の家族連れ等がき
ーぼーの誕生日を祝いました。きーぼーは雨が苦手な
ので屋根の下で記念撮影。参加者と握手したり「跳ん
で！」と呼びかけられたり、大人気のきーぼーでした。

■日７月７日 ■場安城七夕神社ほか

きーぼー誕生祭

旧図書館を改修し、療育センターやサルビア学園等を
集約、発達に心配のある子等に概ね１８歳まで継続した

おおむ

支援を行う施設として整備。施設内の地域交流図書コ
ーナーは誰でも利用できますのでぜひお越しください。

■日７月７日 ■場子ども発達支援センターあんステップ♬

あんステップ♬開所式

電光掲示板を設置する等新しくなったA球場。リニュ
ーアルオープンを記念してホームチーム「デンソーブ
ライトペガサス」が記念試合を実施。試合後にはサイ
ン会等が行われ、観客と選手がふれ合いました。

ソフトボールフェスタ
■日７月１日 ■場市ソフトボール場

社会を明るくする運動

犯罪や非行の防止と罪を犯した人の更生に対する理解
を深めることを目的に全国的な運動として実施。７月
は強調月間のため、市内各所で保護司等による啓発活
動が行われました。

■日７月１日 ■場イトーヨーカドー安城店前
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