
画広報あんじょう 2018.9.1

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。来年１月１日号分は１０月１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。

第２５回恋塚まつり 皆あそびにきてね！

毎年、安城市内の福祉施設の協力を得て、たくさん
の模擬店を準備して地域の皆さんをお待ちしています。
今年は２５回目！猿回しの曲芸も近くで見られます！
■時９月８日松午前１０時３０分～午後１時
■場■問ぬくもりワークス（赤松町）・宇野さん（緯〈７７〉１５５５）

■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

無料詩吟体験会 参加者募集

新しい趣味を持ちませんか？伝統芸能の詩吟は漢詩・
新体詩・短歌・俳句に節を付け朗々と詠います。

ろう ろう うた

■時１０月３日昌からの毎週昌午後６時３０分～８時（全９回）
■場北部公民館 ■定３０人（先着順) ■持筆記用具・お茶
■申９月５日昌から岡田精峰さん（緯〈９８〉２６７７）へ

せい ほう

２４周年八桜会展
はち おう

油彩画のサークルで桜井公民館にて活動しています。
今回１人３点自信作を出展します。
■時９月５日昌～２８日晶午前９時～午後５時（抄承を除
く。２８日は午後４時まで） ■場碧海信用金庫サルビア
支店（大東町） ■問稲垣政さん（緯〈７５〉０８７９）

まさる

第８回もめん糸パッチワークキルト展

タペストリーから小物・バッグまで約１００点展示。全
員温かい雰囲気の中で、作品作りを楽しんでいます。
■時９月１９日昌～２３日抄午前９時～午後５時（２３日は午後
３時まで） ■場市民ギャラリー
■問藤みち子さん（緯〈９９〉２５４６）

光彩会・中部絵画サークル合同絵画展
こう さい

市内で活動する２つのグループの作品展です。主に
水彩画を９０点展示します。
■時９月２０日昭～２３日抄午前９時～午後５時（２０日は午後
１時から、２３日は午後４時まで） ■場市民ギャラリー
■問清水均さん（緯〈７５〉７５２９）

ひとし

モンキーハートパーティ１０周年
「障がい」って何？食べて、飲んで、歌って、踊って、
参加して、何かを感じる。自分の中にあるバリアをみ
んなでクラッシュしよう！ ■時９月１５日松午前１０時～
午後５時３０分 ■場三河安城ツインパーク（三河安城南町）
■問NPO法人アンジェラ・本多さん（緯〈７４〉１１８０）

フラダンスを楽しみませんか！

年齢・経験は問いません。楽しく踊りましょう。気
軽に問い合わせてください。
■時毎月第１・３・４昇午後２時～３時
■場安祥福祉センター ■￥月額３０００円
■問安祥ピア・中根敏恵さん（緯０９０〈４１８９〉９０２２）

第２３回三河・名古屋形象派展

個性あふれる自由な絵画を展示します。第６６回形象
派展（愛知展）も同時開催。
■時９月４日昇～９日掌午前９時～午後５時（４日は午後
１時から、９日は午後４時まで） ■場市民ギャラリー
■問近藤義行さん（緯０９０〈１７２４〉３４７７）

第２０回れんの会作品展

今年でなんと２０回。絵画クラブれんの会作品展です。
個性豊かで自由な作品を多数展示。２０回記念の私達の
作品を是非ご覧下さい。■時９月１１日昇～１６日掌午前９時
～午後５時（１１日は午後１時から、１６日は午後４時ま
で） ■場市民ギャラリー ■問今村直子さん（緯〈４６〉０１０８）

広報あんじょう 2018.9.1臥

津野耀翔くん（９カ月）
あき と

わんわん大好き♡ど
んな表情でも可愛くて
我が家の宝物…♡

（今本町）

体を動かす事が大好
きで、特にダンスが好
きです！音楽が鳴ると
無意識に身体がリズム
とっちゃいます！

（大山町）

甘えん坊で泣き虫だ
けど、笑顔もいっぱい
☆これからもたくさん
笑って、大きくなって
ね！

（箕輪町）

金川悠斗くん（１歳）
かな がわ ゆう と

須山明依ちゃん（１歳）
め い

畔柳陸来くん（１歳）
り く

元気に育ってくれて
ありがとう！これから
も、たくさん思い出作
っていこう★

（東別所町）

主に知的障害を持つ子どもと
その親がメンバーとして参加し
ている和太鼓グループの鼓安楽。
７月のあんステップ汐開所式で
は見事な演奏を披露しました。
グループ結成時から運営に携わ
っているメンバーの佐治さんに、
活動についてお聞きしました。
◆太鼓を楽しもう
２００４年に結成し、活動１５年目
を迎えました。グループ名は、
「鼓」太鼓を、「安」安城で、「楽」
楽しもうという意味と、動物の
コアラのかわいらしいイメージ
をかけあわせて付けました。２
歳～５０歳代の幅広い年代がメン
バーとして参加しています。現
在は、月に１回総合福祉センタ
ーで練習を行い、年に数回様々

なイベントで演奏を披露してい
ます。完璧な演奏を求めるので
はなく、グループ名にもあると
おり、皆で楽しんで太鼓をたた
こうというのがモットーです。
◆子ども達と親の居場所として
子ども達に何か楽しみを作り
たい、勉強の他に何かできるこ
とはないかと思い、活動に参加
させている親が多いと感じます。
また、同じような境遇の方々が
集まるので、情報交換の場にも
なっています。自分の子どもだ
けでなく他の子どもと関わるこ
とで、新たな気付きもあるよう
です。中には、親自身が太鼓の
楽しさに目覚めて、趣味も兼ね
て参加している方もいらっしゃ
いますね。

◆とにかく一度たたいてみて！
子ども達にもそれぞれ個性が
あります。演奏が上手くできな
くても、１つの音をたたくだけ、
１つのポーズを決めるだけ、そ
れだけでもいいんです。もし、
障害を持つお子さんがいたら、
一度練習を見に来て、太鼓をた
たいてみてほしい。何かのステ
ップにつながるかもしません。
これからも皆で太鼓を楽しみな
がら続けていければと思います。

障害児・障害者が参加する和太鼓グループ
鼓安楽（こあら）

あんステッあんステッププ汐汐開所式での演開所式での演奏奏
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芽

安城市をはじめ油ヶ淵周辺４市で開催。安城会場では
地域住民や企業からのボランティア等１６００人以上が参
加しました。根崎町内会には長年の清掃活動等に対し
油ヶ淵水質浄化促進協議会から感謝状が贈られました。

■日７月２２日 ■場半場川堤防（根崎町地内）他

油ヶ淵浄化デー

外来生物の影響で一時は見られなくなった本證寺のハ
スが地域の努力で見事に復活。２回目となる今年はメ
ディアに取り上げられたこともあり大盛況で、参加者
は早朝に咲くきれいな花と抹茶を楽しみました。

本證寺蓮見茶会
■日７月２２日 ■場本證寺（野寺町）

防犯ボランティア関係者を対象とした講座。家族が犯
罪被害に遭った講師から犯罪被害者支援の話を聴き、
参加者は犯罪被害者の相談窓口の周知の必要性等を学
ぶとともに、支援に対する意識を高めました。（堀尾）

■日８月２日 ■場教育センター

防犯ボランティアスキルアップ講座ふれあい田んぼアート２０１８鑑賞会

５月に植えた苗が育ち、三河安城駅開業３０周年を記念
した新幹線の図柄が完成。参加した子どもからは「こ
の前行ったスカイツリーよりは低かったけど、高くて
怖かった！」とのかわいい感想も聞かれました。

■日７月２１日 ■場デンパーク西田んぼ（和泉町地内）

広報あんじょう 2018.9.1蛾 広報あんじょう 2018.9.1

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、９月２０日昭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）８月１日号の答え：「あんステップ（♬）」 ※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。

秋葉公園の池ではアメリカザリガニの繁殖によりこの生き物が食べられてしま
い、数が減っています。この生き物とは何でしょう。３文字で答えてください。「○○○」

１７回目となる人気のイベント。「キッズ」と「フリー」の
部門に分かれ、観客と審査員に向かって決めポーズ。
手作りの浴衣やメッセージ入りのうちわ等、個性的な
アイテムで素敵な浴衣姿を披露しました。

■日８月１２日 ■場デンパーク

デンパークゆかたコンテスト

池のメダカが食べられてしまうため、繁殖したアメリ
カザリガニの駆除と生態系の学習を目的として実施。
１０組の親子等が参加し、皆１５匹程釣っていました。「す
ばしっこくて難しい」等の声が聞かれました。

■日７月３１日 ■場秋葉公園

ザリガニ釣り

昨年６月のオープンから３３７営業日で達成。記念すべ
き１００万人目は日の出町在住の竹内大

ひろ

翔くん（錦町小２
と

年）で、家の近くで見た鳥を図鑑で調べるために来館。
神谷市長から花束と記念品が贈られました。

図書情報館入館者１００万人達成
■日７月２２日 ■場図書情報館

ナイトミュージアム

昨年の好評を受け２回目の開催。普段は閉館している
夜の歴史博物館等で、怖いおはなし会や和紙のランプ
シェードづくり等様々な催しを楽しみました。浴衣姿
の参加者もあり、夏祭りのような雰囲気でした。

■日８月１０日 ■場歴史博物館他
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加しました。根崎町内会には長年の清掃活動等に対し
油ヶ淵水質浄化促進協議会から感謝状が贈られました。

■日７月２２日 ■場半場川堤防（根崎町地内）他

油ヶ淵浄化デー

外来生物の影響で一時は見られなくなった本證寺のハ
スが地域の努力で見事に復活。２回目となる今年はメ
ディアに取り上げられたこともあり大盛況で、参加者
は早朝に咲くきれいな花と抹茶を楽しみました。

本證寺蓮見茶会
■日７月２２日 ■場本證寺（野寺町）

防犯ボランティア関係者を対象とした講座。家族が犯
罪被害に遭った講師から犯罪被害者支援の話を聴き、
参加者は犯罪被害者の相談窓口の周知の必要性等を学
ぶとともに、支援に対する意識を高めました。（堀尾）

■日８月２日 ■場教育センター

防犯ボランティアスキルアップ講座ふれあい田んぼアート２０１８鑑賞会

５月に植えた苗が育ち、三河安城駅開業３０周年を記念
した新幹線の図柄が完成。参加した子どもからは「こ
の前行ったスカイツリーよりは低かったけど、高くて
怖かった！」とのかわいい感想も聞かれました。

■日７月２１日 ■場デンパーク西田んぼ（和泉町地内）

広報あんじょう 2018.9.1蛾 広報あんじょう 2018.9.1

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、９月２０日昭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）８月１日号の答え：「あんステップ（♬）」 ※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。

秋葉公園の池ではアメリカザリガニの繁殖によりこの生き物が食べられてしま
い、数が減っています。この生き物とは何でしょう。３文字で答えてください。「○○○」

１７回目となる人気のイベント。「キッズ」と「フリー」の
部門に分かれ、観客と審査員に向かって決めポーズ。
手作りの浴衣やメッセージ入りのうちわ等、個性的な
アイテムで素敵な浴衣姿を披露しました。

■日８月１２日 ■場デンパーク

デンパークゆかたコンテスト

池のメダカが食べられてしまうため、繁殖したアメリ
カザリガニの駆除と生態系の学習を目的として実施。
１０組の親子等が参加し、皆１５匹程釣っていました。「す
ばしっこくて難しい」等の声が聞かれました。

■日７月３１日 ■場秋葉公園

ザリガニ釣り

昨年６月のオープンから３３７営業日で達成。記念すべ
き１００万人目は日の出町在住の竹内大

ひろ

翔くん（錦町小２
と

年）で、家の近くで見た鳥を図鑑で調べるために来館。
神谷市長から花束と記念品が贈られました。

図書情報館入館者１００万人達成
■日７月２２日 ■場図書情報館

ナイトミュージアム

昨年の好評を受け２回目の開催。普段は閉館している
夜の歴史博物館等で、怖いおはなし会や和紙のランプ
シェードづくり等様々な催しを楽しみました。浴衣姿
の参加者もあり、夏祭りのような雰囲気でした。

■日８月１０日 ■場歴史博物館他
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