
賀広報あんじょう 2018.10.1

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２月１日号分は１１月１日昭から
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。

■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

第２８回芳墨會書作展
ほう ぼく かい

日頃、各教室で書道を学ぶ仲間と共にその勉強の成
果を発表します。
■時１０月１０日昌～１４日掌午前９時～午後５時（１０日は午後
１時から、１４日は午後４時まで） ■場市民ギャラリー
■問神谷采邑さん（緯０９０〈２９４８〉９３９４）

さい ゆう

第１２回まるくてBang！Bang！まつり

日頃の感謝を込めて、今年もBang！Bang！まつり
を開催します。最後に豪華賞品が当たる抽選会も用意
しています。
■時１０月１３日松午前１０時３０分～午後１時
■場■問まるくてワークス（池浦町）・本田さん（緯〈７７〉１０００）

チャリティ英会話～ラオスの子らに教育の機会を

初心者向き。日本昔物語「おむすびころりん」を、簡
単な英語でゆっくり楽しく読みましょう。会場費等の
経費を除いた全額をダルニー奨学金に寄付します。
■時１０月２０日松午前１０時～１１時３０分 ■場二本木公民館
■￥１２００円 ■申杉浦明実さん（緯０８０〈３６７５〉１２０４）へ

ギター同好会・アンダンテ 会員募集

クラシックギターによる合奏と自由曲の練習。
■時毎月第２・４松午後１時３０分～４時 ■場昭林公民館
■講榎本和俊氏 ■定５人（先着順） ■￥月額１０００円
■持クラシックギター
■問亀井三郎さん（緯〈７６〉９５１８）

若者の自立支援ボランティア養成講座

生きづらさを抱える若者を支えるスキルを身につけ
る３回連続の基礎講座です。受講後希望する人はNPO
リネーブルで活動できます。■時１１月１２日捷・２６日捷、
１２月１０日捷午前１０時～１１時３０分 ■場市民会館 ■他要予
約 ■申荒川陽子さん（緯０９０〈２３４９〉７６６３）へ

アイラブ ウクレレ 会員募集

ウクレレの合奏をしませんか！練習見学と入会歓迎。
■時毎月第２・４掌午後１時３０分～３時３０分 ■場昭林公
民館 ■講大澤昇次氏 ■定４～５人（先着順） ■持ウクレ
レ ■￥１回７００円、年会費（１０月～来年３月）１０００円
■問山田さん（緯０９０〈１６２３〉２１０５）

発見！南吉ウォールペイント

ヒントを手がかりに正解のウォールペイントを探す、
探訪型のイベントです。
■時１０月２０日松・２１日掌午前９時３０分～午後４時１５分
■場JR安城駅周辺(受付はアンフォーレ）
■問坂本啓輔さん（緯０９０〈８３２４〉４６７８）

安城ふるさとガイドの会 市内の史跡をめぐる街歩き

■時■場集合諮１０月２１日掌獅JAあいち中央桜井支店駐車場
（姫小川町） 1１月１８日掌獅北部公民館駐車場 １２月１６
日掌獅宝泉院駐車場（福釜町） 来年２月１７日掌獅歴史
博物館駐車場 ３月１０日掌獅堀内公園南駐車場 各回
午前９時～１１時３０分 ■問本山司さん（緯０９０〈４１９９〉２１７１）

まもる

角谷 薫展

新作に加え、２０１５年台北個展作品や既に発表した作
品も選抜して展示します。大・小あわせて５０～６０作品
をご覧いただけます。■時１０月１１日昭～１４日掌午前９時
～午後５時（１４日は午後４時まで） ■場市民ギャラリー
■問わかいめアトリエ・角谷薫さん（緯〈９８〉０８０２）

interview!

「食育ソムリエ」の塚本さんと
永谷さんは、でんまぁと安城西
部で活躍中の「食」と「農」のプロ。
生産者と消費者の架け橋として、
生産者の野菜や果物への愛情を
お客さんに熱く伝えています。
ケンサチ広報部が永谷さんと塚
本さんにインタビューしました。
食育ソムリエって何をするの？
食育ソムリエとは、（一社）日

本協同組合連携機構が開講して
いる「食育ソムリエ養成講座」の
修了により得られる資格です。
店頭に試食やポップ広告を用

意して、旬の野菜や果物、それ
らを使ったレシピ等を紹介して
います。食育イベントを開催し
たり、料理方法等についてお客
様から質問や相談を受けたりも。

レシピを作る際には、忙しい
人でも簡単に作れるようなもの
を意識します。旬のものや地元
のものの美味しさを知ってもら
えるように、素材の味を生かし
たレシピを考えています。

「ケンサチ」な瞬間って？
『食育ソムリエ』は、生産者で
ある農家からお客様の胃袋まで
をつなぐプロ。農家の方々にお
客様のニーズを伝え、お客様に
農家の方々の想いを伝えること
も大切な役目です。その証であ

るエプロンを身につけるときは、
重みを実感しますね。お客様に
「美味しいものを教えてくれて
ありがとう！」と言ってもらえ
たり、野菜嫌いな子がおいしそ
うに試食をしてくれたりすると
とても嬉しいです。
初めて知ることも多く、日々

勉強ですがそれも楽しんでいま
す。これからも皆さんに新しい
味を紹介していきたいですね。

ケンサチ広報部より
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塚本さ塚本さんん 永谷さ永谷さんん

食育ソムリエ（でんまぁと安城西部）
塚本由起さん 永谷直美さん

他にも、今後さらに力を入れた
い活動やスーパーに並ばないよ
うな珍しい野菜について教えて
いただきました。ケンサチ広報
部のインスタグラムやフェイス
ブックでも紹介していますので、
チェックしてみてください。

試食コーナ試食コーナーー

神谷有希ちゃん（９カ月）
ゆ き

歩けるようになって
お散歩大好きな涼ちゃ
ん♪すくすく大きくな
ぁれ～！

(里町)

安藤涼
りょう

太郎くん（１歳）
た ろう

石倉依茉ちゃん（９カ月）
え ま

わんわん大好き、じ
いじそっくりの女の子
です。くしゃっと笑う
顔に家族みんなが癒さ
れています♡

（三河安城本町）

我が家のアイドル♡
元気いっぱいの甘えん
坊。笑顔に癒されます
♡これからの成長が楽
しみです♪

(赤松町)

萩元悠斗くん（８カ月）
ゆう と

音楽にあわせてリズ
ムを取ったり、おしゃ
べりがとっても上手♪
キュートな笑顔にみん
なメロメロです！

（池浦町）
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餓

受付開始後すぐに申し込む人の多かった
人気講座。親子や友人同士の他、個人で参加した苔玉
ファンも。皆、芯となる植物の根元を中心に苔を丸め、
思い思いに雰囲気のある苔玉を作りました。

■日８月２９日 ■場安祥閣

和室で楽しく、苔玉を作ってみよう

１６組の親子が参加。音楽に合わせて体操やダンスをし
たりフラフープで遊んだりして、家庭ではできない遊
びを楽しみました。会場はお母さんと子ども達の元気
な声と笑顔であふれていました。

親子遊び講習会
■日８月２８日 ■場あんぱ～く

毎年県内各地で開催されている「あいち花フェスタ」。
今年は１１月２２日～２５日にデンパークで開催。安城市温
室園芸組合が電光掲示板を５０種程の花で飾ったカウン
トダウン看板を製作し、アンフォーレに設置しました。

■日８月１３日 ■場アンフォーレ

あいち花フェスタ２０１８へのカウントダウン水遊び企画「うち水大作戦」

猛暑の堀内公園で、暑さを忘れさせてくれる「うち水」
に子ども達が挑戦。水着姿の子ども達が公園スタッフ
に水をかけ、スタッフも負けじと応戦。「もっとやりた
かった！」と大興奮の子ども達でした。

■日８月１７日 ■場堀内公園
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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、１０月２２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）９月１日号の答え：「メダカ（めだか)」 ※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。

男性の市内最高齢者である岩田銀三さん。市長が訪問した時の年齢は何歳だっ
たでしょうか。「○○○歳」

７月の神谷市長のベトナム訪問がきっかけで計画投資
省のタン副大臣が来安。経済交流に関する市長との意
見交換や市内企業の視察の他、丈山苑を見学。庭園や
抹茶を楽しみ、大変喜ばれました。

■日９月１１日 ■場丈山苑ほか

ベトナムからタン副大臣が来安

長寿のお祝いに神谷市長が訪問。花束と記念品を贈呈
され、「ありがたい」と話した岩田さん。絵と習字が好
きで、入居中の老人ホームには掛け軸や色紙での自作
の絵画や書が数多く飾られていました。

■日９月１０日 ■場特別養護老人ホーム小川の里（小川町）

男性の市内最高齢者は１０３歳の岩田銀三さん

安城の男女各１チームをはじめ、９市１町から２７チー
ムが出場。戦略を練って戦う姿は見応えたっぷり。安
城のチームは男女とも惜しくも決勝リーグに進めませ
んでしたが、地域の代表として精一杯がんばりました。

西三河地域子ども会球技大会（ドッジボール）
■日９月１日 ■場市体育館

もっと知ろうよきゅうQたい

初めて市民向けイベントとして実施。救急隊による１１９
番通報でのやりとりや現場で行う応急処置の実演の他、
人形を使った心臓マッサージや人工呼吸の体験等によ
り、救急について理解を深める良い機会となりました。

■日９月９日 ■場アンフォーレ



餓

受付開始後すぐに申し込む人の多かった
人気講座。親子や友人同士の他、個人で参加した苔玉
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きで、入居中の老人ホームには掛け軸や色紙での自作
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■日９月１０日 ■場特別養護老人ホーム小川の里（小川町）
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安城の男女各１チームをはじめ、９市１町から２７チー
ムが出場。戦略を練って戦う姿は見応えたっぷり。安
城のチームは男女とも惜しくも決勝リーグに進めませ
んでしたが、地域の代表として精一杯がんばりました。

西三河地域子ども会球技大会（ドッジボール）
■日９月１日 ■場市体育館

もっと知ろうよきゅうQたい

初めて市民向けイベントとして実施。救急隊による１１９
番通報でのやりとりや現場で行う応急処置の実演の他、
人形を使った心臓マッサージや人工呼吸の体験等によ
り、救急について理解を深める良い機会となりました。

■日９月９日 ■場アンフォーレ
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