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安笑落語会のご案内

明祥プラザでの２回目の落語会。お待ちしています。
気分転換に落語はもってこいです。お出かけください。
一緒に笑いましょう。
■時１２月９日掌午後１時３０分 ■場明祥プラザ
■問原長介さん（緯０９０〈９１２５〉６８８０）

第２回 香
こう

仏展
ぶつ

中部公民館にて毎月２回、自由闊達な雰囲気で彫刻・
かっ たつ

仏画を楽しんでいます。この度、作品展を開催します。
是非ご覧ください。 ■時１２月１３日昭～１６日掌午前９時
～午後５時（１６日は午後４時まで） ■場市民ギャラリー
■問香仏会・酒井紀彦さん（緯〈９７〉０５９４）

第３２回 創の会手工芸作品展
そう

レザークラフト、和紙人形、押絵、ちぎり絵、七宝
焼、紙ひも工芸の作品を展示します。
■時１２月１４日晶午前１０時３０分～午後５時、１５日松午前９
時～午後４時 ■場市民会館
■問板谷多子さん（緯〈９７〉９７４３）

かず こ

２０周年だョ☆北斗感謝祭～Anjo”北斗”記念公演～

よさこいチームAnjo”北斗”は、結成２０周年を迎えま
した。記念公演を開催しますので、是非お越し下さい。
■時２月３日掌午後１時 ■場市民会館 ■￥１０００円 ■他チ
ケットは「おかずや＋CAFE」（東栄町）等で販売。詳細は
問い合わせて下さい ■問Anjo”北斗”事務局（緯〈９７〉９６３３）

社会福祉法人ぬくもり福祉会設立３０周年記念事業

利用者の作品展、ダウン症の女流書家金澤翔子さん
の席上揮毫と母親の泰子さんの講演会を開催します。

き ごう

詳細は同会HPに掲載。 ■時１２月８日松・９日掌※金澤
さんの出演は９日午後２時４５分から ■場アンフォーレ
■問ぬくもり福祉会・河村さん（緯〈７７〉５２２２）

夢フェスティバル～プロによる野球教室～

プロによる野球教室と地域ダンスチームイベントを
開催します。入場無料。プロ野球のスーパープレイヤ
ー来場！
■時１２月２８日晶午前１０時 ■場市民会館
■問NPO団体 ZERO DREAM（緯０５６３〈５４〉８０８０）

三河・名古屋形象派カルトン画展

花や風景等を感性豊かに描いたカルトン画を７０点程
展示します。
■時１２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
■問近藤義行さん（緯０９０〈１７２４〉３４７７）

第３７回 三鈴会かな書展

王朝かな及び読める書を大小さまざまな作品にして
展示します。
■時１２月７日晶～９日掌午前１０時～午後５時（９日は午
後４時まで） ■場市民ギャラリー
■問天野基宏（月

げっ

祥）さん（緯〈９８〉１９６６）
しょう

安城市スキー連盟「市民スキー教室」参加者募集

■時１月１１日晶午後８時～１３日掌午後９時 ■場白馬五竜
スキー場 集合・解散獅市総合運動公園 ■対市内在住・
在勤の大人又は親子 ■定４０人（先着順） ■￥大人獅２万
２０００円 中高生獅２万１０００円 小学生獅２万円 ■申１２月
１４日晶から参加費を持参し和田スポーツ（緯〈９７〉０２７９）へ

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４月１日号分は１月４日晶から
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

東山中学区の地域住民が主体
となって結成された「ANJOほく
部みんスポクラブ」（以下、クラブ）。
運営や事業計画等に携わる役員
の皆さんにお話を伺いました。
◆長く続けられる理由
平成１８年に市からの働きかけ

を受けて、スポーツ推進委員を
中心に設立準備委員会を立上げ、
その２年後に安城で初めての総
合型のスポーツクラブとして発
足しました。以来、地域の活性
化を目的に、様々なスポーツ関
連の教室やイベント等を開催し
ています。
クラブの事務局は、北部公民

館内にあり、チラシの配布や参
加の受付等も公民館で行ってい
ただいているので、とても助か

っています。また、クラブは会
員制ではなく、東山中学区の住
民全員が対象です。一部の教室
ではわずかな参加費がかかりま
すが、会費はありません。こう
した特徴がクラブを長く続けて
いられる理由です。
◆スポーツで地域を元気に！
最近では子ども向けのスナッ
グゴルフやスラックライン、お
年寄りでも楽しめるカローリン
グが人気です。昔からやってい
る園児向けの「忍者ランド」もと
ても喜ばれています。スポーツ
以外にも８月には茶臼山へキャ
ンプに行ったりもします。
こうした活動を通じて、地域
の人たちが元気に健康であり続
けてくれればと思っています。

◆気軽に参加してほしい
クラブでは年間を通じて様々

な活動をしています。クラブの
オリジナルカラーであるオレン
ジ色のチラシを見かけたら、チ
ェックしてみてください！
また、ぜひとも若い人にスタ

ッフとして参加してほしいです。
スポーツを通じていろいろな世
代の人とコミュニケーションが
とれるのは楽しく、やりがいも
あります。
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「地域が元気に 地域を元気に」がキャッチ
フレーズの総合型地域スポーツクラブ
ANJOほく部みんスポクラブ

牙

忍忍者ラン忍者ランドド

大岩律貴くん（１歳）
りつ き

元気いっぱい動くの
大好き♪笑顔がかわい
い。産まれてきてくれ
てありがとう♡すくす
く大きくなってね。

（小堤町）

おてんばで、食べる
ことが大好きな末っ子
ちゃん。2人のお兄
ちゃんにも負けず、一
緒に遊んでるよ。

（古井町）

色んなことに興味
津々なりっちゃん♪特
に電車が大好きで、踏
み切りを見るだけで大
興奮です。

（小川町）

いつも元気で明るい
莉子。すくすく育って
ね！

（川島町）

阿保伶奈ちゃん（１歳）
あ ぼ れい な

辻莉子ちゃん（１０カ月）
り こ

笠井雅文くん（９カ月）
まさ ふみ

「元気っ子アルバム」に掲載する写真を募集しています。掲載方法の問合せは、電話かＥメールで広
報広聴係（☎〈７１〉２２０２／info@city.anjo.lg.jp）へ。右記QRコードからメールで問合せ可能です。



我広報あんじょう 2018.12.1

安笑落語会のご案内

明祥プラザでの２回目の落語会。お待ちしています。
気分転換に落語はもってこいです。お出かけください。
一緒に笑いましょう。
■時１２月９日掌午後１時３０分 ■場明祥プラザ
■問原長介さん（緯０９０〈９１２５〉６８８０）

第２回 香
こう

仏展
ぶつ

中部公民館にて毎月２回、自由闊達な雰囲気で彫刻・
かっ たつ

仏画を楽しんでいます。この度、作品展を開催します。
是非ご覧ください。 ■時１２月１３日昭～１６日掌午前９時
～午後５時（１６日は午後４時まで） ■場市民ギャラリー
■問香仏会・酒井紀彦さん（緯〈９７〉０５９４）

第３２回 創の会手工芸作品展
そう

レザークラフト、和紙人形、押絵、ちぎり絵、七宝
焼、紙ひも工芸の作品を展示します。
■時１２月１４日晶午前１０時３０分～午後５時、１５日松午前９
時～午後４時 ■場市民会館
■問板谷多子さん（緯〈９７〉９７４３）

かず こ

２０周年だョ☆北斗感謝祭～Anjo”北斗”記念公演～

よさこいチームAnjo”北斗”は、結成２０周年を迎えま
した。記念公演を開催しますので、是非お越し下さい。
■時２月３日掌午後１時 ■場市民会館 ■￥１０００円 ■他チ
ケットは「おかずや＋CAFE」（東栄町）等で販売。詳細は
問い合わせて下さい ■問Anjo”北斗”事務局（緯〈９７〉９６３３）

社会福祉法人ぬくもり福祉会設立３０周年記念事業

利用者の作品展、ダウン症の女流書家金澤翔子さん
の席上揮毫と母親の泰子さんの講演会を開催します。

き ごう

詳細は同会HPに掲載。 ■時１２月８日松・９日掌※金澤
さんの出演は９日午後２時４５分から ■場アンフォーレ
■問ぬくもり福祉会・河村さん（緯〈７７〉５２２２）

夢フェスティバル～プロによる野球教室～

プロによる野球教室と地域ダンスチームイベントを
開催します。入場無料。プロ野球のスーパープレイヤ
ー来場！
■時１２月２８日晶午前１０時 ■場市民会館
■問NPO団体 ZERO DREAM（緯０５６３〈５４〉８０８０）

三河・名古屋形象派カルトン画展

花や風景等を感性豊かに描いたカルトン画を７０点程
展示します。
■時１２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
■問近藤義行さん（緯０９０〈１７２４〉３４７７）

第３７回 三鈴会かな書展

王朝かな及び読める書を大小さまざまな作品にして
展示します。
■時１２月７日晶～９日掌午前１０時～午後５時（９日は午
後４時まで） ■場市民ギャラリー
■問天野基宏（月

げっ

祥）さん（緯〈９８〉１９６６）
しょう

安城市スキー連盟「市民スキー教室」参加者募集

■時１月１１日晶午後８時～１３日掌午後９時 ■場白馬五竜
スキー場 集合・解散獅市総合運動公園 ■対市内在住・
在勤の大人又は親子 ■定４０人（先着順） ■￥大人獅２万
２０００円 中高生獅２万１０００円 小学生獅２万円 ■申１２月
１４日晶から参加費を持参し和田スポーツ（緯〈９７〉０２７９）へ

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４月１日号分は１月４日晶から
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

東山中学区の地域住民が主体
となって結成された「ANJOほく
部みんスポクラブ」（以下、クラブ）。
運営や事業計画等に携わる役員
の皆さんにお話を伺いました。
◆長く続けられる理由
平成１８年に市からの働きかけ
を受けて、スポーツ推進委員を
中心に設立準備委員会を立上げ、
その２年後に安城で初めての総
合型のスポーツクラブとして発
足しました。以来、地域の活性
化を目的に、様々なスポーツ関
連の教室やイベント等を開催し
ています。
クラブの事務局は、北部公民
館内にあり、チラシの配布や参
加の受付等も公民館で行ってい
ただいているので、とても助か

っています。また、クラブは会
員制ではなく、東山中学区の住
民全員が対象です。一部の教室
ではわずかな参加費がかかりま
すが、会費はありません。こう
した特徴がクラブを長く続けて
いられる理由です。
◆スポーツで地域を元気に！
最近では子ども向けのスナッ
グゴルフやスラックライン、お
年寄りでも楽しめるカローリン
グが人気です。昔からやってい
る園児向けの「忍者ランド」もと
ても喜ばれています。スポーツ
以外にも８月には茶臼山へキャ
ンプに行ったりもします。
こうした活動を通じて、地域
の人たちが元気に健康であり続
けてくれればと思っています。

◆気軽に参加してほしい
クラブでは年間を通じて様々

な活動をしています。クラブの
オリジナルカラーであるオレン
ジ色のチラシを見かけたら、チ
ェックしてみてください！
また、ぜひとも若い人にスタ

ッフとして参加してほしいです。
スポーツを通じていろいろな世
代の人とコミュニケーションが
とれるのは楽しく、やりがいも
あります。

広報あんじょう 2018.12.1

「地域が元気に 地域を元気に」がキャッチ
フレーズの総合型地域スポーツクラブ
ANJOほく部みんスポクラブ

牙

忍忍者ラン忍者ランドド

大岩律貴くん（１歳）
りつ き

元気いっぱい動くの
大好き♪笑顔がかわい
い。産まれてきてくれ
てありがとう♡すくす
く大きくなってね。

（小堤町）

おてんばで、食べる
ことが大好きな末っ子
ちゃん。2人のお兄
ちゃんにも負けず、一
緒に遊んでるよ。

（古井町）

色んなことに興味
津々なりっちゃん♪特
に電車が大好きで、踏
み切りを見るだけで大
興奮です。

（小川町）

いつも元気で明るい
莉子。すくすく育って
ね！

（川島町）

阿保伶奈ちゃん（１歳）
あ ぼ れい な

辻莉子ちゃん（１０カ月）
り こ

笠井雅文くん（９カ月）
まさ ふみ

「元気っ子アルバム」に掲載する写真を募集しています。掲載方法の問合せは、電話かＥメールで広
報広聴係（☎〈７１〉２２０２／info@city.anjo.lg.jp）へ。右記QRコードからメールで問合せ可能です。



画

１４歳の立志の行事として実施。２年生が赤ちゃんのお
母さんやお父さんから出産や子育ての体験談を聞いた
り質問をしたりしました。赤ちゃんを抱っこした生徒
は「やわらかい」「ぬくもりを感じた」等と話していました。

■日１０月２４日 ■場安城西中学校

赤ちゃんとふれあう会

外国人が多く居住する県営住宅の町内会自主防災組織
が実施。日本語とポルトガル語の訓練開始の放送によ
り住民が集会所前に集合。日本人住民と外国人住民が
共に濃煙体験等の訓練に参加しました。

自主防災訓練
■日１０月２１日 ■場県営依佐美・美園住宅（美園町）

昨年に引き続き２回目の開催。１周８２５ｍのコースを
１チーム２～６人で走る１００分間のリレーマラソン。
今年は約３０チームが参加し、中には仮装したランナー
も。皆、すがすがしい汗をかいていました。

■日１０月１４日 ■場本證寺及び周辺道路（野寺町）

ケンサチおてらんin本證寺ケンサチウォーキングinデンパーク

２０００人以上が参加。ラジオパーソナリティの多田しげ
おさんやプロスケーターの村上佳菜子さんらゲストに
よる、健康をテーマにしたトークショーの後、デン
パークの外周約２灼のコースを歩きました。

■日１０月２１日 ■場デンパーク
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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、１２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）１１月１日号の答え：「梨の里（小学校)」 ※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。

私達が日ごろ恩恵を受けている川や海をきれいにしようと行われた「川と
海のクリーン大作戦」。清掃した川の名前は何というでしょうか。「○○川」

メイン会場の総合運動公園と５カ所のサテライト会場
で実施。自主防災組織等５０以上の関係機関・団体が参
加しました。安城北中学校では避難所での物資の支給
等、実際の避難所を想定した訓練を実施しました。

■日１１月１０日 ■場総合運動公園他

安城市総合防災訓練

地域住民、企業、市職員等が参加。事前に堤防の草刈
りが行われたためごみが少なく、参加者は目を皿にし
て細かいごみまで拾いました。川や海の環境保全のた
め、レジャー等で出たごみは持ち帰りましょう。

■日１０月２８日 ■場矢作川（川島町、小川町他）

川と海のクリーン大作戦

東京オリンピック・パラリンピック開催に向けてフラ
ッグを１日限定で展示。北部幼稚園の園児にオリンピ
ックについて説明しました。園児からは「運動会みた
い」等、無邪気な声も。２０２０年の開催が楽しみですね。

オリンピック・パラリンピックフラッグツアー
■日１１月８日 ■場市体育館

作野小学校開校５０周年記念式典

昭和４４年の開校から５０周年を迎える作野小学校で記念
式典が行われました。歴代の校長先生や保護者等が出
席。児童による５０年の振り返りや記念ソングの合唱、
卒業生である声優・牧口真幸さんの講演等がありました。

ま ゆき

■日１１月１０日 ■場作野小学校
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２０００人以上が参加。ラジオパーソナリティの多田しげ
おさんやプロスケーターの村上佳菜子さんらゲストに
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広報あんじょう 2018.12.1臥 広報あんじょう 2018.12.1
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■日１１月８日 ■場市体育館
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式典が行われました。歴代の校長先生や保護者等が出
席。児童による５０年の振り返りや記念ソングの合唱、
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