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■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

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
秘書課広報広聴係（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
等を優先します。１１月１日号掲載分は８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。

三河・名古屋形象派展＆カルトン画展

自由で感性豊かな絵画（油彩・水彩・テンペラ画等）
を展示します。
■時７月９日昇～１５日抄午前９時～午後５時（９日は午後
１時から、１５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）

写団富士 第６回四季の風景写真展
しゃ だん

四季の美しい風景写真を全紙・全倍サイズで約５０点
展示します。
■時７月２３日昇～２８日掌午前９時～午後５時（２３日は午後
１時から、２８日は午後４時まで） ■場市民ギャラリー
■問入倉

いり くら

喜巳男さん（緯０５６３〈５６〉４４０１）
き み お

昭林アコギ（SAG２７）会員募集
エスエージー

３０～７０代の老若男女のアコースティックギター愛好
家のグループです。一緒に楽しみませんか。指導者は
プロギタリストの磯村幸平さんです。 ■時毎月第１・
３松午後１時３０分～３時３０分 ■場昭林公民館 ■定５人
程度 ■￥月額２０００円 ■問長坂豊数さん（緯〈９２〉１９１８）

煌（きらめき）カラオケサークル メンバー募集

カラオケを皆で一緒に楽しみませんか。新曲の演歌
と歌謡曲を２カ月練習して仕上げます。
■時毎月第２・４捷午後１時～３時３０分
■場二本木新町公民館 ■￥月額２０００円
■問鈴木房子さん（緯０９０〈８０７４〉６５６５）

キッズチアダンス シャイニングスター メンバー募集

仲間と協力して練習することで、協調性や努力する
ことの大切さを学びます。 ■時毎月３回昌午後５時３０
分～６時１５分 ■場中部福祉センター ■対年少児～小学
２年生 ■￥月額３２００円（入会費別途。詳細は問い合わせ
てください） ■問渡部真依子さん（緯０９０〈５６０９〉９６７５）

わた べ

夏休みの宿題のポスターを描こう！

■時■場７月２６日晶獅北部公民館 ７月３１日昌獅東部公民
館 ８月３日松獅作野公民館 いずれも午前１０時～正
午 ■定各３０人（先着順） ■￥５００円 ■持画用紙（４つ切）、
絵の具、筆、水入れ、新聞紙 ■申７月１日捷からイワ
カガミ・鬼頭さん（緯０９０〈４０８３〉６８７４）へ

モリワカグルーヴィンシンガーズ ライブ

ジャズ、ポップス、昭和歌謡のコーラスを森谷ワカ
率いるバンド演奏でお届けするアツくて楽しい７周年
記念ライブ。 ■時７月２１日掌午後２時（午後１時３０分開
場） ■場アンフォーレ本館 ■￥高校生以上５００円
■問増田桂治さん（緯０９０〈３２５８〉４１２６）

けい じ

親御様向け無料結婚相談

子供の結婚のために親ができることについて相談を
お受けします。 ■時７月１２日晶午前１０時３０分～午後５
時３０分 ■場コメダ珈琲安城店（朝日町） ■対独身の３０～
４０代の息子を持つ親 ■定６人（要予約・先着順） ■￥飲
物代 ■申７月３日昌から秦由美さん（緯０８０〈３０６８〉５７５７）へ

はた

交通事故・自賠責保険無料相談会
後遺障害認定手続き専門の行政書士が、ケガをして
お困りの人に自賠責保険を利用した解決方法をご案内
します。 ■時７月１３日松午後１時～５時 ■場市民会館
■他要予約 ■申７月１２日晶までにヨネツボ行政書士事務
所・鹿野さん（緯０５２〈５３３〉６３２２）へ

か の

今年の安城七夕親善大使の一
人、蟹江梨湖さんにお話を伺い
ました。着付けやトランペット
が得意な専門学校生です。
◆母に憧れ、挑戦
幼い頃から毎年七夕まつりに

来ていて、七夕まつりが大好き
です。母が
過去にミス
七夕に選ば
れたことが
あり、視野
や可能性が
広がるとい
う話を聞い
ていたので
自分も挑戦
してみよう
と思いまし

た。オーディションの際、母や
祖母が会場まで応援に来てくれ
て、親善大使に決まった時はと
ても喜んでくれました。家族や
親戚、近所の人からもお祝いの
言葉やお花をいただいたので、
七夕まつりを盛り上げて恩返し
したいと思います。
◆和装が大好き！
特技は着物の着付けです。安
城高校に通っていた頃、着付け
の授業を受けたのをきっかけに
始め、今年の４月には着付けの
世界大会で優勝しました。今も
着付けの資格を取るために、週
１日教室へ通っています。
◆おすすめイベント
願いごと風船がおすすめです。
去年は６５００個の風船が空へ放た

れ、とても綺麗でしたよ。私は
「吹奏楽の県大会で金賞を獲れ
ますように」と書いたんですが、
願いが叶い、金賞を獲ること
ができました。願いごとを書く
ことで、頑張ろうという意識に
なって結果に繋がったのかな。
七夕まつりには、他にも願いご
とイベントがたくさんあります。
多くの人に参加してもらい、夢
を叶えられる人が増えたらとて
も嬉しいです。
◆浴衣で七夕を盛り上げたい！
たくさんの人に和装の良さを

知ってもらいたいです。今年の
七夕まつりが浴衣を着ている人
で溢れたらいいなと思います。
皆さん、ぜひ浴衣を着て七夕ま
つりに来てくださいね！

２０１９安城七夕親善大使

蟹江梨湖さん（市内在住）
り こ
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矢嶋沙帆ちゃん（１歳）
さ ほ

いつもニコニコ笑顔
のさくらちゃん璽これ
からもすくすくと成長
してね璽

（大岡町）

たくさんの綺麗なお
花や植物を眺めるのが
大好き！

（東端町）

毎日たくさんごはん
を食べて大きくなった
ね！歩くのが大好きで
パパとのお散歩はいつ
もニコニコです。

（石井町）

毎日元気いっぱい！
幸せをありがとう！

（里町）

高尾幸太郎くん（１１カ月）
こう た ろう

道川桜来ちゃん（１歳）
さくら

舟山茅沙ちゃん（１歳）
ち さ
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賀

現在開催中の「ディノランド」。恐竜達が突然鳴きだし
たり、口や体が動いたりと迫力満点。来年３月１日掌

まで開催されていますので、夏休みのお出かけにいか
がでしょうか。（安城南中２年・千田）

■日６月７日 ■場デンパーク

恐竜達がデンパークに出現

トラックを使った内輪差による巻き込み事故の実験が
ありました。歩行者に見立てた風船が次々と割れるの
を見た子ども達は、「こわかった。危ないので気をつけ
たい。」と言っていました。（安城南中２年・大元）

高棚小トラック教室
■日６月６日 ■場高棚小学校

市観光協会の「酒タンプラリー」の参加店であるお寿司屋
さんのご主人にお話を聞きました。特別メニューのお漬
物は、安城の農家さんを応援したいと、百石町で採れた
白菜やキュウリを使っているそうです。（安祥中２年・鈴木）

■日５月２３日 ■場中心市街地のお寿司屋さん(御幸本町)

「酒タンプラリー」参加店を取材
しゅ

水墨画の世界展

４７年間水墨画を描き続けている内藤華
か

岳さんは、「水
がく

墨画を描くには心を描け」と語ってくださいました。
技を極めて、ここまで長く続けていられるのはとても
すごいなと感じました。（鈴木）

■日５月２４日 ■場丈山苑
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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、７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）６月１日号の答え：「飲もまい（、Anjoy！）」 ※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。

今年で１３回目を数える「ふれあい田んぼアート」。赤い稲を使うという初めて
の試みもあり、できあがりが楽しみです。さて、今年の図柄は何でしょう。
漢字３文字でお答えください。

「○○○」

降りしきる雨の中、市内３０分団が日頃の練習の成果を
披露。長さ２０ｍもあるホースを３本つなぎ、標的に向
かって消火後、ホースを収納するまでのタイムと動作
の正確性を競いました。（結果は本紙２２ページに掲載）

■日６月９日 ■場安城消防署

第４４回安城市消防団消防操法競練会

皆でアンフォーレの２歳の誕生日をお祝い。日頃の感
謝を込めて様々なステージイベントやマルシェ等が開
催され、多くの家族連れで賑わいました。「これからも
もっと来たい」という家族も。お待ちしています！

■日６月１日・２日 ■場アンフォーレ本館及び広場

アンフォーレ感謝祭２０１９

根羽村の植樹祭に安城から２７人が参加。安城市が寄贈
したツツジの苗木を地元の人達と一緒に植えました。
参加した女の子は、苗木に自分の名前のプレートを付
け、「自分が植えた木をまた見に来たい」と喜んでいました。

植樹祭in根羽村
■日５月１８日 ■場長野県根羽村

ふれあい田んぼアート２０１９（田植え）

今年の図柄は安城の田んぼアートでは初めての赤い稲
を使った「消防車｣。毎年参加しているという男の子は
「足が抜けなくて転んじゃった」と、泥だらけになりな
がらもとても楽しそうでした。見ごろは今月下旬です。

■日５月１９日 ■場デンパーク西の田んぼ（和泉町地内）
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