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特集1

問▶デンパーク（☎〈92〉7111）

特集１

鮮やかな秋の花が咲き誇る園内で、行楽シーズンにぴったりな
様々なイベントを開催します。
「ハロウィンデコレーション」をテーマに、ハロウィン色に飾り
付けられたデンパークをお楽しみください。

園内に登場する巨大なカボチャ、牛のトピアリー！サーカスの団長はカボチャ大王！ミイラのナイフ投
げやお化けの空中ブランコ等の曲芸を花で表現した
展示です。
●期間　10月3日㈯～11月16日㈪
●場所　花の大温室フローラルプレイス

ハロウィンフラワーショー
～カボチャ大王とサーカス団～ お化けトピアリー!?

ハロウィン関連

ハロウィントレイン

メルヘン号
かわいいお化けとお菓子の国の駅舎で皆
さんをお出迎え！カボチャのトレインに
乗って園内を一周しよう！

11月３日㈷まで期間

家族でおいデン！

フォトスポット
としても
オススメです

ハロウィンとは…
秋の収穫を祝い、悪霊を追い
出すためのお祭りです。デン
パークでは平成13年からハロ
ウィンをテーマにしたイベン
トを開催しています。

市民特別入園券を
29ページに掲載！
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「手ぶらでみんなでピクニ
ック」がテーマのバーベキ
ューガーデン。秋空のもと、
家族みんなでバーベキュー
を楽しみませんか？
●期間　11月29日㈰までの
㈯㈰㈷午前11時～午後3時
※予約方法等の詳細はデンパークHPを参照。

恐竜イベント
恐竜3Dワールド第2弾「飛び出す３
D恐竜展～驚

きょう

愕
がく

の恐竜おなら体験～」
開催中！
大迫力の「デンパークディノランド」と
あわせてお楽しみください。
●期間　11月８日㈰まで

10月3日㈯・4日㈰・10日㈯・11日㈰・17日㈯
猛
もう

禽
きん

フライトショー
タカやフクロウが大接近！大きな翼を広げて目の前や
頭上を飛翔します。インパクト抜群のフライトショー
です。
●時間
午前10時30分、
午後0時30分 ・
2時30分
●場所　水のス
テージ
世界の珍鳥&怪鳥展
ケープペンギンやモモイロペリカン等、珍しい鳥達が
やってきます。写真撮影もできるよ。
●時間　午前11時～午後4時30分
※猛禽フライトショー開催前後は中断します。
●場所　不思議の森

※�新型コロナウイルス感染症の拡大状況により、イベント等の内容を変更・中止する場合があります。
　来園前にデンパークHPで最新の情報を確認してください。

マリーゴールドやサルビア、ケイトウ等の花々で
秋色に表現された鮮やかなガーデンをお楽しみく
ださい。

秋の紅葉を思わせる赤・黄・オレンジ色等様々な
色の葉を持つコリウス約50品種を展示します。
●期間　11月9日㈪まで

その他イベント等

大好評！BBQガーデン「ピクニック」

「秋色に染まるコリウス・コレクション」
秋の花壇
～ヨーロッパ風お花畑、ファンタジーガー
デン、ロマンチックガーデン～

動物イベント

●内容／日程
はなかっぱキャラクターショー／10月18日㈰
ドラえもんショー／10月24日㈯
ハロウィンクラウンサーカス／10月31日㈯、11
月１日㈰（整理券不要）
パッコロリンミニステージショー／11月3日㈷
●時間
午前10時30分、午後0時30分・2時30分
●場所　水のステージ
※�整理券の配布等、観覧方法の詳細はデンパー
クHPを確認してください。

ステージイベント（要整理券）

㈱青空/移動動物園・アクティブ/愛知県安城市赤松町梶１番地　安城産業
文化公園デンパーク/展示/動本第1199号/H31.3.5/R6.3.4/竹内勝貴

お花の情報

開催日
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特集1特集 2

①浸水想定を見直しました
新しいハザードマップでは、矢作川・鹿乗川・猿渡川・長田川等
それぞれの河川において、想定し得る最大規模（1000年に1回程
度）の大雨が降った場合の浸水区域を想定しています。

②あらゆる水害リスクを重ね合わせました
水害には、河川の氾濫や堤防の決壊によって起こる「外水氾濫」と、
降った雨が水路や下水道等で排水しきれなくなることによって起
こる「内水氾濫」があります。マップの表

おもて

面ではこれらの浸水想定
の他に、堤防の決壊によって家屋倒壊のおそれのある区域等も重
ね合わせて掲載し、複数の水害リスクを確認できるようになって
います。

③河川管理主体別のハザードマップを掲載しました
流域面積の大きい矢作川と市内を流れる中小河川等とでは、氾濫
の発生頻度は異なり、表面で重ね合わせた水害が必ずしも同時に
発生するとは限りません。マップの裏面には、国管理河川（矢作川）
と県管理河川（鹿乗川・猿渡川・長田川等）の外水氾濫における浸
水想定と、内水氾濫の浸水想定を個別に記載しています。

④家屋倒壊等氾濫想定区域を掲載しました
矢作川等の堤防が決壊した場合、あふれた水の流れによって木造
家屋等の建物が流出・倒壊するおそれがあります。このようなリ
スクが想定される「家屋倒壊等氾濫想定区域」では、大規模水害時
には早期立ち退き避難が必要になります。マップでは、この区域
を赤や緑のメッシュで色分けしています（右図）。

近年、全国的に想定を超える大雨による河川の氾
はん
濫
らん

や土砂災害等が発生し、広範囲にわたって甚大な被
害を及ぼしています。こうした現状を背景として、
平成27年に水防法の改正が行われ、国土交通省と愛
知県は想定し得る最大規模（1000年に１回程度）の大
雨を前提とした浸水想定を公表しています。これに
伴い、本市も水害ハザードマップの全面改定を行い、
各世帯への配布を予定しています。
また、市HPで、データ版（全体マップと
小学校区単位で拡大したマップ）を掲載
します（右記QRコードから参照可）。

平成12年東海豪雨翌日の矢作川
（東海道新幹線付近）

ハザードマップ裏面（左が矢作川、右側が
鹿乗川・猿渡川・長田川等の浸水想定）

水害ハザードマップが
新しくなりました

主な変更点

New!

家屋倒壊等氾濫想定区域
で囲まれた箇所が
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問▶危機管理課（☎〈71〉2220）

命を守るためには避難すべきタイミングも重
要です。その目安となるのが５段階の「警戒
レベル」です。これは集中豪雨や台風等によ
って、水害や土砂災害等が発生する恐れがあ
るとき、災害発生の危険度ととるべき行動を
直感的に伝えるための情報です。これらの情
報は、テレビ・ラジオ・市HP等を通じて発
信されます。マップの裏面では、警戒レベル
や防災気象情報に関する説明等、避難行動を
考える上で必要な情報を掲載していますの
で、事前に確認しておきましょう。

市から届く情報 自ら集める情報

安全安心情報メール
市防災ラジオ

市HP、市広報フェイスブック、市公式ツイッター
「KATCH&Pitch地域情報」「Yahoo!防災」等のアプリ
安城市河川水位観測システム
愛知県川の防災情報
国土交通省川の防災情報
気象庁HP　等

①浸水深及び浸水範囲を確認しましょう
マップでは河川の氾濫等によって生じる浸水の範囲や深さが色で
示されています。浸水深の目安（右図）と照らし合わせ、自宅や学
校・職場周辺の水害リスクを事前に確認しておきましょう。

②早期立ち退き避難が必要な区域を確認しましょう
家屋倒壊等氾濫想定区域や浸水深が建物の最上階を超えるような
地域は、屋内避難による安全が確保できないため、早期立ち退き
が必要になります。避難勧告等（警戒レベル３・４（下表参照））が
発令された際には、より早く、確実に、浸水区域外の安全な避難
所等に避難してください。

③避難場所や避難ルートを確認しましょう
最近のコロナ禍においては、安全が確保できる場合は、市が指定
する避難所に限らず、在宅避難や親戚・友人宅、ホテル等様々な
避難先を検討することが大切です。また、周囲の状況が確認しづ
らい夜間の避難や、既に浸水が発生している状況等あらゆる事態
を想定し、事前に最も安全な避難ルートを確認しておきましょう。

避難所の場所や危険箇所を
あらかじめ確認しておきましょう

水害ハザードマップの見方・使い方

避難のタイミング

避難に必要な情報は自ら集めましょう

警戒レベル とるべき行動 避難情報

警戒レベル
５

命を守る行動を
既に災害が発生しています。命を守
るための最善の行動をとりましょう

災害発生情報

警戒レベル
４

全員避難
家族や近所の人と助け合いながら、
速やかに避難を開始してください

避難勧告、避難
指示（緊急）

警戒レベル
３

高齢者や障害者等は避難
避難に時間を要する人や避難行動
要支援者は避難を始めてください

避難準備・高齢
者等避難開始

警戒レベル
２

避難行動を確認
避難場所や避難経路、避難のタイミ
ング等を再確認してください

注意報

水害に関する情報は地震のように突発的に起こる災害とは異なり、気象予報や河川カメラの映像等から事
前に、又はリアルタイムで入手することができます。日頃から情報の見方に慣れておき、「市から届く情報」
と「自ら集める情報」を整理し、危険が迫ったときに余裕を持った避難行動がとれるように備えましょう。

10.0～20.0ｍ未満の区域
　５.0～10.0ｍ未満の区域
　３.0～　５.0ｍ未満の区域

　0.５～　1.0ｍ未満の区域
　1.0～　３.0ｍ未満の区域

　0．５ｍ未満の区域

10.0ｍ

５.0ｍ

３.0ｍ
1.0ｍ
0.５ｍ

浸水深の目安
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レベル」です。これは集中豪雨や台風等によ
って、水害や土砂災害等が発生する恐れがあ
るとき、災害発生の危険度ととるべき行動を
直感的に伝えるための情報です。これらの情
報は、テレビ・ラジオ・市HP等を通じて発
信されます。マップの裏面では、警戒レベル
や防災気象情報に関する説明等、避難行動を
考える上で必要な情報を掲載していますの
で、事前に確認しておきましょう。

市から届く情報 自ら集める情報

安全安心情報メール
市防災ラジオ

市HP、市広報フェイスブック、市公式ツイッター
「KATCH&Pitch地域情報」「Yahoo!防災」等のアプリ
安城市河川水位観測システム
愛知県川の防災情報
国土交通省川の防災情報
気象庁HP　等

①浸水深及び浸水範囲を確認しましょう
マップでは河川の氾濫等によって生じる浸水の範囲や深さが色で
示されています。浸水深の目安（右図）と照らし合わせ、自宅や学
校・職場周辺の水害リスクを事前に確認しておきましょう。

②早期立ち退き避難が必要な区域を確認しましょう
家屋倒壊等氾濫想定区域や浸水深が建物の最上階を超えるような
地域は、屋内避難による安全が確保できないため、早期立ち退き
が必要になります。避難勧告等（警戒レベル３・４（下表参照））が
発令された際には、より早く、確実に、浸水区域外の安全な避難
所等に避難してください。

③避難場所や避難ルートを確認しましょう
最近のコロナ禍においては、安全が確保できる場合は、市が指定
する避難所に限らず、在宅避難や親戚・友人宅、ホテル等様々な
避難先を検討することが大切です。また、周囲の状況が確認しづ
らい夜間の避難や、既に浸水が発生している状況等あらゆる事態
を想定し、事前に最も安全な避難ルートを確認しておきましょう。

避難所の場所や危険箇所を
あらかじめ確認しておきましょう

水害ハザードマップの見方・使い方

避難のタイミング

避難に必要な情報は自ら集めましょう

警戒レベル とるべき行動 避難情報

警戒レベル
５

命を守る行動を
既に災害が発生しています。命を守
るための最善の行動をとりましょう

災害発生情報

警戒レベル
４

全員避難
家族や近所の人と助け合いながら、
速やかに避難を開始してください

避難勧告、避難
指示（緊急）

警戒レベル
３

高齢者や障害者等は避難
避難に時間を要する人や避難行動
要支援者は避難を始めてください

避難準備・高齢
者等避難開始

警戒レベル
２

避難行動を確認
避難場所や避難経路、避難のタイミ
ング等を再確認してください

注意報

水害に関する情報は地震のように突発的に起こる災害とは異なり、気象予報や河川カメラの映像等から事
前に、又はリアルタイムで入手することができます。日頃から情報の見方に慣れておき、「市から届く情報」
と「自ら集める情報」を整理し、危険が迫ったときに余裕を持った避難行動がとれるように備えましょう。

10.0～20.0ｍ未満の区域
　５.0～10.0ｍ未満の区域
　３.0～　５.0ｍ未満の区域

　0.５～　1.0ｍ未満の区域
　1.0～　３.0ｍ未満の区域

　0．５ｍ未満の区域

10.0ｍ

５.0ｍ

３.0ｍ
1.0ｍ
0.５ｍ

浸水深の目安
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1日3食、10品目以上を
食べましょう

栄養バランスの良い
食事をとる

今日から始めるフレイル予防
「そのまま放置」は要介護につながります！

愛知県健康づくりリーダー安城支部の皆さん

指輪っかテスト 自身でフレイルの要因となる筋肉量や筋力の低下を調べることができます。
結果が気になる人は最寄りの地域包括支援センターへ相談してください。

※サルコペニアとは、加齢や疾患により筋肉量が減少
し、全身の筋力低下や身体機能の低下が起こること
です。サルコペニアの危険度が高まると、転倒・骨
折等のリスクも高くなります。

問▶高齢福祉課（☎〈71〉2264）

両手の親指と人差し指
で輪を作ります

1

利き足ではない方のふ
くらはぎの一番太い部
分を軽く囲みます

2

「フレイル」って何だろう？
フレイルとは、健康な状態と介護が必要な状態の間の「虚
弱な状態」のことです。年齢を重ね、心身の活力（筋力・認
知機能・社会とのつながり）が低下した状態のことを言い
ます。そのまま放置すると、要介護状態になる可能性があ
ります。早めに気づいて適切な取組みを行いフレイルの進
行を防ぐことが、介護予防につながります。

! こんな傾向はフレイルかも？?

楽しくフレイル予防！
自宅でできるかんたん体操
市社会福祉協議会・愛知県健康づくりリーダー安城支
部・演奏ボランティア団体が協働して、
「Anjo☆きらめき☆体操」の動画を作成
しました。優雅なピアノ演奏に合わせて、
ご当地体操にトライしてみませんか。動
画は市HPからアクセスできます。 市HPへ

自宅でも体を動かしていただけるように、
町内体操で行っている体操動画を配信し
ています。ぜひ一緒にやってみましょう。

・前よりも疲れやすくなった
・外出の機会が減った
・食事がおいしくない
・体重が以前よりも減ってきた

やってみよう！フレイルチェック

囲めない

低い サルコペニア（※）の危険度 高い

ちょうど囲める 隙間ができる

出典：東京大学 高齢社会総合研究機構「フレイル予防ハンドブック」、 飯島勝矢、田中友規ら（Tanaka T, et al. Geriatr Gerontol Int. 2018）

フレイル
予防の
ポイント

地域のふれあいサロンや趣味
のクラブ、ボランティア活動
等に参加して、人との会話を
楽しみましょう

社会活動に参加する

今よりも10分多く
体を動かしましょう

適度な運動をする
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安城市LINE公式アカウントでは、市からのお知らせやイベント情報等、様々な情報をお届けしています。
友だち登録をして、欲しい情報の種類を選択すると、その情報だけを配信します。ぜひご利用ください。

下記❶❷いずれかより配信
情報設定画面へアクセス

設定画面で情報の種類を選択

欲しい情報だけが届きます！
情報の種類はいつでも変更できます。

広報紙掲載の記事
も毎月配信！
※関連するHPにア
　クセスできます。

募集 職員採用、委員・ボラン
ティア、公募型事業等

文化・
スポーツ

文化・芸術・スポーツに
関する催し・講座等

子育て・
青少年

子育て世帯・若者向けの
催し・お知らせ等

くらし・
防災

税金・住まい・インフラ・
防犯・防災等

イベント・
講座

観光、各種催し・講座・
講演会等

健康・
福祉

健康・医療や福祉に関する
催し・お知らせ等

環境・
産業

ごみ・環境や産業に関する
催し・お知らせ等

市政
情報

市の計画・プラン等に
関するお知らせ等

LINEアプリメニューの
「友だち追加」で
「QRコード」を選択し、
右記QRコードを読み取る

＠anjo_city

LINEアプリメニューの
「ID検索」で

と入力して検索する

あなたの欲しい情報をお届けします！

安城市LINE公式アカウント 友だち募集中！
問▶秘書課広報広聴係(☎〈７１〉2202)

友だち登録時に配信
されるメッセージ1

トーク画面下のメニュー
「配信情報の設定」

2

友だち登録方法　※いずれかの方法で登録できます。

欲しい情報の種類が選べます！

配信情報の設定方法



6 広報あんじょう　2020.10

1日3食、10品目以上を
食べましょう

栄養バランスの良い
食事をとる

今日から始めるフレイル予防
「そのまま放置」は要介護につながります！

愛知県健康づくりリーダー安城支部の皆さん

指輪っかテスト 自身でフレイルの要因となる筋肉量や筋力の低下を調べることができます。
結果が気になる人は最寄りの地域包括支援センターへ相談してください。

※サルコペニアとは、加齢や疾患により筋肉量が減少
し、全身の筋力低下や身体機能の低下が起こること
です。サルコペニアの危険度が高まると、転倒・骨
折等のリスクも高くなります。

問▶高齢福祉課（☎〈71〉2264）

両手の親指と人差し指
で輪を作ります

1

利き足ではない方のふ
くらはぎの一番太い部
分を軽く囲みます

2

「フレイル」って何だろう？
フレイルとは、健康な状態と介護が必要な状態の間の「虚
弱な状態」のことです。年齢を重ね、心身の活力（筋力・認
知機能・社会とのつながり）が低下した状態のことを言い
ます。そのまま放置すると、要介護状態になる可能性があ
ります。早めに気づいて適切な取組みを行いフレイルの進
行を防ぐことが、介護予防につながります。

! こんな傾向はフレイルかも？?

楽しくフレイル予防！
自宅でできるかんたん体操
市社会福祉協議会・愛知県健康づくりリーダー安城支
部・演奏ボランティア団体が協働して、
「Anjo☆きらめき☆体操」の動画を作成
しました。優雅なピアノ演奏に合わせて、
ご当地体操にトライしてみませんか。動
画は市HPからアクセスできます。 市HPへ

自宅でも体を動かしていただけるように、
町内体操で行っている体操動画を配信し
ています。ぜひ一緒にやってみましょう。

・前よりも疲れやすくなった
・外出の機会が減った
・食事がおいしくない
・体重が以前よりも減ってきた

やってみよう！フレイルチェック

囲めない

低い サルコペニア（※）の危険度 高い

ちょうど囲める 隙間ができる

出典：東京大学 高齢社会総合研究機構「フレイル予防ハンドブック」、 飯島勝矢、田中友規ら（Tanaka T, et al. Geriatr Gerontol Int. 2018）

フレイル
予防の
ポイント

地域のふれあいサロンや趣味
のクラブ、ボランティア活動
等に参加して、人との会話を
楽しみましょう

社会活動に参加する

今よりも10分多く
体を動かしましょう

適度な運動をする

広報あんじょう　2020.10 7

安城市LINE公式アカウントでは、市からのお知らせやイベント情報等、様々な情報をお届けしています。
友だち登録をして、欲しい情報の種類を選択すると、その情報だけを配信します。ぜひご利用ください。

下記❶❷いずれかより配信
情報設定画面へアクセス

設定画面で情報の種類を選択

欲しい情報だけが届きます！
情報の種類はいつでも変更できます。

広報紙掲載の記事
も毎月配信！
※関連するHPにア
　クセスできます。

募集 職員採用、委員・ボラン
ティア、公募型事業等

文化・
スポーツ

文化・芸術・スポーツに
関する催し・講座等

子育て・
青少年

子育て世帯・若者向けの
催し・お知らせ等

くらし・
防災

税金・住まい・インフラ・
防犯・防災等

イベント・
講座

観光、各種催し・講座・
講演会等

健康・
福祉

健康・医療や福祉に関する
催し・お知らせ等

環境・
産業

ごみ・環境や産業に関する
催し・お知らせ等

市政
情報

市の計画・プラン等に
関するお知らせ等

LINEアプリメニューの
「友だち追加」で
「QRコード」を選択し、
右記QRコードを読み取る

＠anjo_city

LINEアプリメニューの
「ID検索」で

と入力して検索する

あなたの欲しい情報をお届けします！

安城市LINE公式アカウント 友だち募集中！
問▶秘書課広報広聴係(☎〈７１〉2202)

友だち登録時に配信
されるメッセージ1

トーク画面下のメニュー
「配信情報の設定」

2

友だち登録方法　※いずれかの方法で登録できます。

欲しい情報の種類が選べます！

配信情報の設定方法



8 広報あんじょう　2020.10

新型コロナウイルス感
染症拡大防止のため、

「新しい生活様式」
を実践し、感染症対策
に努めてください。

日常生活で取り入れたい実践例

新型コロナウイルス感染症に関する市からのお知らせ

新型コロナウイルス感染症に関する電話相談窓口
●衣浦東部保健所生活環境安全課
　☎〈２１〉４７９７（平日午前9時～午後5時）　
●帰国者・接触者相談センター
☎〈２２〉１6９９（平日午前9時～午後5時、
夜間・㈯㈰㈷はオンコール体制）

●県保健医療局感染症対策局感染症対策課感染症グループ
　☎０５２〈９５４〉6２７２（午前9時～午後5時、㈯㈰㈷も実施）
●厚生労働省の電話相談窓口（フリーダイヤル）
　☎〈０１２０〉５6５6５３（午前9時～午後9時、㈯㈰㈷も実施）

人との間隔は
できるだけ
  2ｍ空ける

手や顔を洗う
手指の消毒も

人との間隔が
とれない時は
症状がなくても
マスク着用
３密の回避
（密集・密接・密閉）

買い物は少人数で
すいた時間に
素早く

市HPに、「新型コロナ
ウイルス感染症関連
情報」を掲載してい
ます

市道福釜安城線と二級河川長田川の交差部に架かる通学
橋の架け替えに伴い、市道福釜安城線は一部区間、終日
通行止めとなります。安全のため、「歩行者又は自転車」
と「自動車」のう回路推奨ルートを分けています。自動車
での「歩行者又は自転車」う回路推奨ルートへの進入は、
できる限り控えてください。
長期にわたる工事、交通規制となりますが、交通ルール
を守り、安全には十分気を付けて通行してください。

西中学校東

福釜町猿町

福釜町条山

福釜町西天

安城西中学校前

福釜町中根

小矢場

通行止め区間
う回区間（歩行者又は自転車）
う回区間（自動車）

安城西中学校

西部
保育園

通学橋

（
主
）豊
田
一
色
線

（市）福釜安城線

（主
）岡
崎半
田線 （県

）道場
山安
城線

仮橋
（人道橋）

神橋

笠松橋

五十石橋

記念橋

二級
河川
 長
田川

問▶土木課(☎〈７１〉2239)

通行止め区間・う回路推奨ルート

１０月１日～令和５年３月末（予定）

市道福釜安城線の
一部通行止め
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問▶議事課（☎〈７１〉２２５２）

問▶東祥アリーナ安城（☎〈７５〉３５３５）

人気テレビ番組「ラン×スマ」でおなじみのランニングコーチ
金
きん
哲
てつ
彦
ひこ
さんを講師にお招きします。新型コロナウイルス感染症

対策を行いながら、ランニングの正しいトレーニング法等を学
びましょう！イベントの様子はYouTubeでもライブ配信しま
す。ぜひ自宅でも参加してください。
●日　時　１２月１３日㈰午前１０時～ １１時３０分
●場　所　デンソーブライトペガサススタジアム（安城市ソフ
トボール場）　※雨天の場合は東祥アリーナ安城。
●講　師　金哲彦氏
●対　象　市内在住・在勤・在学者
●定　員　トレーニング参加者▶一般（高校生以上）➡２4０人
　　　　　親子（大人１人につき小中学生の子１人）➡２5組
　　　　　会場での観覧▶6０人
　　　　　※いずれも先着順。
●申込み　１０月６日㈫から申込用紙をファクス又はEメールで
スポーツ課（FAX〈７７〉９２９３／my-sports-anjo@city.anjo.lg.jp）へ
※申込用紙・募集要項は、東祥アリーナ安城・市役所・各地区
公民館・アンフォーレ・市HP等で配布。

●その他　ライブ配信用のURLは市HPに掲載します。その他
詳細は、募集要項を確認してください

昭和３９年福岡県生まれ。早稲田大学１
年時から箱根駅伝に出場。2年時には
5区の区間新記録を樹立し、大学の2
連覇に貢献。大学卒業後は自身でラン
ニングクラブを創設。平成元年東京国
際マラソン3位等、マラソン選手とし
ても活躍。その後、コーチとなり有森
裕子氏等数々のオリンピック選手を指
導。現在は、わかりやすい指導と表現
でコーチ・解説者として活躍。

若者が感じている身近な課題や、まちづくりに対する希望等を
聴くため、高校生との意見交換会を開催します。
●日　時　１２月２８日㈪午前９時～正午頃
●場　所　市議会議場（市役所北庁舎内）他
●当日の流れ	 第１部➡グループに分かれての意見交換
	 	 第2部➡議場で意見発表
●定　員　６人（定員を超えた場合は抽選）
●対　象　市内在住の高校生（１８歳以下）
●その他参加者	 市内の高校からの選抜者➡２4人	 	
	 	 市議会議員➡２８人
●申込み　１０月３０日㈮までに住所・氏名・学校名・学年・電話
番号・EメールアドレスをEメール又はファクスで議会事務局
（giji@city.anjo.lg.jp／FAX〈７７〉８２００）へ
※詳細は市議会HPを確認してください（右記QRコー
ドから参照可）。

ラウンドテーブル方式で、ざっくばら
んな意見交換をします

あんじょう未来ミーティング
～With 高校生～　参加者募集‼

議場で意見を発表！

レッツ・ラントレ！
金哲彦の
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での「歩行者又は自転車」う回路推奨ルートへの進入は、
できる限り控えてください。
長期にわたる工事、交通規制となりますが、交通ルール
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サークル会員の募集や
イベント情報をお知らせします

太田琉
る

楓
か

ちゃん（5歳）
　　羽

う

音
た

ちゃん（2歳）

ねぇねが大好きな羽
音ちゃん。いつまで
も仲良しでいてね。

（川島町）

都築翔
かける

くん（2歳）

毎日元気いっぱい☆
お外が大好き！これ
からもたくさん走り
まわろうね！

（小川町）

市 民 の ひ ろ ば

　子どもの結婚について相談をお受けします。
時１０月８日㈭午前１０時３０分～午後３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５人（先着順）　￥飲物代　申１０月
６日㈫までにNPO法人全国結婚相談業教育セン
ター・秦

はた

さん（☎０８０〈３０６８〉５７５７）へ

親御様向け結婚相談

　昔習った英語をもう一度やってみませんか？頭
の体操にもなります。
時毎月第１・３㈯午後１時～３時
場図書情報館（アンフォーレ本館内）
￥１回１０００円
問瀬戸勝幸さん（☎０８０〈５１３２〉２３７７）

中高年の基礎英会話文法

　花や果物等を水彩絵の具を使って描いています。
初心者歓迎。描く楽しみを味わってみませんか。
時毎月第４㈬午前９時３０分～正午
場安祥福祉センター　￥月額１０００円
持水彩画材等
問近藤義行さん（☎０９０〈１７２４〉３４７７）

安祥淡彩画クラブ　会員募集

　サークル発足から２０数年が経過しました。「気楽
に語り合う」が会のモットーです。本年は「コロナ」
を中心とした健康保持を皆で考えています。
時毎週㈯午前９時４５分～１１時３０分頃　場へきしん
ギャラクシープラザ　￥１回約１５００円
問徳永宏さん（☎０９０〈９２６２〉６５１２）

英会話サークル「喜楽会」　会員募集

　愛犬と一緒に楽しく遊べるイベントです。
時１０月１８日㈰午前９時３０分～午後３時　場油ヶ淵
水辺公園　自然ふれあい生態園　他運動会に参加
する場合のみ参加費１５００円が必要です（１５００円分
のおやつ付き）　問NPO法人アニマルレスキュー
Miki　Japan・北村さん（☎０７０〈２２３３〉００１１）

犬の運動会＆マルシェ

掲載希望者は、掲載月の３カ月前の１日（㈯㈰㈷㉁の場合は、その翌
開庁日）午前９時から電話で秘書課広報広聴係（☎〈７１〉２２０２）へ。各記
事の詳しい内容については、それぞれの問合せ先へお尋ねください。
※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。
来年２月号掲載分は１１月２日㈪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。

時期間・日時　場場所　
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　
申申込方法等
問問合せ先

※新型コロナウイルス感染症の影響
に伴い、掲載の催し等が中止になる
場合があります。詳細は各申込み・
問合せ先へ確認してください。

　カラオケが大好きな方を募集中です。陽気な仲
間と歌うことで健康につながります。ぜひ遊びに
来てください。
時原則毎月第３㈰午後１時３０分～４時３０分
場明祥福祉センター　￥月額５００円
問鳥居智

さとる

さん（☎０９０〈３５５６〉７５６３）

安城歌謡同好会 会員募集

太田琉
る

楓
か

ちゃん（5歳）
　　羽

う

音
た

ちゃん（2歳）

ねぇねが大好きな羽
音ちゃん。いつまで
も仲良しでいてね。

（川島町）

都築翔
かける

くん（2歳）

毎日元気いっぱい☆
お外が大好き！これ
からもたくさん走り
まわろうね！

（小川町）
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神谷優
ゆ

月
づ き

ちゃん（1歳）

歌、ダンス、いたず
ら、お菓子大好き！
甘えん坊のワガママ
姫(笑)。毎日笑顔と
元気をありがとう！

（桜井町）

岩瀬力
り

琥
く

くん（1歳）

お姉ちゃんとお兄ち
ゃんにたくさん甘え
て成長中♡元気いっ
ぱい暴れまわって走
り回るのが大好き♡

(小川町)

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メールで秘書課広報広
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。

　 三河安城東町のバー「C
カ ー テ ン

URTAIN 
C
コ ー ル

ALL」のヘッドバーテンダー垣内
さん。ソムリエやテキーラ・マエ
ストロ等の資格を持ち、カクテル
作りに生かすために日々インスピ
レーションを感じたものは写真で
保存しておく等研究を怠りません。
お話を聞きました。

バーテンダーは橋渡し役
　大学生の時にホテルでアルバイ
トを始め、いろいろな部署を経験
する中でバーでの仕事に面白さを
感じ、バーテンダーになりました。
お客様の目の前でお酒を作って提
供し、反応が見られるライブ感が
楽しいです。反応に素早く対応で
きるのも面白いところ。お客様が
一口目を飲んだ時に気になる表情
をすれば声をかけ、次は修正して
好みに合うように作ります。
　バーテンダーは「生き方」だと思
っています。お酒を作る人が込め
た思いを、飲む人へ伝える橋渡し
役なんです。私は作り手の思いが
こもった少量生産のお酒を生かす

カクテルを得意としています。同
じ種類のお酒でも生産者によって
違いがあるので、
基本を踏まえつ
つそのお酒に一
番合うバランス
を考えて作りま
す。

史上初！女性リーダーで優勝
　テキーラを使ったカクテルを競
う大会「T

テ キ ー ラ

equila F
フ ェ ス タ

esta」で２０１６・
２０１７年に優勝しました。この大会
はチーム戦で、２０１７年大会ではチ
ームリーダーを務めました。目標
としていたチーム全員の意見を反
映させたカクテルを作ることがで
き、さらに女性チームリーダーで

は史上初となる優勝ができ、本当
に良かったです。
　この時に作ったカクテル「デ・

ラ・マニャーナ」
は「朝」という意
味。メキシコで
震災が起きた年
だったので、復
興の意味を込め
て、夜明けをイ
メージして作り
ました。

女性・愛知・自分の店を軸に
　女性バーテンダーとして、女性
客がバーに来やすくなる存在でい
たいです。愛知のバーテンダーと
して愛知を盛り上げたいとも思っ
ていて、カクテルの紹介動画を公
開したり、イベントに参加したり
しています。また、個人としては
大会に出て、そこで勉強したこと
をお客様に還元できたらと思って
います。お客様あってのバーです
から、楽しんでもらいたいですね。

垣
かき うち 

内 亜希 さん
（34歳・三河安城東町）

国内カクテルコンテストで優勝。お酒に込められた思いを伝える女性バーテンダー

2017年大会のチームメンバー
(垣内さんは前列右から２人目）

▲「デ・ラ・マニャーナ」
（大会パンフレットより抜粋）
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安城歌謡同好会 会員募集

太田琉
る

楓
か

ちゃん（5歳）
　　羽

う

音
た

ちゃん（2歳）

ねぇねが大好きな羽
音ちゃん。いつまで
も仲良しでいてね。

（川島町）

都築翔
かける

くん（2歳）

毎日元気いっぱい☆
お外が大好き！これ
からもたくさん走り
まわろうね！

（小川町）
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神谷優
ゆ

月
づ き

ちゃん（1歳）

歌、ダンス、いたず
ら、お菓子大好き！
甘えん坊のワガママ
姫(笑)。毎日笑顔と
元気をありがとう！

（桜井町）

岩瀬力
り

琥
く

くん（1歳）

お姉ちゃんとお兄ち
ゃんにたくさん甘え
て成長中♡元気いっ
ぱい暴れまわって走
り回るのが大好き♡

(小川町)

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メールで秘書課広報広
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。
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垣
かき うち 
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日８月１８日　場市役所
市が応援する女子ソフトボールチーム、デンソーブラ
イトペガサスの伊藤監督、キャプテンの川畑選手らが
市役所を訪問。コロナ禍での取組みや、9月開幕のリ
ーグ後半戦に向けての意気込みについて語りました。

がんばれ！デンソーブライトペガサス

日８月２０日　場歴史博物館
特別展「戦争に行くということ」にちなんで設置された
「祈りの木」。観覧者は平和への祈りを込めて丁寧に折
り鶴を作り、木の枝に飾っていました。たくさんの祈
りの鶴で、平和の花が咲いているようでした。

平和への「祈りの木」

日８月２１日　場ささやき広場（御幸本町）
新たな新美南吉ウォールペイントの描画作業を行うた
め、広場を清掃。安城生活福祉高等専修学校のボラン
ティアや地元商店街の店主等が協力して、黒ずんだタ
イル等をきれいに磨き上げました。

ささやき広場をみんなできれいに！

日9月５日　場桜町小学校
新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえ、避難所で
の感染症拡大防止に配慮した避難者の受付・誘導や避
難者用スペースの配置、個人防護装備の着脱、段ボー
ルベッド・パーテーション組立等の訓練を行いました。

感染症対策を講じた避難所開設訓練

日9月３日　場丈山小学校
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた畜産農家等を支援するため、小中学校
の給食で安城和牛を使用したビビンバ丼が提供されました。子ども達は配膳のと
きから待ちきれない様子で、とてもおいしそうに頬張っていました。

学校給食に「安城和牛のビビンバ丼」登場！

おいし～い！

12 広報あんじょう　2020.10

トク

ネットで
買おう！

限定

XXXX円

マスク50枚

購入

10日後

ぜんぜん
届かない…

お掛けに
なった
電話番号は
現在使われて
おりません

電話も
つながら
ない…！

代金を
振り込んで…

❶ ❷
❸ ❹

安城市消費生活センターでは、「消費生活」にまつわる様々な相談をお受けします
一人で悩まず、まずはお電話を！安城市消費生活センター（☎〈７６〉７７４９）
㈪㈫㈭㈮午前９時３０分～午後４時（受付は午後３時３０分まで）　※㈷・年末年始を除く。

知っ得！身近な消費生活相談6 通信販売
トラブルの巻

広報あんじょう　2020.10 13

新型コロナウイルス感
染症の感染拡大をきっ
かけに、インターネッ
トによる通信販売の利
用が拡大しています。
それに伴って、「注文し
た商品が届かない」「質
が悪い」等のトラブル
相談が増えています。

①通信販売には、クーリング・オフ制度はありません。原則、HP等に表示された利用規約や解約・
返品ルールに従うことになりますので、よく確認しましょう。
②「特定商取引法に基づく表記」を見て、販売会社の情報（住所・連絡先等）を確認しましょう。
③極端に安い商品、不自然な日本語、支払いが個人名義の口座への振込等の場合は要注意です。

通信販売で注文する前に…

多くの人が行き交うアンフォーレ本館エントランス。ここに設置
されている22０インチ大型マルチビジョンや5０インチタッチパネ
ルを使って、情報発信しませんか！

※市民投稿掲示板の掲載期間は最長30日。220インチ大型マルチ
ビジョンへの投稿内容は1５秒程度画面に表示された後、次々に
切り替わります。一日に何回も表示されます。

問▶アンフォーレ課（☎〈７６〉１１１１）
アンフォーレで誰でも自由に情報発信！

投稿
方法

投稿専用HP「ポスフォーレ」
から投稿してください。
（右記QRコードから参照可）

市民が作る今日は何の日？（50インチタッチパネル）
投稿された記念日のタイトルと写真でカレンダーを作ります

市民投稿掲示板
（220インチ大型マルチビジョン・50インチタッチパネル共通）
【投稿内容例】
◦イベントの告知（会場がアンフォーレでなくても可）
◦サークル会員やアルバイト等の求人情報
◦全国大会出場や賞受賞のお知らせ　◦商品紹介や企業 PR

あなたの記念日が
表示されます

タッチ！

大画面で
PR効果
バツグン！
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