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家族が暮らすまちを
自分たちの手で守りたい！

▲矢作消防団第一部のみなさん

矢作東学区

矢作消防団第一部
所在地：矢作町字金谷９
会 員：21名（H30.9月現在）
連絡先：090-2343-5019 大山

▲心肺蘇生法講習会のようす

矢作地区では消防団が５団体あり、矢作東地区を受け持
つのが矢作消防団第一部です。活動内容は火災消火活
動、水害発生時の土のう設置など、地域に密着して矢作地
域を守っています。
また、消防車による広報活動および巡回や消防署員の後
方支援も行っています。団員はそれぞれ本業を持っていま
すが「地域に貢献したい！」「地域とのつながりを広げたい」と
いう思いで活動に参加しています。
団員になって良かったことを伺うと「①消防団の活動を通じ
て、さまざまな職種の人たち同士の繋がりができる」「②西署
で上級救命講習を受講することで、外傷の応急手当などの
技術を学べる」「③小学校の避難訓練に参加し、普段とは違
う姿を子どもに見せられる」との回答。実際に、救命の知識の
お陰で、事故から家族を守ることができたという話も伺いまし
た。災害では多くの人が力を必要としています。家族や地域
を守っていく側になりませんか？18才以上で矢作東学区に
在住または、勤務されている方なら職業不問です。お気軽に
お問い合わせください。

▲勢ぞろいした消防車
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「やはぎ・飛鳥まつりin北野廃寺」開催！
in北野廃寺」開催！
いいじゃん！ 「やはぎ・飛鳥まつりin
やはぎかん情報誌9月号の巻頭ページで特集した、
『やはぎ・飛鳥まつりin北野廃寺』が9月16日（日）に開催さ
れました。
このお祭りは、飛鳥時代に建立された寺院跡「北野廃
寺」の歴史や文化を地域内外の方たちに広く知ってもらう
目的で企画されました。元号がかわる来年は本祭を開催
する予定で今回は「前年祭」と位置づけられました。
当日の会場では、雅楽の演奏や飛鳥時代の貴族が着

▲愛知学泉大学が作成した衣装

ていた衣装の披露、歴史についての説明、日が暮れると竹
灯ろうと竹龍がライトアップされ、幻想的な雰囲気になりま
した。竹灯ろうは家下川の竹を切りだし、地元の有志が450
個を製作。ライトアップした時にろうそくの灯りが映えるよう
に青竹を使用することにこだわったそうです。そして巨大な
竹龍づくりは、城西高校美術部が主導し、地元の皆さんも
製作に参加し、完成しました。
また、地元商店などの屋台や、古代米を使ったお弁当
などの販売もあり、来場者のお腹を満たしていました。
▲城西高校美術部が作成した竹龍はライトアップされて
迫力満点！

来場者数は1,295名。実行委員長の重森さんは、「北野
学区の方はもちろん、学区外の方がたくさん集まってくれ、
北野廃寺について知っていただくきっかけになりました。」と
手ごたえを感じたようすでした。また、「いろんな方からの協
力があり、大変感謝しています」とのこと。来年の抱負を伺
うと「初めての試みでしたが今年の反省を活かして、来年に
向けてより良くしていきたい」と語っていただきました。
地元の企業や商店、有志などが協力し、地域一丸と
なったこのお祭りは来年9/15（日）に開催予定です。

▲家下川の竹を利用し、地元の有志で製作された
竹灯ろう
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いこまい！

当施設で行われる観覧自由のホールイベントの一部を紹介しています。
変更の場合がありますので、詳細は直接お問い合わせください。

歌と踊りの集い

第12回盲導犬チャリティー＆歌謡祭

日 時：13日（火）10:00～17:00
内 容：岡崎・安城を中心に歌と踊りの愛好者
あああ が発表します。見学自由。
入場料：無料
主 催：うぐいすの会
問合せ：31-2996 生駒

日 時：25日（日）9:00～20:00
内 容：健康増進と親睦を兼ねた歌の会
カラオケショーがあります。見学自由。
入場料：無料
主 催：歌唱健康増進会
問合せ：31-3898 佐藤
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社会福祉法人せきれい

ワークスあおい

岡崎市市民活動団体の中から毎月1団体の活
動について紹介しています。活動への参加
などにご利用ください。

みなさんへのメッセージ
「せきれい」は１９９８年岡崎市、幸田町、額田
町に住む、精神に障がいを持つ家族の家族会に
より設立いたしました。
当事者の方が集まることの出来る作業所として
認可を受け、活動を続けて展開し現在の事業所
として運営しています。
病気や障がいで、離職したけれどもう一度働き
たい、入院や在宅が長く生活リズムを整えたい、
悩みを話せる場が欲しいなど、見学だけでも是非
いらしてください。お力になれるかもしれません。

▲作業所での活動のようす

主な定期活動
やはぎかんの受付前に置かれているラスク、マ
カロンなど焼き菓子は、ワークスあおいで、作って
います。イベントでは、フランクフルト、手作り雑貨
も販売していますので、お菓子の注文や出店依
頼をお待ちしています。

お問い合わせ
社会福祉法人せきれい ワークスあおい
月曜日～金曜日 10：00～15：30
TEL:23-7129
E-mail:worksaoi＠sekirei-aichi.jp

こんな公益活動をしています
法人理念の「ともに歩み、ともに成長し、ともに実
現する」のもと、利用者や職員また地域の方々と
一緒に充実した日々を過ごせるようにするため下
記の公益活動にも取り組んでいます。
・障がいを持った方への就労支援、生活リズム
の立て直しのための居場所提供
・地域のバザーやイベントでの出店販売を行い
地域交流をはかる
・地域清掃などのボランティア活動

市民活動情報
いっしょに

やろまい！

当施設を利用する岡崎市市民活動団体の一部について、定期活動を紹介して
います。変更の場合がありますので、詳細は直接お問い合わせください。

３Dアートアトリエコンパーニュ青山教室

國際真武門空手道連盟

日 時：第1日曜日、第3土曜日 お問合せ
内 容：3Dアート
問合せ：32-8065 青山
ひとこと：どなたでも気軽に参加できます。いつ
からでもOKです。見学可。

日 時：毎週日曜：9：00～12：00（夜間の場
合あり） 毎週金曜：19：30～21:00
内 容：空手
問合せ：090-1825-7352 鈴木
ひとこと：無料体験（１ヶ月）行っています。参
加してみてください。

太極拳矢作土曜日教室

健康ヨーガの会

日 時：毎週土曜日 13：30～15：30
内 容：太極拳
問合せ：51-0112 小田
ひとこと：健康・友好・平和をモットーに楽しく、
美しく、鍛練していきましょう。

日 時：毎週火曜日 13：00～14：15
内 容：ヨガ
問合せ：090-7040-4284 荻野
ひとこと：明るく仲良く元気よく。仲間募集中で
す。お気軽にお問い合わせください。
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「乾物講座」開催のお知らせ

交流スペース
交流スペース
◆14日（水）11:00～
「親子でフラダンス」
出 ハーラウフラカカヒアカ
○
◆16日（金）10:30～
「読み聞かせ・手遊び」
出 慈恵福祉保育専門学校
○
◆15日（木）11:00～
「みんなで童謡をうたう」
出 岡崎童謡あじさいの会
○

地震大国日本。今後30年以内に大地震が
発生する確率は70～80％とも言われていま
す。地震に限らず様々な自然災害もいつ起こっ
てもおかしくありません。
災害時に命をつなぎ健康をつなぐ為には、普
段 か ら の『食 の 備 え』が と て も 重 要 で す。そ こ
で！常温で長期保存ができ、軽い上に時短調
理、しかも栄養満点でバランスも整う『乾物』を
非常食として備蓄しながらいつもの食事にしっ
かり活用し、使いまわせるようになっておきませ
んか？

プレイルーム
◆2日（金）11：00～
「絵本の読み語り」
出 読み語りサークル「彩」
○
◆7日、21日（水）11:00～
「絵本の読みきかせ」
出 おはなしポケットやはぎ
○
▲プレイルームは未就学児とその保護者のみ
入室可能です。
※催しは、それぞれ約30分を予定しています。

乾物を
乾物を備蓄し
備蓄し使い回してもしもの時
してもしもの時に
備えよう！【
えよう！【乾物
！【乾物×
乾物×防災・
防災・減災＠
減災＠やはぎかん】
やはぎかん】
日 時：11月30日（金）10:30～12:30
場 所：やはぎかん 調理室
参加費：3,000円（当日講師にお支払い）
※ ランチ、レシピ、お土産付
申 込：やはぎかんへお電話ください。
定 員：10名（先着順。定員になり次第締切）
講 師：DRYandPEACE認定講師 成田奈苗氏

エントランスギャラリー
～センター長イシダのつぶやき～

「焼き絵を楽しむ会」
日時：10月31日（水）～11月7日（水）
内容：作品展
「矢作東学区社教委員会」
日時：11日（日）
内容：学区文化祭展示
「光の波動たち～」
日時：13日（火）～18日（日）
内容：ローズウィンドウ作品展
「フォトサークル アイ＆アイ」
日時：20日（火）～30日（金）
内容：写真展
※初日と最終日は準備・撤去をしている場合がございます。
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～やはぎかんに山車がやってきた！！～
9月号でお知らせした矢作三区山車曳行が10
月6日（土）に開催されました。
今年は2年ぶりの曳行となり、初めて名鉄
本線の線路を超えて矢作東学区の南側のコー
スをまわりました。やはぎかんでも、豪華絢
爛の山車を間近で見ることができました。

▲名鉄線路を渡る山車

▲やはぎかん前での集合写真

＞＞＞地域の情報、まちづくりに関する情報をお寄せください。
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