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新型コロナウイルス感染症の状況により、内容変更などと

キラリ☆亀 岡

〜 5 月のイベント情報〜

新型コロナウイルス感染症の状況により、中止・延期する場合があります。
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かめおか花と緑のウィーク２０２１
5月22日土〜30日日

つくろう・守ろう・育てよう 私たちの花とみどり
5月22日土

マルシェ／ステージイベント／花苗販売
●ところ かめきたサンガ広場 ※期間中、モデルガーデンの展示もあります。
●問い合わせ （公財）亀岡市都市緑花協会 ☎23‐2289
寄せ植え教室（要申し込み）／押し花作品展など
●ところ サンガスタジアム ｂｙＫＹＯＣＥＲＡ ●問い合わせ 市都市整備課 ☎２５‐５０７１

5月22日土・23日日

5月29日土・30日日

オープンガーデン
バラの鑑賞案内＆相談会
●ところ 市内各所
●ところ ガレリアかめおか
（総合受付：かめきたサンガ広場） ●問い合わせ 市都市整備課 ☎25‐5071
●問い合わせ 市都市整備課 ☎25‐5071

5月29日土 午前10時～11時

みどりの講演会「花～美しい中に隠された生き抜く戦略～」
●ところ ガレリアかめおか
●受講の申し込み
5
 月20日
（木）
までに「住所・氏名（ふりがな）
・電話番号・みどりの
講演会受講希望」
をはがき<必着>に記入の上、
〒621-0014 吉
川町穴川背戸田29（公財）亀岡市都市緑花協会 へ
●問い合わせ （公財）
亀岡市都市緑花協会 ☎23‐2289

5月30日日

安藤ブランドアンバサダー特別インタビュー

サンガスタジアム by KYOCERA（府立京都スタジアム）を舞台に戦う京都サンガ F.C. をさらに
盛り上げるべく精力的に活動する安藤淳ブランドアンバサダー（元京都サンガ F.C. 選手）の特別
インタビューをお届けします。
現役時代の思い出など、サンガスタジアムの印象は
日本中のいろいろなスタジアムでプレーしてきましたが、
間違いなく日本トップクラスのスタジアムです！昨年のこけ
ら落としのセレッソ戦での雰囲気は鳥肌ものでした。
市内で、スタジアム以外に訪れてみたい場所は
キャンプが好きなので、サポーターに教えていただいた
七谷川野外活動センターに行ってみたいですね！

ピックアッププレーヤー

まつたに

しげる

かめおか環境デー

します。

ポイ捨て防止重点地域（JR各駅周辺など）ほか ●問い合わせ 市環境政策課 ☎２５-５０２４

淳［ あんどう

じゅん ］

京都サンガF.C.ブランドアンバサダー
１９８４年１０月８日生まれ（３６歳）滋賀県出身

昨シーズンまでは現役選手としてサン
ガでキャプテンを務めた。今季からはサ
ンガのブランドイメージの向上とファン
層の拡大を図るべく、選手目線でクラブ
情報を発信中。

亀岡市の皆さんにメッセージをお願いします
サンガスタジアムがある亀岡市の繁栄はサンガにとっても大
きな希望です。より地域に密着し強固な関係を築けるように
努力していきたいと思います。ともに盛り上げていきましょう！

今月の

講師 松谷 茂さん
（京都府立植物園名誉園長）

安藤

今年のチームの注目ポイントは
アグレッシブなプレーとスピード感です。選手全員が同じ
絵を描き覚悟を持って挑んでいるので、ぜひサンガスタジ
アムで観戦して、肌で感じてください！

が選ぶ
安藤ブランドアンバサダー

ウォーキングとごみ拾いが一体となった「エコウォーク」や
市内一斉クリーン作戦を開催！亀岡ロータリークラブ主催の
環境イベントも同時開催。 皆さんの手で美しいまちかめお
かをつくりましょう。 ※詳しい内容は市ホームページに随時掲載
●ところ

Ⓒ KYOTO.P.S.

亀岡を舞台に戦う
京都サンガＦ. Ｃ.と
市民をつなぐ情報をお届け！

ピーター・ウタカ

1984年2月12日生まれ
（36歳）FW
背番号「9」 ナイジェリア・ベルギー出身

昨季J２得点王、2016年J1得点王、ベルギー2部得点王、
デンマークリーグ得点王、
元ナイジェリア代表、
この経歴がウタカ選手のすごさを証明しています。現在私と
同じ36歳ですが得点感覚は衰え知らずで、一瞬のスピードは爆発的なものがあり
ます。また彼は真のプロフェッショナルでチームのために怒ることもできますし、豊富な経験をチーム
に還元もしてくれます。今年もウタカ選手から目が離せないですね！
5 月のホームゲーム

※試合日程は変更（追加・延期）の可能性があります。

5 月 1日㊏ 愛媛 FC 戦戦 午後２時００分キックオフ
5 月 9日㊐ モンテディオ山形戦 午後２時００分キックオフ

5 月 16日㊐ 水戸ホーリーホック戦 午後２時００分キックオフ
5 月 30日㊐ ヴァンフォーレ甲府戦 午後２時００分キックオフ

5月30日（日）はサンガスタジアム by KYOCERAで
初めての「亀岡市ホームタウンデー」
！

亀岡市に在住の小学生は無料、中学生以上の人は
ご優待価格で観戦できます。

申し込みは
こちらから
（5月17日午前11時受付開始）

新型コロナウイルスの感染
が拡大する中、今年の大型連
休が始まりました。きょうと
マナーを守り、私も気分をリ
フレッシュしたいと考えてい
ます。
さて、３面では世界に誇れ
る環境先進都市を目指し、取
り組みを進めている記事を掲
載しました。このような取り
組みが、住みたいまち、住み
やすいまちにつながると思い
ます。
最近では、環境に配慮する
ことが、『かっこいい』『オ
シャレ』という意識に変わっ
てきました。かっこいい亀岡
市を、広報を通じて、今後
も発信していきたいと思いま
す。
（眞里谷）

はがきにクイズの答え、住所、氏名、
年齢、
電話番号、広報紙
「キラリ☆亀岡」
の感想を
書いて、
〒621-8501
（住所不要）
市広報プロ
モーション課へ。市ホームページからのご応
スタジアム内に新しく
募もお待ちしております。
「ＶＲ・○○○○○」
エリアがオープン
正解者の中から抽選で5人に図書カードを
しました。
差し上げます。当選者の発表は発送をもって
○○○○○に入る言葉は何でしょう。代えさせていただきます。

締切日

令和 3 年

5 月 31 日（月）（必着）

【前月の答え】
「脱炭素」
でした。
たくさんのおはがき、ありがとうございました。

