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― 来館の際は、車の相乗りにご協力ください ― 

我が町、粟田部地区が誇るモダン建築、嶋会館。ご存じの方も多いと思いますが、以前は花筐文庫という

図書館であり、1936年に粟田部出身の印刷業王、嶋連太郎氏より寄贈されました。彼はほとんど全ての財産

をなげうって故郷の発展のために尽くされた方ですが、図書館を寄贈されたのも、この町の人々が学問や文

化に親しむ場として、そして子どもたちが学び成長する場として活用されることを願ってのことだったので

しょう。 

６月２２日、この建物で、ある人物が６年生の児童に授業を行いまし

た。彼の名前は嶋裕一郎さん。嶋連太郎氏の曾孫さんであり、企業の

人事担当として人材育成に携わっておられる方ですが、あるご縁で曾

祖父の偉業を知り、この町を訪れるようになりました。 

曾祖父が故郷に尽くした精神に感銘を受けた嶋さんは、花筐小学校前

校長である佐竹了先生の依頼を受け、嶋さんの盟友であり企業研修で

は一流の講師である、山下恵司先生と共に、以来４年にわたり年２回

の授業をしてくださっています。人材育成のスペシャリストが小学生

に本物のリーダー研修をすること自体前代未聞ですが、なんと、お二

人はそれを一貫して無償で続けてくださっているのです。 

この授業は「はながたみプロジェクト」といい、花筐小児童は５年生の

秋と６年生の春の２回授業を受けるのですが、嶋会館を通しての嶋連太

郎氏の生き様から話が始まり、さらに人生の命題へと深く掘り下げて

いきます。５年生では「自分が生まれてきた奇跡とご先祖様への感

謝」、「働いて社会の役に立つことの大切さ」、「枠に囚われて自身

の可能性を否定しないこと」、などを学び、６年生では、「他人と協

調する中で自らの役回りを見つけること」、「真の意味でのリーダー

シップとは何か」を学びます。児童達はゲームや作業を交えた講義を通

じ、最高学年としての自覚を持ち、小学校を巣立ち自立していくための覚悟を持つための大切なことを教わ

ります。また、見学された保護者の方や地域の方にも大変好評であり、毎年参加される方もおられます。 

これまで小学校の取り組みとして開催されていましたが、お二人の「粟田部が好きだから、これからもボ

ランティアで続けていきたい」という言葉に胸を打た

れ、地域としても

何かしなければと

いう思いに駆られ

ました。末永く継

続して頂き、こど

もの成長がこの町

の未来に繋がるこ

とを願い、今年度

から自治振興会・

ＰＴＡにおいても支援させて頂くこととなりました。 

 子どもは地域の宝・・・歴史、文化、人、学校、

親、地域・・・全てが織りなす地域ぐるみの青少年育

成へと昇華させるため、この事業を大切に育んでいき

たいと思っています。 

         〈青少年育成部長 岩坂 昭宏〉         

七夕飾り、縁日広場、 

   映画上映会など 
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 ６月13日(木)、地域で支え合う住みよい地域づくりを目指して、福祉ネット
ワーク会議が開催されました。粟田部地区は、高齢化率28％（越前市17地区中

6番目）、高齢者一人暮らし率11％（越前市で12番目） 

                                         です。越前市社会福祉協議会、市の社会福祉課、長寿

福祉課、そして地区の健康福祉部員、計35人が出

席し、各区に分かれて気懸りな人の情報交換、

マップづくりをしました。思いやり・支え合いそして、誰もが安心して住

める街づくりのために普段から情報と見守りが大事です。みなさまのご協力

をお願いします。  

  

 6月18日(火)、今年度第一回目の配食サービスを実施しました。ひとり暮らしの方を訪ねると嬉しかっ
たこと、困っていること、からだの具合などいろいろ話されま

す。安否確認に大いに役立っています。食生活改善推進員の

皆さんにより作られた“えんどうごはん”をはじめ、旬の食

材を使った彩り豊かでとってもおいしい弁当を６３食届けま

した。受け取られた方の笑顔から届ける私たちも元気をいた

だきました。  

 NHK Ｅテレ[ みい
つけた！」のおて
てえほん発案者 

大好評！会場をまきこんでのよみきかせショータイム 

 今年度も旧今立町4地区合同で「いまだて踊り

連」として、ふるさと踊りに参加します。 

 みんなで、暑い夏の夜を一緒に踊りましょう！ 
 

《練習日時》７月２９日（月）１９時３０分 

      ８月 ６日（火）１９時３０分 

      ８月 ９日（金）１９時３０分 

《練習場所》今立ふれあいプラザ 

      ※ 各自ズックをご持参ください。 

《お問合せ》花筐自治振興会（ ４２-３７１０） 

《と き》８月１８日（日） 

《会 場》いまだて芸術館 

《催し物》１０：３０～ 

     商工会マルシェ(屋台)、こどもの広場、 

     働くクルマ展示、地域展示ほか 

     １５：００～ 

     第１部 お笑いコンテスト 

     第２部 吉本爆笑ショー 

「石川麻呂廟の屋根ふき替え」の作業ボランティアを

募集！皆さんのご協力をお願いいたします。 
 

８月４日(日) 午前８時より(雨天時１１日） 

 
参
加
費
無
料
！ 

要
申
し
込
み 
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― この用紙は再生紙を使用しています ― 

【募集対象者】・越前市内に住む２０歳の新成人（平成５年４月２日～平成６年４月１日生まれの人） 

       ・新成人以外で成人式づくりに協力してくれる人  

【応募締切り】８月２３日（金） ※その後も随時受け付けます。  
【応募方法】①氏名（ふりがな）②性別 ③住所 ④電話番号 ⑤小学校区を明記のうえ、電子メール 

                または電話、FAXで応募して下さい。 ※応募情報は目的以外には使用しません。 

【そ  の  他】月１～２回程度、平日の午後７時から会議を持つ予定です。友達と気軽に参加して下さい。 

【申込・問合先】越前市教育委員会 生涯学習課 

        ℡：２２-３９７７  Fax：２２-９１７４ 

        E-mail：gakusyuu@city.echizen.lg.jp  

【日  時】８月２８日（水） 

     午後１時３０分より 

【場  所】花筐公民館２階大会議室 

【講  師】もやいの郷 

      小柳 和彦 氏 

【内  容】介護真っ只中にある講師の体験話 

     を交えたユーモア溢れるお話で、 

     いっぱい元気をもらいましょう!      

     ティータイムには、講師のギター 

     演奏で、童謡などを楽しんでいた 

     だきます。座談会形式で、気軽に 

     参加できる講座です。      

 
皆
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ん
と
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緒
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午
後
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楽
し
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ひ
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を
過
し
ま
し
ょ
う
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【日  時】９月１４日（土） 

     午前１０時３０分より 

【場  所】花筐公民館大会議室 

【講  師】『cherish～チェリッシュ～』 

      代表 田中 昌子 氏 

【対象者】生後３ヶ月～３歳の赤ちゃんと 

     ご両親（祖父母の方もO.Kです) 

【準備物】・バスタオル 

     ・年齢に応じたおでかけセット 

      （ミルク、オムツなど） 

 ６月２７日、嶋会館運営委員会が開催され、平成 

２５年度の事業についての意見交換がなされました。 

 本年度の委員は、下記の方々です。  
 

 嶋会館運営委員（敬称略） 
 

  前川 勇（花筐自治振興会会長） 

  福田 往世（粟田部郷土史研究会会長） 

  松ケ谷 良紀（今立総合支所長） 

  吉田 登久男（花筐公民館館長） 

  内田 嘉寛（花筐小学校長） 

  岩坂 昭宏（はながたみプロジェクト代表） 

  水上 彰利（花筐小学校ＰＴＡ会長） 

  廣瀬 勉（顧問）  

  北西 妃都美（サロン・ド・ｓｈｉｍａ） 

  吉田 文雄（嶋会館館長） 

    ～「越前市成人式」や「地区のつどい」を仲間と 

           いっしょに創り上げてみませんか？～ 
  
 平成２６年１月１２日（日）に「越前市成人式」が行われます。 

成人式の企画･運営に参加してくれる若者を募集しています。２０歳の門出、 

成人式を自分たちの若いエネルギーとアイディアで創り上げてみませんか。  

 ｹｰﾀｲからの申込も出来ます。 

越前市HPからもアクセス可 

 

 去る６月２３日(日)、『女

性のつどいの花筐公園散策』

に参加し、地元の語り部小林

さん（はんこ屋さん）の丁寧

な説明を聞きながら約２時間

歩きました。 

 地元で暮らしながら初めて

知る歴史や文化・公園の保全のための熱心な活

動などに皆さん頷いたり、驚いたり…。 

 最後に、「ここは入場料も駐車料も要らな

い、行列もない、今のうちですよ。」との言葉

に、なるほど納得です！美しく鮮やかな新緑に

心癒され、有意義なつどいでした。 



 

 
    

 毎 週 月 曜 日 

８月１３日（火）～１６日（金） 

     ９月１５日（日）敬老の日振替 

★８月号『はながたみ広報紙』はおやすみします。 

２５年７月１日現在（）は前月比 
世帯数 １,１５７戸（＋１） 
人 口 ３,７３５人（－１） 
男 性 １,８１０人（－１） 
女 性 １,９２５人（ ０） 
＊外国人を含みます。 

７月１８日（木）ふれあい会食の会 

２１日（日）公園を愛する日 

２３日（火）ＮＨＫラジオ体操 

２８日（日）粟田部地区社会奉仕作業 

２９日（月）ふるさと踊り練習(１回目) 

８月 ６日（火）   〃    (２回目) 

 ９日（金）   〃    (３回目) 

８月１７日（土）わくわく花筐っ子大冒険 

 ～１８日（日）野外活動＆公民館宿泊体験 

２８日（水）うすずみ大学 

        いきいき元気になる座 

９月 ７日（土）花筐っ子ひろば 

１４日（土）はながたみ講座 

ベビーマッサージ教室 

夏休み期間中（7/22～8/31）の開館時間が変わります。 

午前９時～１２時までと、午後１時～６時までです。 

但し、午前９時～１０時までは自主学習の時間とします。 

 

 

（開催時間は午後２時～3時まで） 

７月２３日（火）シャボン玉をとばそう 

２４日（水）マイうちわを作ろう（要申込み１０名） 

３０日（火）ミサンガ作り 

８月 ７日（水）石けん粘土を作ろう（要申込み１０名） 

２１日（水）スライム作り（要申込み１０名） 

２３日（金）アイロンビーズでキーホルダー作り 

３０日（金）射的ゲームで遊ぼう 

７月６日の子ども教室｢花筐っ子ひろば｣では、七夕飾

りと地場産トマト“紅しきぶ”を使った料理をしました。

 それぞれの願い事を書いた短冊や飾りをつけた笹は、

とても素晴らしい物に仕上がり、玄関に飾られました。 

また、トマトのステーキやトマトカップのサラダは、と

ても美味しく仕上がり、子ども達もおかわりをするほど

好評で、地元農家の方に感謝しながらいただきました。 

犯罪や非行など、あやまちを犯した人は罪

をつぐなわなければなりません。 

しかし、あやまちを悔い、立ち直ろうとす

る人を社会が受け入れていくことや、犯罪や

非行を生み出さない家庭や地域をつくるこ

ともまた、大切なことです。差別のない、人

にあたたかな社会を地域から。7月は、“社会

を明るくする運動”の強化月間です。 

※“社会を明るくする運動”とは、犯罪や非行

の防止、罪を犯した人たちの更生について理

解を深め、犯罪のない地域社会を築こうとす

る運動のことです。 

人権に関するご相談は・・・ 

越前市役所 市民自治推進課 22-3293 
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