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花筐っ子ひろばに

合わせて、おおとの

んも遊びに来まし

た。かわいい姿に、

あっという間に子

ども達の人気者に

なりました！ 

７月６日、ペットボトルロケット飛ばしと流しそう

めんを行いました。ロケット飛ばしでは、ペットボ

トルと発砲入浴剤を使った手作りの装置が勢いよく 

発射する様子に、子ども達は大興奮でした。 

また、お楽しみの流しそうめ

んには、趣向を凝らした流し

台からトマト・フル 

ーツなどいろいろな 

ものが流れてきて、みんな一生懸 

命に箸を伸ばしていました。 

 

 

何が流れてくるかな？

自治振興会各部・各種団体 

に貸出要望承ります！ 

坊ちゃんかぼちゃ・ 

スイカなどの収穫体験 

空高く飛んだロケット！！ 

一緒に遊んでくれたお兄さん・

お姉さんと記念撮影☆ 



     

             

日  時：７月２６日(土)午前８時～ 
集合場所：花筐公民館 
交  通：自家用車に相乗り 

参 加 費：実費 

(車のガソリン代のみ支給、他の費用は自己負担) 

申    込：公民館まで電話にて（先着 10 名） 

 
  ＜観音様のふるさと＞とは？ 

岡太神社の徳日参り(2 月９日深夜)では、秘仏の観音様が一年に一度だけ御開帳され

ています。岡太神社は、泰澄大師が養老２年(718)正月 7 日より 12 日まで旧岡太神社

を訪れて行を修め仏像を２体勧請されたと伝わります。この観音像は大野の篠座神社

より運ばれて来たとも伝わります。この篠座神社は、養老元年に泰澄大師が創建して

います。泰澄大師を基点とした篠座神社と観音様との、はるか遠い昔のご縁を探る旅

にご参加下さい。 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
                   
   
 
  

 
 
 
 
 

７月６日花筐小学校において、第９回 

花筐地区ニュースポーツ祭を開催しま 

した。当日は元気なお年寄りや小さな 

お子さん、ご家族連れを中心に約 90 名の参加が 

ありました。囲碁ボールやユニカールなどの簡単 

に参加できるスポーツを体験してもらいました。毎年楽しみ 

にしている方もおられ、とても賑やかでした。 

花筐公民館→池田町県道 34 号線→

龍双ヶ滝、宝慶寺→大野七間朝市→

延喜式内社篠座(しのくら)神社→ 

国道 476 号線池田町経由→粟田部着

(15 時頃） 
ふるさと文化部

の旅人募集します♪

一人暮らし高齢者の方や高齢者夫婦世帯の増加、

高齢者率の上昇、認知症に係る予防と周りの対応の

問題、介護保険に係る費用の抑制に関わる事。いま

必要な地域力について、市役所、社会福祉協議会な

どの支援を受け約 40 人が地域の支え合いについて

情報の交換をしながら真剣に話し合いました。 

 

日 時  ８月 29 日（金）午後７時 30 分～   

会 場  花筐公民館 

 
＊＊＊講師紹介＊＊＊ 

    増永 迪男 氏 1933 年生まれ 
80 歳を越えておられますが、福井県をリー 

ドする現役の登山家です。山岳エッセイス 

ト、福井新聞新春文芸小説部門の選者、永 

年ＮＨＫのふるさと通信員をされている 

文武共に優れた方です。 

 
お話を聞いて私たちの毎日の参考に、そしてこれ 

からの指針にしましょう。どなたでも多数参加し 

て下さい。特に若い方の参加を歓迎します。 

 はながたみ講座（花筐公民館共催）

６月 12日 

スポレク部

健康福祉部

・・・コース・・・ 



～花と緑と歴史の町 花筐～ 

と き 平成２６年８月１０日（日） 

    開場：午後３時 開演：午後５時 

ところ 花筐公園能楽ステージ《雨天決行》

第一部 狂言トーク(お話：野村萬斎） 

第二部 開会あいさつ 火入れ式 仕舞 

演 目 狂言「昆布売」野村万作(人間国宝) 

    舞囃子「七騎落」佐野由於 

    狂言「成上がり」野村萬斎 

    能「船弁慶(後の出 留の伝)」 

            大坪喜美雄 

多くの来場者で賑わった 

     昨年度の様子 

【場所】いまだて芸術館・ふれあいプラザ周辺 

《お問合せ先》 

お笑いイッパイ部会事務局 

 (今立総合支所地域振興課) 

  ☎ ４３－７８１１ 

時 間 内         容  

10：30～ 商工会マルシェ（食と特産品の市場）、子どもの広場、ステージイベント、クローバーカード

抽選会、各種展示コーナー（働くクルマ・園児作品・地域ＰＲ）ほか 

14：00～ アピールチャンス（お笑いコンテスト予選出場者のパフォーマンス） 

※予選の進行状況により開始時間が前後する場合があります。 

15：00～ お笑いコンテスト 

・第１部 お笑いコンテスト〈司会；コマンダンテ〉 ・あなたも審査員投票 

・第二部 吉本爆笑ショー〈司会：藤崎マーケット〉 ・表彰・講評 

・あなたも審査員お楽しみ抽選会 

日 時：８月２日（土）１７時より 

場 所：(晴天時)花筐小学校玄関前 

   (雨天時)花筐小学校体育館 
内 容：縁日ひろば(ゲーム、屋台など） 

    野外での映画鑑賞(怪盗グルー 

        のミリオン危機一髪） 

9月9日は救急の日です。住民の皆様の認識を深め、かつ

救急医療関係者の意識を高めるために、 救急医療や救急

業務に対する国民の正しい理解と認識を深めることを目的

として、昭和57年（1982年）に定められました。  

 また、「救急の日」を含む１週間を「救急医療週間」

（本年度は9月7日から13日まで）としています。 

当南越消防組合では、住民の皆様や事業所などを対象に

普通救命講習（３時間）などの応急手当講習を随時受け付

けております。大切な人の命を守るため、正しい知識と技

術を身につけましょう。 

お問い合わせは最寄りの消防署まで。講習は無料です。 



～花と緑と歴史の町 花筐～ 

 ７月１日現在、（ ）は前月比  
 世帯数    １，１６０戸（－４） 

 人 口  ３，６６９人（－11） 

 男 性   １，７８７人（ ０） 

 女 性    １，８８２人（－11） 

  ＊外国人を含みます 

 

７月２０日 花筐公園を愛する日（ラジオ体操も同時開催） 

７月２５日 花筐児童館共催はながたみ講座 

      「育児ママと赤ちゃんのふれあい交流教室」 

  ２７日 ふるさと文化部 夏桜物語「サマーコンサート」 

  ２９日 青少年育成部「いじめ問題研修会」 

８月 ２日 青少年育成部「夏まつり」花筐小学校にて 

  １０日 第１１回花筐薪能 

  ２３日～２４日 青少年育成部共催はながたみ講座 

      「わくわく花筐っ子大冒険」 

  ２９日 健康福祉部共催はながたみ講座 

      「達人に学ぶ人生の楽しみ方」講演会 

９月 ６日 子ども教室花筐っ子ひろば 

  １４日 花筐地区体育祭 花筐小学校にて 

  ２１日 健康福祉部「地域ふれあい交流会」  

           （うすずみ大学同時開催）  

日 時：７月２５日(金) 午前10：00～11：30 

場 所：花筐公民館 

申込み：7/23までにお電話で公民館へ 

    ☎42-0361(20日～22日休館日) 

〈講師の真柄 裕美子先生〉 

7/17(木) 赤ちゃん教室 

7/18(金)～24(木) シャボン玉で遊ぼう 

7/25(金) ベビー水遊び〈公民館共催〉 

7/26(土)～31(木) マイうちわ作り 

8月中 魚釣りあそび 

9/18(木) ミニミニ運動会 

9/25(木) 小麦粉粘土で 

         遊ぼう 

   ※魚釣りあそび以外は、 

      要申込み 

 ６月２８日のベビーヨガ教室に、１５組の親子が

参加していただき、ベビーと一緒に楽しく体を動か

しながらスキンシップを図り、親子の絆を深めるこ

とが出来ました。また、最後のティータイムでは、

子育てに奮闘するママ同士の会話も弾み、和やかな

ひと時を過ごすことが出来ました。 

 さらに、今後も地域の親子ふれあい交流の場と 

して、定期的に教室を開催することになりました。           

 

 

 

 第２回のうすずみ大学は、福井県立すこやかシルバー 

病院の作業療法士 内藤 明美先生を迎えて、認知症に 

対する知識を深めました。 

  講義では、社会との接触をもち、自

分で出来きることは積極的に行うなどの

大切さを学んだ。また、「笑い」は一種

の自然治癒力であることから、くよくよ

せずおおらかに毎日を送ると良いという

アドバイスもいただきました。   

 交
流
の
輪
が 

広
が
り
ま
し
た
。 
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