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 ６月２８日（日）「福井震災の日」越前市今立４地区総合防災訓練

が、南中山地区を中心に実施されました。 

 土砂災害を想定した訓練では、８時に粟田部地区拠点基地運営本部

が、花筐公民館内に設置され、地区民は８時２０分のサイレンを合図

に避難を開始しました。各地区が、避難についての方法などを検証し

ながら行いました。 

 本部は、各区からの報告を受け記録、防災無線による情報伝達訓練

では、南中山地区からの要請を受け、南越中学校に結集しました。 

 実際の災害時の環境における救出や的確な行動の実技は、訓練を重

ねることにより減災につながるものだと改めて感じました。この訓練

での課題は、今後に活かせるよう協議していきます。 

 優勝めざし、 

 只今、猛特訓中！ 

↑↓南越中学校実施訓練の様子 

 来る７月２５日に開催されます第６４回県消防操法 大会ポンプ車の部に、越前市消防

団の代表として、粟田部消防団（団長 松ケ谷 良紀 団員２３名）が、出場します。 

安否確認よ～し！ 粟田部全体の人員集計 無線で本部へ報告中 

【出場選手】  

山本 幸範（西樫尾) 

八田 正樹（佐山） 

福岡 武志（富永） 

斉藤 靖広（冨永） 

内田 博文（新橋） 

重野 和也 (佐山） 
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― 来館の際は、車の相乗りにご協力ください。 



 地域各世代の交流と敬老を目的につどいを開催

します。子ども達や各団体の芸能発表等お楽しみ

がいっぱい。皆さんの参加をお待ちしています。 

【日時】９月２０日（日） 

    午前１０時～ 

【場所】花筐小学校 

【出演】大道芸人はなまる → 

   認定こども園 あわたべ 

   はながたみ子供太鼓 他 

いじめ、不登校･･･ 

 子どもの心に寄り添うために 

 ～地域でできること 大人がやるべきこと～ 

               （研修会報告） 

７月１１日、

希望学園園長 

関良子先生を講

師にお招きし

「地域で行う子

育て」のより深

い姿を探るべく研修会を開催しました。 

 子ども達が心を閉ざしていく

きっかけや過程を学び、親として

大人として子どもとどう接してい

くべきか考えさせられました。日

頃の活動の中で子ども達と接する

機会の多い我々ですが、悩みを抱

える子ども達のＳＯＳに気づき寄り添えないだろう

か？地域として何かできることはないのだろうか？

というテーマで今年度は更に２回開催したいと思い

ます。 

次回以降の開催は改めてお知らせしますので、地

域で子ども達に関わる皆さんを始め、保護者の皆様

にも広くご参加頂き、地域の子ども達の笑顔が増え

るよう、小さなきっかけになればと思います。 

 エバラ健太×たっぺぇエバラ健太×たっぺぇエバラ健太×たっぺぇ   真夏の自走ツアー２０１５真夏の自走ツアー２０１５真夏の自走ツアー２０１５ 

 日 時  ７月２０日（月）   開場 午後６時   開演 午後６時３０分 

 会 場   ふるさとの家 （花筐公園内）    入場無料！ 

                    花筐自治振興会 ふるさと文化部  ・ 桜ぢぃ倶楽部 

                    問い合わせ ０９０－９４４３－３９５２（龍田） 

 あじさいの色が濃くなった頃の６月１７日、旬の野

菜を使ったお弁当を持って訪ねました。 

お弁当を手渡す際に

安否確認と熱中症や交

通事故などの注意を呼

びかけました。   

 

 

 この事業は、粟田部食生活改善

推進員・健康福祉部員のみなさん

の協力を得て実施されています。 

    「介護保険の現状とこれから」 
         ～いまから始める介護予防～ 

 ６月１１日（木）要介護にならない

ための知識を学びました。 

「腰や肩の痛みを軽減る！」「１０歳

若返りのエクササイズ」として、片足

立ちやスクワット運動を行いました。 

 参加者からは、これからも続けていきたいとの声も

聞かれ好評でした。 

 

 

日 時：８月１日（土）午後５時より 

会 場：花筐小学校 児童玄関前 

内 容：午後５時～７時 縁日ひろば 

      午後７時～８時４０分 映画鑑賞 

              敷き物をもってきてね！ 

≪ 健康福祉部 ≫ ≪ 青少年育成部 ≫ 

― この用紙は、資源として活用できます。リサイクルにご協力ください。― 

～花と緑と歴史の町 花筐～ 

≪ ふるさと文化部 ≫ 



～花と緑と歴史の町 花筐～ 

【場所】いまだて芸術館・ふれあいプラザ周辺 

お笑いコンテスト出場者を現在募集中です。大笑(大賞)賞金は１５万

円です。応募方法等の詳細は、７月の越前市広報誌又はホームページ

にてご確認下さい。 

《申込み・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 FAX 43-1115 

時 間 内         容  

10：30～ 商工会マルシェ(屋台)、子ども広場、ステージイベント、 

クローバーカード抽選会、各種展示コーナー他 

14：00～ アピールチャンス  ＊進行状況により開始時間の変更有り 

（お笑いコンテスト予選出場者のパフォーマンス） 

15：00～ 第１部 お笑いコンテスト  ＊あなたも審査員投票 

第２部 吉本爆笑ショー    ＊表彰・講評 ＊楽しみ抽選会  

とき・ところ 

越前市役所周辺 

粟田部地区は『ふるさと踊り』

『おらいし山車引廻し』に出場

します。地域の皆さん、ふるっ

てご参加下さい! 
 

【踊り練習日】７月３０日（木） 

       ８月 ４日（火） 

       ８月 ７日（金） 

【練習時間】毎回１９：３０より 

【練習場所】ふれあいプラザ 

【申込み・問合せ】 

  花筐公民館 ４２－０３６１ 

 

 ６月１８日、高齢者学級事業の館外学習として、講座生３０名が若狭町の

熊川宿に出かけました。 

 曇り空の天候に、雨が降らないかと参加者一同心配をしていましたが、ま

ずまずの天気に安堵し、現地では観光ボランティアガイドの説明を受けなが

ら、自然豊かな熊川宿を１時間かけて散策しました。 

 重要伝統的建造物群保存地区ということから街

並みは道に面して多様な形式の建物が並び、街道

脇を流れる前川は、家ごとに「かわと」と呼ばれ

る水利施設が設けられるなど、町家の

外観や構造、特徴について詳細にわた

り説明を聞くことが出来、鯖街道の由

来・歴史について有意義に学ぶことが

出来ました。 

 ７月４日の子ども教室『花筐っ子ひろば』は、４６名の登録児

童の内４１名が参加し、サポーター指導の下、プラ板に名前やイ

ラストを描き、トースターで焼いて仕上げるネームプレート作り

をしました。個性豊かでカラフルに出来上がった名札は、来年の

３月まで使う予定です。 

 その後、サポーターの方々が 

一日がかりで苦心して製作した 

竹を使って、流しソーメンを体

験しました。あっという間に流

れていくソーメンやフルーツな

どを夢中で追いかけ、公園

の中は子ども達の歓声で大

賑わいでした。 

 最後は、皆でこぼれた物

を拾い、きれいに片付けて

終了しました。 

 どんどん縮んで

形が変わってい

くのが面白い！ 



～花と緑と歴史の町 花筐～ 

 ７月１日現在、（ ）は前月比  
 世帯数    １，１６７戸（＋３） 

 人 口  ３，６４８人（－４） 

 男 性   １，７７８人（－４） 

 女 性    １，８７０人（±０） 

  ＊外国人を含みます 

 

７月１９日 花筐公園を愛する日（ラジオ体操も同時開催） 

  ２０日 ふるさと文化部『コンサートinふるさとの家』 

  ２２日 うすずみ大学 大人の紙芝居『老いもまた楽し』 

  ２９日 はながたみ講座『ママとベビーの交流教室』 

  ３０日 ふるさと踊り練習日 ふれあいプラザにて 

８月 １日 青少年育成部『花筐っ子夢劇場』花筐小学校にて 

  ４日,７日 ふるさと踊り練習日 ふれあいプラザにて 

  １３日 越前市サマーフェスティバル(山車・踊り参加) 

  １６日 お笑いつるつるいっぱい 芸術館・ふれあいプラザ周辺  

  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』 

９月 ５日 花筐っ子ひろば『アドベンチャーボート他』 

  １３日 花筐地区体育祭 花筐小学校にて 

  ２０日 健康福祉部『地域ふれあい交流会』 

            （うすずみ大学共催）  

 

日 時：７月２９日(水) 

    雨天の場合、翌日に順延 

    午前１０：００～１１：３０ 

場 所：花筐公園・花筐公民館 

申 込：前日までに公民館へ 

    ☎42-0361 

       ４３－０９９０ 

   ～7/31(金) 夏の花と虫を作ろう 

  8/3(月)～31(月) 魚つりあそび 
 

今立４地区合同にこにこクラブ・赤ちゃん教室 

  9/10(木) 赤ちゃん教室 

       『保健婦さんとお話ししよう』 

  9/17(木) バルーン体操！ 

   会場:社会福祉センター内[ゆめひろば] 

         10:30～11：30（要予約） 

           申込みは各児童館へ 

 ６月２７日の教室は、親子５組の参加を得て、

講師の東 眞美子氏による乳幼児に合わせた絵本

の読み聞かせの後、ワークショップ形式で自分自

身やママ同士がお互いの魅力をポストイットに書

き 出 し、認 め

合うことで育

児に自信を持ち、今後の子育てに繋

がる学習になりました。 

 また、最後のティータイムでは、

講師を交え会話も弾み、和やかに交

流を深めることが出来ました。 

新成人のみなさん、二十歳の記念に、成人式の
企画・運営に参加しませんか !? 
 

◇ 募集対象者：越前市出身の新成人 
   （平成7年4月2日～平成8年4月1日生まれの人） 

◇ 申込み・問い合わせ先：越前市生涯学習課 

  TEL：0778-22-3977 FAX：0778-22-9174 
 E-mail：gakusyuu@city.echizen.lg.jp 

※ 申し込みの際、①氏名（ふりがな）②性別  ③住所  

  ④電話番号  ⑤出身小学校を明記下さい。 

※応募情報は目的以外には使用しません。 
 

        電子申請で申し込めます! 

  （越前市HPからもアクセスできます） 


