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 １１月８日(日)午後からのはながたみもみじ

まつりは、雨の中での開会式となりましたが、越

前市奈良市長をはじめ、多くの来賓の方々にご出

席いただき、盛大に開催されました。  

 引続き、『南越中学校吹奏楽部』や『はながた

み子供太鼓』の迫力ある素晴らしい演奏が披露さ

れ、うっとうしい天気も忘れるほど、大勢の来場

客を魅了してました。 

― 来館の際は、車の相乗りにご協力ください ― 
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 このプロジェクトは、故嶋連太郎の曾孫であ

る嶋裕一郎さんと、人材教育の専門家である山

下恵司さんをお迎えしての人材育成セミナーで

すが、お陰様で６年目を迎える事となりまし

た。今年は食育を研究する石川ゆかりさんも参

加され、成長期の健康に関するお話も頂くこと

で、心ばかりでなく体の成長についても学べる

場となりました。 

 今回は小学５年生が対象で、自分が生まれて

くるためには、いったい何人のご先祖様が必要

だったのだろう。自分の役割はなんだろう。ま

た、自分の夢を実現するために、今できること

はなんだろう。このような内容をゲームを交え

ながら、気づき・考え・決意を促してください

ました。 

 来春６年生になった彼らは、もう一度受講す

る時に今回気づきを得て、その後半年間でどの

ように努力し成長したか・・・ 最高学年の自

覚を身につけ、花筐小学校全体を牽引するリー

ダーシップを養います。嶋連太郎翁が、この町

に知識と文化が根付くようにと建設した花筐文

庫(嶋会館)

で、今再び

明日を担う

子ども達が

学びを得て

います。 

  

(文・写真） 

部長:岩坂氏 

 １０月２４日（土）花筐小学校児童の見守り活動に関

する懇談会が、うすずみ会館にて行われました。 

 今回は、越前警察

署生活安全課の林憲

克様にお越しいただ

き、子供を巻き込む

犯罪の現状や、越前

市内においての状

況、今後の取り組み

法などをお話しいた

だきました。質疑応答も交えながらの懇談となり、充実

した時間となりました。 

 子どもに関わる声かけ事案などは、殆どが市の東部で

夕方発生しているとの事でした。犬の散歩や花の世話な

どで外に出ていただき、『犯罪を寄せつけない街づく

り』を目指していきましょう。 

嶋会館で受講する児童 

 秋晴れの１１月３日、

菊花マラソンが開催さ

れ、折り返し地点の西山

区沿道には、大勢の住民

の方が応援に駆けつけて

くださいました。 

 今年は、『はながたみ

子供太鼓』や『南越中学

校吹奏楽部』の皆さんに

よる元気な演奏で、ラン

ナーを元気づけてくれま

した。 

 第７回を迎えた花筐絵画展の

作品審査が昨日行われ、応募総

数１,１８３点の中から知事賞を

はじめ、１８の個人賞と団体賞

が選ばれました。 

 各賞の受賞者は、後日福井新

聞にも掲載されますので、ご覧

下さい。表彰式並びに絵画展の日程は、次のとおりです。 
 

【表彰式】１１月１４日(土) 

     午前１０時半より 

【絵画展】１１月１３日～２２日 

     午前１０時～午後４時 

 《会場》嶋会館・花筐公民館 

  ＊花筐公民館は１６日(月)休館 

 

 １０月２５日、来るもみじまつりを前に『花筐

公園を愛する日』が開催され、各種団体や地区民

の方々にご参加いただき、公園内の清掃作業を行

いました。 

 皆様のおかげで、公園も大変美しくなり、お客

様をお迎えする準備が出

来ました。ご協力に感謝

申し上げます。ありがと

うございました。 
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広報部 

10月 24日武生菊人形野外ステージで開かれた「ゆ

るキャラ大集合」に〝おおのん”が参加しました。 

県内外から、9体のゆるキャラが登場し、地元のPR

をしました。おおとのんも 11 月 8 日～22 日まで開

催の「もみじまつり」や四季折々見どころいっぱいの

「花筐公園」の魅力を宣伝しました。 

午後からは、噴水広場をパレードし、ちびっこや来

場者と記念写真を撮りました。 

グランドゴルフ大会を開催しました。 
スポーツの秋の一日を、花筐公園を利用して、

グランドゴルフ大会を行いました。 

本格的なゴルフより簡単なルールの為、参加者

にもわかりやすく楽しめました。 

公園の木の根っこや石でボールが思うように転

がらないこともありましたが、午後の公園には歓

声が聞こえ、自然の

中で仲間たちと無理

なく運動ができまし

た。高得点者には、

素敵な賞品が贈られ

ました。 

落語講演会 笑いから健康～10歳若返る～

10月 25日、

女性会との共催

で、はやおき亭貞

九郎さんによる

落語講演会を開

催しました。 

パン屋さんにやってきたおしゃべり目的の奥さ

んの夫婦の面白おかしいやり取りに大笑いし、毎

日を笑顔で過ごすことは健康にとってとても大切

なことを改めて感じました。落語の後は、ケーキと

お茶を頂きながら、昔の粟田部の様子や女性会の

活動をスライド写真で振り返りました。

【申込み先】花筐公民館 ☎ 42-0361

次回のうすずみ大学 

◆◇ 県庁見学（福鉄電車利用） ◇◆
日 時：11 月２７日（金） 
集 合：越前武生駅又は、北府駅（駐車場有） 

8時 30分必着 

出 発：越前武生駅 8時４９分発 福鉄電車 

参加費：1,０00円（電車代・昼食含む） 

※事前に申し込みが必要です。 

申込み締切日：11月 19日（木）  

個人では入ることのできない知事応接室や議会議

事堂など県庁内の施設見学と、食堂も体験できます。

（今年度最終のうすずみ大学です。） 

次回のはながたみ講座  

◆◇ 家事塾 =年末片付け講座= ◇◆

日 時： 12月６日（日）13:30～15:00 

講 師： 松本 照美 氏 

（家事セラピスト） 

参加費： 無 料 

  今年も残すところ１ヶ月

あまりとなりました。 

ちょっとの工夫で暮らしが充実！今すぐ役立つ片付

け術と掃除の技を手に入れてピカピカ新年を迎えま

しょう！ 

女性だけでなく男性の参加もお待ちしています！

※ 参加者には、お掃除グッズプレゼント！ 



地区の人口・世帯数
27 年 11 月 1 日現在（）は 10月比 

世帯数 1,159 戸（ ＋1 ） 

人 口 3,627 人（ －5 ） 

男   1,763 人（ －3 ） 

女   1,864 人（ －2 ） 

＊外国人を含めます 
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― 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―

 11 月 26日 配食サービス 

27日 うすずみ大学 

12月 ５日 花筐っ子ひろば 

６日 はながたみ講座

＝放課後子ども教室＝ 

大豆っていろいろ使えるんだね！

11月は大豆を使っての実習でした。もやいの里の若泉さんから、大

豆は、豆腐や納豆、みそなど色々な食品として使われていることを学び、

石臼で引いたきな粉を入れた「サツマイモきんとん」を作りました。ま

た、自分達で作ったうち豆入りの味噌汁をおいしそうに完食していまし

た。次回は、12月５日（土）9時30分からです。お楽しみに～。 

公民館年末大掃除のお願い

暮れのあわただしい季節がやってきました。 

恒例の大掃除を実施しますので、お忙しい中恐縮ですが、

皆様のご協力をお願いいたします。 

日 時 12月 19日（土）9時30分より（1時間程度）

持ち物 ゴム手袋、雑巾、ガラス拭き布 

内 容 床の汚れ落とし、ガラス拭き 

    外回り、側溝のそうじ など

毎週月曜日 

11月２９日（日）・12月 20日（日）

年末年始休暇 

12月２８日（月）～1月4日（月）

花筐児童館行事予定 電話 43－0990

11/ 2～14 オリジナル下敷きをつくろう！ 

11/16～30 新聞鉄砲で的あてゲーム！ 

12/ 1～  クリスマスグッズ作り 

１/ 4～  お正月遊びを楽しもう！ 

今立４地区合同にこにこクラブ・赤ちゃん教室

11/19 「段ボールであそぼう！」 

        26  おはなし出てこい（読み聞かせや手遊び） 

    12/10   赤ちゃん教室「クリスマス飾りをつくろう」

          17  クリスマス会 

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、児童センターへ 


