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※新型コロナウイルス感染症の影響により、イベント等については、中止または延期する場合があります。

～花と緑と歴史の町 花筐～ 令和３年１０月１５日 第１７４号 

日   時 10 月24 日 日 午前８時００分～（小雨決行）

場   所 花筐公園

作業内容 草むしり，枝ひろいなど ※マスク着用でご参加ください 

日頃は広報部活動にご協力いただき誠に有難うございます。皆様ご存じかもしれませんが、桜通りのおお

とのんは、季節や話題の出来事に合わせ衣装を色々と変えております。今年はオリンピック、そして今立地

区からも見延和靖選手が出られるという事で、応援の意味を込めて７月にフェンシングスタイルにいたしま

した。そして見事に金メダルを獲得された見延選手に合わせ、早速おおとのんにも手作り金メダルを。 

その後おおとのんの事がご本人の耳に入り、先月帰福された折におおとのんの所に来られ記念撮影! 

（おおとのん、照れているように見えませんか?笑） 

忙しい合間に足を運んでくださった見延選手に本当に感謝!今後の更なるご活躍を皆でお祈りしたいですね。 

                                     【花筐自治振興会 広報部】 

～ 心遣いにも金メダルを ～ 



●壮年会・くらしの環境部会 

●花筐公園 

～ クリーンキャンペーンを終えて ～

●地域づくり事業・音結祭 

～ こどもの飛び出し注意! ～ 

◇ステージ 傘踊り・ヒップホップダンス・二胡とギター（2ストリングス）
       恩地見佳歌謡ショーほか 
◇模 擬 店 焼きまんじゅう・粟田部あげ煮・五平餅・山菜おこわ 

ピリ辛こんにゃく・イモボタ・惣菜（持ち帰りのみ） 
◇展 示 水墨画・手芸作品 ほか 

●詳しくは全戸配布のチラシをご覧下さい●

～ さわやかな秋風の中 ～ 

～今年も規模を縮小して開催します～ 

～ 初秋の公園を満喫 ～ 

開 催 期 間 11 月1３ 日（土）～21 日（日） 
イベント開 催 日 14 日（日）のみ（開会式はありません） 

●事務局 

１０月３日（日）に実施されましたクリーンキャンペーンは

晴天にも恵まれ、最高の作業日和となりました。当日はご多

忙の中多数の皆様にご参加いただきましてありがとうござい

ました。まだまだコロナ禍にある中、無事に終えることがで

きましたのも、皆様のご支援にあるものと、心から感謝して

おります。今後とも粟田部地区壮年会活動にご協力の程よろ

しくお願いします。 

【粟田部壮年会会長 玉村 正樹】 

地区の安全に役立

ててほしいと、JA

福井県今立支店様よ

り、花筐自治振興会

に１７セットの「と

びだしボーイ」が寄

贈されました。 

ご希望の方は下記ま

でご連絡下さい。 

<とびだしボーイ> 仕様 

高さ調節可能・最長 130センチ 

注水式スタンド付 

※要簡単な組み立て 

花筐自治振興会 42-3710  

花 筐 公 民 館 42-0361 

１０月１日（金）武生東小学校４年生の児童 

３５名が、秋の校外学習で花筐公園へやってきま

した。元気いっぱい公園で遊んでいましたが、後

半雲行きが。。とうとう舞台で雨宿りとなったよ

うですが、これもまた楽しい思い出ですね! 

去る９月２６日（日）に花筐公園にて、恒例の

「音結祭」が開催されました。天候が危ぶまれま

したが、演奏開始の頃には青空も見え、さわやか

な秋風の中楽しい時間を過ごせました。 

【音結祭実行委員 清水 一誠】

～スポーツ協会よりお知らせ～ 

スタンプラリーします! 

もみじを玄関に 
飾りましょう 

日時 １１月１４日（日）午前９時～１１時 
随時受付（１０時３０分受付終了） 

９月３０日（木）のFM福井「モ

ー ニ ン グ チ ュ ー ン （ 7:30 ～

10:50）」にて、われらが花筐地区

のゆるキャラ「おおとのん」が紹介

されました。テレビや新聞などのメ

ディアでもたびたび取り上げられ、

すっかり有名人ですね! 

さて、次はどんな 

衣装でみんなを楽 

しませてくれる 

のでしょうか? 

乞うご期待!? 

～ ラジオでもおおとのん～ 

●詳しくは学校から配布されるチラシをご覧下さい● オリンピックの頃のおおとのん 



●子育て支援学級

11 月17 日（水）

10:00～
毎年好評☆ 
寝相アート 

～花と緑と歴史の町 花筐～

●放課後子ども教室

１０月２４日（日）クラフトバンド教室 パンダのペン立てをつくろう 

◇講師 田邉 久枝氏（クラフトバンド作家） 
１１月１３日（土）水引でお正月の箸置きづくり<もみじまつり特別企画>

◇講師 池田 清隆氏（池田水引店）

毎月第2・4土曜日 午前 10 時 11 時

毎月第３水曜日 10:00 
公民館２階和室にて

詳しくは
学校配布のチラシ 
をご覧ください 

残念ながら最終回

となりましたが、み

んなで一緒に練習し

てきた時間は、きっ

と大切な思い出にな

ることでしょう。 

９月 25 日（土）

の初回には、６人の

子どもたちが集まっ

てきました。まだま

だ募集中でーす 

＜ふるさとの家＞ 

モデル 千康 

撮 影 ホールデン 

（福井市） 

←Instagram 

でも発信中

協 力 宇野 雅之 

（西山区） 

10・11月の子ども教室 

File:2 

淡墨桜は三里山山頂付近にあります。高さ十
八メートル、根回り五メートルもある大きな桜
で、樹齢は五百年から六百年です。おおとの皇
子が即位のため都に上られるとき、形見に残さ
れたものです。初めは紅色だった花びらが、今
ではうすくなってしまったのでうすずみ桜とよ
ばれるようになりました。 

１１月のレッスン 11 月 6日、27日

9月１５日（水）は、高橋
有希子先生によるタッチン
グセラピーでした。とてもリ
ラックスできたと、お母さん
方に大好評でした 
今回都合で参加できなかっ
た方、２月にもありますよ～ 

11 月のご案内

さすが元 JETS! 

～魅力いっぱいのふるさとを再発見してみませんか～ 

申込・お問合せ 花筐公民館 42-0361

がんばって続けました 

10 月28 日（木） 
①午前 １０時～１１時  

②午後２時～３時 

共催 丹南ケーブルテレビ ㈱ 地域貢献企画チーム

会 場 花筐公民館 ロビー 

持ち物 ご自身のスマホ・ 

      個人番号カード交付申請書（ＱＲ コード付）

講 師 丹南ケーブルテレビ・デジタル活用支援員 

◇申込・問合せ 花筐公民館 0７７8-42-0３６1

まだお申し込みできます 

●うすずみ大学・はながたみ遊学の杜

花筐公園の石段を上
ると姿を現す、茅葺き屋
根の「ふるさとの家」。
中に入ると囲炉裏など
があり、どことなく懐か
しい。花筐地区の人たち
が集う憩いの場でポー
トレートを撮りたいと
思いました。 



●うすずみ大学・はながたみ遊学の杜

世帯数 1,226世帯（＋1） 

人口数 3,457人（－７） 

男 性 1,698人（－４） 

女 性 1,759人（－３） 

・毎週月曜日 

・１１月 4 日（木） 

・１１月２４日（水） 

花筐地区の人口
令和３年10月1日現在 

( )は前月比 

ゴミを減らし、分別して、資源を有効に利用しましょう

就学や就職などのために市外へ転出している方

(当市に住民票がない方)で、令和4年1月9日(日)に

開催予定の越前市の成人式に出席を希望する方は、

事前に申し込みをお願いします。ご連絡いただいた

住所に、案内文を郵送いたします。（11月中旬頃発送予定） 

◆申し込み方法 ：案内送付先住所、氏名、生年月日、

出身小中学校、電話番号を、左の

QRコードから、または、電話やメ

ール、FAXなどでご連絡ください。
※当市に住民票のある人は 

申し込みの必要はありません 

【問い合わせ先】 越前市 生涯学習課 

TEL：0778－22－3977 FAX：0778－22－7497   

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

１０月３１日（日） 
社会福祉センター（今立）

１０月２０日（水）親子ふれあい教室 

「出かける絵本館がやって来る」 

１０月２０日（水）青少年育成部会 

１０月２４日（日）花筐公園を愛する日 

１０月２４日（日）放課後子ども教室

「クラフトバンド教室」 

１０月２８日（木）もみじまつり実行委員会 

１０月２８日（木）公民館学級「スマホ教室・応用編」

１０月30日（土）放課後子ども教室「チアダンス」

１1月 6日（土）放課後子ども教室「チアダンス」

１１月 ７日（日）公民館学級・ふるさと文化部共催

「文化財出前講座」 

１１月13（土）１４日（日）はながたみもみじまつり 

１１月１３日（土）放課後子ども教室 

「水引でお正月の箸置きづくり」 

１１月１４日（日）公民館学級 

「お寺で学ぼう in粟生寺」 

休館日

完全予約制です 
市健康増進課 （24-2221）へ必ずご連絡を
～病院での健診を希望される方は病院に事前予約を～

◆開館日 月～金 午後 １時～午後６時 

     土曜日 午前 10 時～午後６時 

◆休館日 日曜日・祝祭日 

お問合せ 花筐児童館  43-0990 

●花筐児童館

新型コロナウイルスの感染状況により、成人式の実施 

(日程・内容等)について変更となる場合があります。 

※詳しくは全戸配布のチラシをご覧ください

１１月７日（日）１３:３０～１４:３０
場  所 花筐公民館２階和室 

講  師 青木 豊昭氏 

定  員 ２５名（先着順） 

参加費 無料 

10 月２５日（月）～３０日（土） 

ハロウィングッズを作ろう! 

集団健診のお知らせ 

LINE公式アカウントからも受け付けます。「花筐
公民館＆花筐自治振興会」をお友だち登録してく
ださい。登録後、トーク画面より、 
①ご希望の講座名②お名前③ご住所 
をメッセージしてください。 

3 部構成に
なっています 

（元一乗谷朝倉氏遺跡資料館館長・ 

市町の文化財保護審議委員） 

11 月14 日（日）9:00～12:00 
講 師 坂川 観宣氏（粟生寺住職） 

宮下 信子氏（バランスボールインストラクター） 

高橋 明子氏（セラピスト）

定 員 20名（先着順） 
参加費 無料

～講話とバランスボールエクササイズ＆ 
セルフ足つぼマッサージ 験～

◆申込先 花筐公民館☎42-0361


