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～花と緑と歴史の町 花筐～ 令和３年１２月１５日 第１７６号 

趣味の作品展 

 「今年のもみじは色づきが良いでしょう」という期待が膨らむニュースと「コロナ感染が若年層に広まっ

ています」という気になるニュースも考えて、まつりは昨年に続き外での催事は土曜に始まり日曜で終わり、

バザーは基本テイクアウトと決まりました。まつりの中身として【①屋外の多彩なイベントに地元の子供か

ら大人まで多くの人を呼込み、②公民館内の趣味の作品展に人が回遊し、③バザーの旨いものに人だかりが

できる】の3点にポイントを絞りました。 

 こうして迎えたもみじまつりは、肝心の天気にも恵まれて多くの来園者で賑わいました。紅く色づく三里

山は、まるで花筐公園を包むように紅葉の帳が広がり心に染みる風景が楽しめました。 

終わりに、今年も本当に多くの方の協力で「もみじまつり」ができたことを嬉しく思っています。これか

らも自治振興会が地域のつながりに多少でも貢献できたら幸いです。  【花筐自治振興会会長 佐々木昇】 

恩地見佳民謡ショー 二胡とギター（2 ストリングス） 

今立さくらの会 足つぼマッサージ体験 

～令和 3年度はながたみもみじまつりを終えて～      11 月 13 日(土)14 日（日）開催 



●粟田部スポーツ協会 

～もみじまつりで、スタンプラリー～

公園にて行いました。みなさん元気よく佐々木自

治振興会長から表彰状とメダルを受け取ってい

ました。表彰式の後は、お子様がひもの先の賞品

は何なのかどきどきしながらひもを引く「子ども

ひも引き大会」を行い、大変盛り上がりました。 

みなさんこれからも歯を大事にして下さい。

【スポレク部長 森下 満成】

●青少年育成部 ●語り部の会 

～はながたみプロジ ェク ト～～田吾作さんと廻った秋の花筐公園～

１１月１３日（土）、 丹南ケーブルTVの取材で

田吾作さんをご案内しました。岩の上に腰をか

け、秋の日を受けたもみじを見る田吾作さんの横

顔は、深く刻まれた皺が自然と重なり、彼の優し

さを見たような気がしました。厳しさを乗り越え

た後に見せる自然の美しさに、言葉を忘れ見入ら

れていました。  【語り部の会 輪違 與哲】 

●スポレク部 

●健康福祉部・粟田部地区食生活改善推進員会 

１１月１４日（日）、もみじまつりに合わせて、

スタンプラリーを開催したところ、多くの子ど

もたちが参加してくれました。たくさんスタン

プを押した特典のガラガラ抽選が好評で、当た

りが出た時の子どもたちのうれしい声が聞けて

とても良かったです。来年春も行う予定ですの

で、ぜひ遊びにきてください。 

【粟田部スポーツ協会 簑輪 利彦】 

～ 一人暮らし高齢者宅へ、 
安否確認配食サービス ～

●粟田部地区食生活改善推進員会 

12月 11日（土）、花

筐小５・６年生に向け

行いました。 

今年もあいぱーくを

使い、嶋裕一郎氏と山

下恵司氏とリモート

で繋がり「幸せな人生

を送るため」のコツを

教えていただきまし

た。これから、家庭･

学校･地域での生活に

生かしていきたいで

すね。

～ 伝承料理を地域の皆様に ～

▲【献立】さつまいもご飯・麩の辛し和え・里芋そぼろあん・彩きんぴら 

１１月１８日（木）、花筐公民館にて、日々の食

生活に関心を持つことで健康的な食習慣が定着

するよう、県内各地域に古くから伝わる伝承料理

４品を調理し、地域の皆様にお伝えさせていただ

きました。 

【粟田部地区食生活改善推進員会 小玉 真弓】 

11月 26日（金）、この日の公民館は、朝からま
な板をたたく包丁の音が、ひびきました。 
コロナ禍により2年ぶり。今回のお弁当は、食生
活改善推進員のみなさんに、作っていただきまし
た。最後には、健康福祉部の面々も、エプロン姿
で簡単なお手伝いを。上紙で献立も確認されなが
らの昼食は、いかがでしたでしょうか。今回の配
食希望は57人でした。 

【健康福祉部部長 正彌 文秀】 

～ピカピカの白い歯 大事にしてね！～

１１月１４日（日）、

３歳児健診におい

て虫歯が無いと診

断された、今年度２

６名のお子様を対

象に「３歳児虫歯の

ない子表彰」を花筐 

【青少年育成部長 福田 美千代】 



～花と緑と歴史の町 花筐～

●放課後子ども教室●子育て支援学級
毎月第３水曜日 10:00 
公民館２階和室にて

●はながたみ遊学の杜・うすずみ大学合同

１１月は毎年人気の

「寝相アート」でした。

ふれあい教室コーディ

ネーター大辻先生の力

作「しまじろう」を背景

に、わが子のベストショ

ットを逃すまいと、お母

さんたちは大奮闘しま

したヨ。 

はながたみもみじまつり特別企画

～お寺で学ぼう in 粟生寺～

11月 14日（日）、公民館とし

ては初めて、粟生寺様をお借りし

講座を開催しました。第1部は、

粟生寺ご住職より、粟生寺の歴史

や所蔵の文化財についてのお話。

第2部は、大きなボールの上に座

り、音楽に乗って弾むバランスボ

ールエクササイズ。第3部では、

家でもできるセルフ足つぼマッサ

ージ体験を行いました。どの講座

も好評で、また開催してほしいと

の声も聞かれました。講座終了後、

参加の皆さんはもみじまつりへと

足を運ばれていました。 

File:4
＜花筐公園＞ 

ホールデン氏

ホームページ 

でも発信中→

 おおらいしは毎年二月十一日に行われ、山車

で粟田部の街中を引きまわし、昔は当日、どの

家でも親類の人をたくさんまねき、大ぜいの

人々でにぎわったそうです。また、まゆ玉は、

小さくちぎったもちで、くりの木のえだにつけ

て、幸せを祈ります。 

今秋撮影した作品です。 

モデル 松田 直子 

撮 影 ホールデン 

（福井市） 

協 力 宇野 雅之  

（西山区） 

 １１月１３日（土）、池田水引店の池田さんを

講師にお迎えし、水引の箸置きづくりをしまし

た。基本のあわじ結びに悪戦苦闘しましたが、

日本の伝統的な手仕事に触れることができ、と

ても貴重な体験となりました。

～魅力いっぱいのふるさとを再発見してみませんか～ 

12月 4日（土）、 

日本和紙クラフト協会代表理事の五十嵐純

子先生をお招きし開催しました。 

わかりやすくて褒め上手な先生のご指導

により、時間がオーバーしたのにも気づかな

いほど集中し、しかも和気藹藹とみんなが和

紙の花製作に取り組み、それぞれ味のある素

敵な紅白の椿が出来上がりました。 

に飾りたい！ 

和紙の花アレンジ



【問合せ】越前市教育委員会 生涯学習課 
TEL：0778－22－3977 FAX：0778－22－7497 

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

※詳しくは全戸配布のチラシをご覧ください。

お正月用にお箸も入れて 

仕上げますよ☆ 

秋寂ぶ…朝の公園

●花筐児童館

●男女共同参画防災出前講座

【市外転出者 
申込み用QRコード】 

令和４年越前市成人式は、新型コロナウイルス感染
防止のため、新成人を出身小学校区ごとに２つのグル
ープに分け、時間をずらし、短縮した内容で２回開催
します。また、混雑を避けるため、当日の受付は、式
典会場内でＱＲコードを読み込む方法とします。 

◆日 時 令和４年１月９日（日）
【前半】13:00～13:30（受付12:20～） 

 国高、王子保、北新庄、北日野、味真野、白山、 
花筐、岡本、南中山、服間 （三中、万葉中、五中、 

六中、南越中の３年時担任のビデオメッセージを上映）

【後半】15:30～16:00（受付14:50～） 
 武生東、武生西、武生南、神山、吉野、大虫、坂口 

（一中、二中、三中の３年時担任のビデオメッセージを上映） 

◆ところ 越前市文化センター 大ホール 
◆開催の判断
次の場合は、成人式を延期します。延期となる場合は、令

和４年３月１３日（日）に開催します。（時間・会場は変更
ありません） 
①概ね２週間前を基準に、福井県が国の緊急事態宣言及びまん延防

止等重点措置の対象地域となった場合、又は福井県独自の緊急事

態宣言が発出された場合。 

・福井県感染拡大特別警報までの場合は、県内の医療体制や全国

の感染状況も考慮し判断します。 

・開催の２週間前から当日までの間に①となった場合も延期 

②自然災害等により交通機関がマヒするなど開催が著しく困難な場

合。この場合は、直前の判断となることもあります。 

※新型コロナウイルスのワクチン接種につきましては、強制するも

のではありませんが、安心・安全な成人式開催のため、ワクチン

未接種の方には、早期のワクチン接種をお勧めします。 

※式典後、市主催の「地区のつどい」は開催しません。 

※式典に参加できない方のため、式典の様子をライブ配信します。 

※会場内の密を避けるため、入場は新成人の方のみとします。 

（ただし、介助等のため、同伴者の入場が必要な場合には、直接

お問い合わせ下さい） 

※混雑が予想されるため、車でのご来場はなるべくお控えください。 

公民館学級 うすずみ大学・はながたみ遊学の杜 
自治振興会 事務局・地域部 
NPO法人男女平等推進協会えちぜん 

1 月23 日（日）9:30～受付 10:00 スタート
◇参加費 無料 

 ◇持ち物 雪遊びの服・手袋・着替え・ 

タオル・水筒 

 ◇締切り 1 月 18 日（火） 

 ◇申込・お問合せ先 花筐公民館 42－0361 
※詳しくは学校配布のチラシをご覧下さい 

～冬の花筐公園で遊ぼう!～ 

写真撮影：広報部 

【11 月号の訂正とお詫び】「花筐地区の人口」に間違いがあり 
ました。訂正して、お詫びいたします。 
11月 1日現在の女性人口（誤）1,759 人 →（正）1,756 人 

◇冬休み中(12/24∼1/10)の開館時間  13:00∼18:00 
◇冬休み中の休館日 

12/26(日)、12/29∼1/3、1/9(日)、10(月) 

日 時：1月２２日（土）午前１０～１１時 
場 所：花筐公民館 2階 和室 
講 師：井上 郁子 氏 

（男女共同参画センター職員・防災士） 
定 員：２５名（先着順） 
参加費：無料   

※参加者には災害時に役立つグッズ進呈！ 

申込先：花筐公民館 ℡42－0361 

１２月１8日（土）公民館大掃除 

１2月 25日（土）放課後子ども教室「チアダンス」 

１月 8日（土）放課後子ども教室「チアダンス」 

 1 月 16日（日）左義長まつり（点火14:00） 

 １月２２日（土）男女共同参画防災出前講座 

・毎週月曜日 

・１２月２８日（火） 

～１月４日（火） 

・１月9日（日） 

・１月１１日（火） 

花筐地区の人口
令和３年1２月1日現在 

( )は前月比 

共催 

ゴミを減らし、分別して、資源を有効に利用しましょう

休館日

世帯数 1,22０世帯（－5） 

人口数 3,444人（－12） 

男 性 1,694人（－6） 

女 性 1,750人（－6） 

●放課後子ども教室

（12:00 終了） 

おおとのんも師走で忙しい

様子。もみじのあとはクリス

マスの準備です。赤いサンタ

の服が似合ってるね! 

●広報部


