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～花と緑と歴史の町 花筐～ 令和４年１月１５日 第１７７号 

成人式実行委員として、みんなの思い出に残る式典になるよう、たくさんの話し合いを

重ね、今回の式典を無事開催することができました。コロナ禍の中で我慢しなければなら

ないことがありましたが、それも1つの思い出になったと思います。20歳という節目の歳

を迎え、今まで自分を支えてくれたすべての人達に感謝の気持ちを忘れず、大切にしてい

きたいです。今後は、より自分の行動に責任と自覚を持ち、社会に貢献していきたいです。 

今回、実行委員の一員として成人式の運営に深く携われたことは、今までに経験した事

が無いほどの良い思い出となりました。この街で共に過ごしてきた仲間達と、こうして無

事に式を迎えることができ心嬉しいです。ここまで私を幼い頃から見守ってきてくださっ

た皆様に感謝申し上げます。そしてこれからは成人としての自覚と責任の意識を持ち、自

立した大人になりたいと思います。 

※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。
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 僕は成人になって、自分の行動や言動ひとつひとつに責任が生じる年齢になったと感じ

ました。小中高生の自分は正直生意気な考えだったり、わがままだったりしたと思います。 

友人や先生方、両親に多くの心配や迷惑をかけてきたと思います。今までの成長の過程で

お世話になった全ての人に感謝し、恩返しできるように今後も努力していこうと思います。 



●広報部 

●青少年育成部 

～各分野で輝く 花筐地区の方々～ 

場所 あいぱーく今立 
期間 2 月 16日（水） 2月 28日（月） かわいい名前をつけてね 

〇募集内容 「佐山姫」の愛称 
〇募集資格 花筐地区にお住いの方 
〇応募方法 全戸配布の応募用紙または 
      メール、LINE にて 
〇受付期間 2月 28日（月）まで 
〇お問合せ 花筐自治振興会 

42-3710
皆さん募集要項のチラシ
はご覧になりましたか?
たくさんのご応募お待ち
しております!

2021 県小・中学生科学アカデミー賞において、

理科教育の顕著な学校に贈られる「日本原電社

長賞」に花筐小が選ばれました。 

また、個人では優秀賞を横山雪さん（5 年）が

受賞しました。 

新成人のつどいについて ～成人式会場のお祝いパネル製作～ 

★越前市民文化賞 市民文化奨励賞

  久保 佳津子さん（民謡昭朋会）＝西山区 

★越前市民文学祭  

 ◇一般〔小説〕武生商工会議所会頭賞

   石橋 強さん＝西山区 

 ◇小学生〔作文〕福井新聞社賞

   加藤 瑛太さん＝花筐小学校 4年 

 ◇小学生〔作文〕優秀賞

   井上 和磨さん＝花筐小学校 5年 

～栄えある「学校賞」を受賞～ 

例年、越前市成人式終了後に開催している

「新成人のつどい」ですが、新型コロナウイル

ス感染症の感染拡大防止のため、昨年度同様、

開催は断念するに至りました。 

ただし、あくまでも延期であり、中止ではあ

りません。小学校卒業時にお預かりしたタイム

カプセルを、コロナ禍が落ち着きましたら、皆

さんや担任の先生方と共に、必ず開封する日を

持たせていただきます。それまで、楽しみにお

待ちください。 

皆さんのご健康とご活躍を期待いたしてお

ります。 

【青少年育成部長 福田 美千代】 

越前市壁新聞コンクールで入賞した作品が展
示されます。銀賞を受賞した粟田部町・千原町
子ども会の「花筐いろいろ新聞」も展示されま
すので、是非ご覧ください!

12月 24日（金）、花筐地区の新成人に向け、

お祝いパネルを製作しました。公民館との連携に

加え、花筐小の先生お二人が地域へのボランティ

ア活動の一環としてお手伝いくださいました。新

成人が小学校を卒業した時の PTA 広報紙を活か

し、見たら絶対に懐かしくなる、心のこもった素

敵なパネルが出来上がりました。 

クリスマス時

期に、丹南ケー
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えスタジオのイ
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サンタが紹介さ

れました！ 

～おおとのんサンタが紹介されました！～ 

インスタグラム等をされ

ている方は、ぜひチェックし

てみてください。 

     おおとのんも 

    インスタグラム 

で情報発信して 

います！ 



●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

明治十二年に、愛景小学校は、新しい校舎に

なりました。その時、旧藩主松平慶永（春嶽）

公は、たいへん喜ばれ、「花筐校」という扁額を

下さいました。それから花筐校となったのです。 

 当初、初等科では、修身、読書、習字、算術、

唱歌という科目がありました。修身は道徳、算

術は算数、唱歌は音楽のことです。 

～花と緑と歴史の町 花筐～

File:5
＜嶋会館＞ ホールデン氏

ホームページ 

でも発信中↓ 

12 月の教室は、大辻先生が集めてきて下さっ

たモミの木の葉っぱやどんぐりなどの材料を使

い、素敵なリースを作りました。 

今年もおまけでお子さんの写真入り 

スノードームを作り、お母さんたちも 

お喋りしながら、楽しい時間を過ごせたようです。 

２階での撮影。初めて写真展をさせて頂いた思い出の場所です。 

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） 

 身近な自然物でリースを作ろう

～冬の花筐公園で遊ぼう!～ 

～魅力いっぱいのふるさとを再発見してみませんか～ 

1 月23 日（日） 

9:30～受付 10:00 スタート!（12:00 終了） 

◇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 

予報通りの雪となった去年 12 月 18 日、大変足元

も悪く寒い中を大勢の方に集まっていただき、公

民館大掃除を行いました。各種団体・自治振興会

の方々、自主講座の皆様の手によって、普段でき

ない細かいところもきれいにしていただきまし

た。本当にありがとうございました! 

      花筐公民館職員一同 



●公民館学級「はながたみ遊学の杜・うすずみ大学」

◎申込先 花筐公民館 ℡42－0361 

     LINE 公式アカウントからも受 

け付けます。 

下記 QR コードから、「花筐公民 

館＆花筐自振興会」をお友だち 

登録してください。 

登録後、トーク画面より、 

①チェアバレトン希望  

②お名前 ③ご住所  

④緊急連絡先（携帯電話番 

号）をメッセージしてくださ 

い。 

●花筐児童館

1 月29 日（土）10:00～13:00 
  ◇場 所 花筐公民館 料理室

  ◇参加費 200 円 

 ◇持ち物 エプロン、手ぬぐい、三角巾 

 ◇締切り 1 月 22 日（土）先着 9名 

 ◇申込・お問合せ先 花筐公民館 42-0361 

１月１９日（水）親子ふれあい教室 

１月２２日（土）男女共同参画防災出前講座 

１月２３日（日）冬のわくわく花筐っ子大冒険 

１月 29日（土）放課後子ども教室「チアダンス」 

2月 5日（土）公民館学級「チェアバレトン」 

2月１１日（金・祝）蓬莱祀 

2月１６日（水）親子ふれあい教室

花筐地区の人口
令和4年1月1日現在 

( )は前月比 

休館日

●食生活改善推進員会

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～ 

・毎週月曜日 

・２月１2日（土） 

建国記念の日振替

ゴミを減らし、分別して、資源を有効に利用しましょう

世帯数 1,22０世帯（±０） 

人口数 3,441人（－３）

男 性 1,693人（－１） 

女 性 1,748人（－２） 

広報部のメンバー
が製作し、年末に部
員が集まって設置し
た「立派な鏡餅」を、
是非ご覧ください！ 
雪で見にくいです
が、発泡スチロール
で出来ており、橙も
お餅と一体化してい
るんですよ。 
ただし、車の運転
中は、くれぐれも前
方にご注意ください
ねっ。 

◆期間 １月２４日（月）～ 
１月３１日（月）まで 

◆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 

◎日にち  ①２月 ５日（土） 

      ②２月１９日（土） 

      ③３月 ５日（土） 

      ④３月１９日（土） 

◎時 間  毎回午前１０時～１１時半 

◎場 所  花筐公民館 和室 

◎講 師  角正 佳己 氏 

（バレトンインストラクター） 

◎定 員  ２０名（先着順） 

◎参加費  無料 

◎持ち物など 飲み物、タオル、 

動きやすい服装 

◎締 切  ２月１日（火） ※詳しくは、全戸配布のチラシをご覧ください。 

●広報部


