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～花と緑と歴史の町 花筐～ 令和４年２月１５日 第１７８号 

※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。

～今すぐやる！誰もやってくれません～ 
【共催】花筐公民館学級、 

花筐自治振興会事務局・地域部 

NPO法人男女平等推進協会えちぜん
１月 22日（土）開催

積雪で足元の悪い中、講師に防災士の井上郁子氏をお招きし、日赤奉仕団今立

分団粟田部支部の皆さまほか多数のご参加で開催しました。 

 講座開始前に、振興会佐々木会長から、阪神淡路大震災を経験した親戚の方の

お話をお聞きしたことで、講師のお話がより具体的に、現実のものとして受け止

められたのではないでしょうか。 

 非常持出袋作りは「いつかやろう」ではなく、「帰ったら今すぐやる」ことが

大事で、自分で確認して動かないと誰もやってはくれませんよと、何度も話され

る講師のお話はとてもわかりやすく、自分事として聞くことが出来ました。 

日頃から、家族で話し合っておく事、地域の集まりに参加する事、家の中で何

も置かない部屋を作る事、1週間は暮らせる備蓄を作る事、格言を貼りだしてお

く事の5つが重要なことだとよくわかり、身近な話題や経験談を交え、笑いも出

るほど楽しく充実した講座となりました。 

参加者の声 
・来てよかった。 

帰ったら早速やって 

みたい。 

・改めて見直しできた 

・とても勉強になった 

…などなど 



新型コロナ感染が続く中、第4回目の配食サービスを実施いたし

ました。検温・消毒・マスク・手袋による仕分け等の作業。作業中

の安全も考え、手提げ袋に入れてお届けしています。 

さて大寒のこの日は、雪が降り続き、公民館へのスタッフの集合

も坂道が心配され、急遽、魚栄楼様のお部屋をお借りすることとな

りました。大変に助かりました。そして、配達時間の昼頃には、街

中の道路の除雪も進み、各お宅まで、無事お届けすることが出来ま

した。 

大変に寒い日で、お弁当は冷えてしまいましたが、心配した作業

も配達も、おかげさまで順調に進み、ホカホカした気分で終了する

ことができました。（今回の配食希望者120名） 

●健康福祉部

●左義長祭実行委員会

●広報部 

●花筐公民館建設委員会・区長会 

新年１月１６日（日）に４８名の参加者により、

粟田部左義長祭を無事に開催することができまし

た。昨年に引き続きコロナ禍での開催となりまし

たが、事前準備や当日においても出来る限りの感

染対策を実施。当日は、天候にも恵まれ多くの人

にお越し頂くことができました。このような地域

に根付いた伝統行事を、子や孫の世代にも残して

いけるよう、今後ともご助力の程お願い致します。 

 最後になりましたが、 

左義長祭の実施に当たり 

お世話になりました敬成 

会の皆様や地域の皆様、 

そして、参加してくださ 

いました皆様に、心から 

感謝申し上げます。 

雪の帽子のおおとのん。 

とってもかわいいね! 

 ★令和３年12月21日 第 6回区長会 

【公民館移転後の協議】 

施設は、公民館の役目を終えて、公園利用

イベント等で利用します。児童館は、市が駐

車場にします。施設利用料と維持経費の負担

軽減策が提示されました。なお、利用方針に

ついては、地域のご意見を聴きながら協議継

続中です。 

★令和4年1月25日 第10回建設委員会 

【小学校・こども園 保護者との懇話会】 

公民館建設協議の経緯と、最終案の概要を

説明しました。公民館外構につ

いて、グラウンド利用側からの

提案を市と鋭意協議中です。 

今月のポイントはいっぱいあるよ! 

桜も勾玉もトラ柄だし、ツノが何でで

きているかは横の写真を見てね。金棒

も上手くできてるでしょ! 

【令和４年 粟田部左義長祭実行委員会 
           実行委員長 横住 有亮】 

ナント自作!（５年前） 

すごいアイディアですね! 

材料。トラ柄の生地ではなく…

【健康福祉部長 正彌 文秀】 



●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

～花と緑と歴史の町 花筐～

●はながたみ遊学の杜

「花筐公民館＆花筐自治振興会」では、LINE

公式アカウントを運用し、公民館学級・講座や、

振興会の会議・行事などのお知らせを発信して

います。現在、お友だち100人を突破しまし

た！今後は、災害時の情報の発信・収集などに

も利用していく予定です。ぜひ、友だち登録し

てくださいね！LINE の「友だちを追加」画面

から、ＱＲコードを読み込み「追加」ボタンを

押してください。 

●LINE公式アカウント

File:6
＜今立大橋＞ 

ホールデン氏
ホームページ 
でも発信中↓ 

モデル 美咲 
撮 影 ホールデン 

（福井市） 
協 力 宇野 雅之  

（西山区）

～魅力いっぱいのふるさとを再発見してみませんか～ 

新年1回目のこの日、見学もかねて新しいメ

ンバーが５人加わり、賑やかで活気にあふれて

いました。始めるかどうか迷っていた子も、帰

るころにはがんばってみると決めたようです 

鞍谷川にかかる今立大橋。独特の趣に魅かれます。 

明治五年十月に善玖寺を仮の校舎にし、窮理

小学校が誕生しました。 

 その時の一番最初の先生は林詮先生、菅原了

讃先生、小玉五右衛門先生の三名でした。 

日にち：2/19（土）、3/5 日（土）、3/19 日（土） 
時 間：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） 
参加費：無料       定 員：先着 20 名 
持ち物など：飲み物、タオル、動きやすい服装 
申込先：花筐公民館 ℡42－0361 

２月５日（土）、第１回を開催しました。椅子に
座ったまま行う運動ですが、動かす場所をイメージ
し意識して動かすことが大事だそうです。運動量は
しっかりとあり少し汗ばむほどです。先生のご指導
も分かりやすく好評でした！次回は、2/19 です！ 



●花筐児童館

●食生活改善推進員会

1 月 29 日（土）に予定されて 
いましたが、延期となりました。 
また日程が決まり次第お知らせいたします。 

●花筐小学校

◆期間 ２月２１日（月）～ 
２月２８日（月）まで 

◇日時 令和４年３月２７日（日） 

       午前１０時３０分～ 記念式典 

       午後 １時００分～ 記念講演 

             講 師 ： 五十嵐 裕子 氏 

◇会場 生涯学習センター今立分館（岡本公民館） 

●くらしの環境部

◆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 

2月１７日（木）乳酸菌飲料配布（健康福祉部）

2月１７日（木）はながたみまつり実行委員会 

2月 19日（土）公民館学級「チェアバレトン」 

2月２６日（土）放課後子ども教室「チアダンス」

2月２６日（土）振興会企画委員会 

3月 3日（木）公民館運営協議会 

3月 5日（土）公民館学級「チェアバレトン」 

3月１２日（土）放課後子ども教室「チアダンス」

日 時 ３月２７日    午前８時００分～ 
場 所 花筐公園 

作業内容 草むしり・枝ひろいなど 

花筐地区の人口
令和4年2月1日現在 

( )は前月比 

（小雨決行） 

●今立地区婦人連絡協議会

お問合せ 花筐公民館 42-0361

休館日

・毎週月曜日 

・２月24日（木） 

天皇誕生日の振替

日

世帯数 1,215世帯（－５） 

人口数 3,435人（－6）

男 性 1,691人（－2） 

女 性 1,744人（－4） 

●花筐公民館

ゴミを減らし、分別して、資源を有効に利用しましょう

令和３年度第2回花筐公民館運営協議会を開

催します。 

※傍聴希望者は、期限までに 

お申し込みください。

日時：３月 ３日（木）午後７時 ３０分より 

場所：花筐公民館 和室 

議題：令和３年度公民館事業報告及び予算執 

行状況について、自主講座について、他 

傍聴者定員：５名（先着順） 

傍聴の申込期限：2 月２７日（日）午後１時まで 

傍聴の申込先：花筐公民館  ４2-０３６1 ３月２７日（日）８:００開館 ２１:００閉館 

※マスク着用でご参加ください 

はながたみ 1 月号 2 ページのホットニュー

スでもお伝えしましたが、「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。 

今回は、個人で受賞された皆さんを改めて

ご紹介させていただきます。 

皆さん、おめでとうございます！ 

◇優秀賞 横山 雪さん（5年） 

◇優良賞 東井 良太さん（6年） 

◇入 選 大西 風生さん（5年）

※1月号に受賞者全員のお名前を掲載せず、ご迷惑

をお掛けしましたこと、お詫び申し上げます。 

申し訳ございませんでした。 


