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（前月対比）

世帯数

548 世帯

＋7

人口

1,652 人

－12

男

791 人

－11

女

861 人

－1

(H30 年 10 月 1 日現在)

福祉健康部
10 月６日、白山公民館にて
介護予防教室を開催しました。
今庄診療所（神経内科医長）
宮谷信行先生をお招きし、「認
知症」についての講演をしてい
ただきました。台風が近づく中
にも関わらず、多くの方にご参
加いただきました。
認知症とはどのような病気
か、予防するにはどうすればよ
いのか、認知症の方とどのよう
に接したらよいのかなど、時に
冗談も織り交ぜながら分かり
やすくお話をお聞きすること
ができました。

◆１日７時間は眠る
(短いお昼寝も)
◆高血圧や糖尿病にも注意
・塩分、糖分、脂肪分は控えめ
・タバコをやめよう
・飲みすぎに注意
・肥満はダメ
◆週３回は運動するといいね
◆本を読んだり、ゲームをするの
も頭にいいらしい
一番大事なのは人と付き合い
話し合うことです！
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ママと赤ちゃんの楽しい時間
9 月と 10 月は２回シリーズでアロマ
についての講座を行いました。１回目は
アロマセラピーについてのお話し、２回
目は 3～４種類のアロマの
香りをブレンドし、オリ
ジナルアロマスプレーを
作りました。

町内リポート ～秋のお祭り～
■□■□■ 安養寺町 秋祭り ■□■□■
10 月 6 日（土）旧安養寺町分校で、秋祭りの
催し物が行われました。町内外から約 100 名の

■□■□■ 二階堂町 白山神社祭礼 ■□■□■
10 月 6 日（土）、7 日（日）。二階堂地区白
山神社にて、秋の祭礼が行われました。

方が集まり、6 時半から 9 時半まで熱気あふれる

今年の秋祭りは台風と重なり危うい状況でした

出し物で観客も出演者も一体となり、さしもの台

が、何事も起きず無事に進める事が出来ました。

風も大きくそれていきました。

今年も昨年に続き、可愛らしい白山神社氏子達

明けて 7 日の日曜日は曇りがちの天候ではあり

の華麗な巫女舞が披露され、秋祭りも華々しいス

ましたが、恒例のお神輿が安養寺町を練り歩き、

タートが切れました。翌日には天候にも恵まれる

総勢 80 名の掛け声や笑い声で町内が大いににぎ

事になり、沢山の子ども達によるこども神輿も賑

わっていました。

やかに行われました。

コウノトリ放鳥
9 月 17 日（月）坂口地区湯谷町で、国の特別天然記念物コウノトリ 3 羽が放鳥されました。放鳥された
のは、今年誕生した 3 羽の幼鳥で J0203（メス）「こころちゃん」 、J0204（オス）「りゅうくん」、
Ｊ0205（メス）「ひかりちゃん」です。放鳥式典は、越前市エコビレッジ交流センター駐車場で行われ、福
井県知事や越前市長などが挨拶を行いました。式典が行われた後、福井県知事、越前市長、コウノトリの郷公
園園長及び地元の子供たちな
どの参加によりテープカット
が行われ 3 羽は元気よく飛び
立ちました。
放鳥の記録
平成 27 年度 放鳥（2 羽）
げんきくん、ゆめちゃん
平成 28 年度 放鳥（2 羽）
たからくん、さきちゃん
平成 29 年度 放鳥（2 羽）
かけるくん、ほまれくん
平成 30 年度 放鳥（3 羽）
こころちゃん、りゅうくん、
ひかりちゃん

安全運転を心掛けて！

交通安全協会白山分会

10 月 11 日（木）午後 7 時より、いこい館にて運転者講習会が開催されました。事故事例のビデオに
始まり、松浦駐在さんのあおり運転認定等ワンポイントや越前署交通課 川村課長の講話と交通事故三択ク
イズがあり、意外な解答で会場を沸かせておりました。
当日は雨模様にもかかわらず 70 名の参加者が熱心に講義を受けておりました。

グランドゴルフでふれあいの場

白山グランドゴルフ愛好会

10 月 3 日（水）、「太陽の広場 常設設置 グランドゴルフ大会」が
約８０名の方にご参加いただき開催されました。グランドゴルフを通じて
ふれあいの場を作り、楽しさを存分に味わってもらうことを目的にしてい
ます。参加された方は個人戦で入賞をめざし、ゲームを楽しみながら熱戦
を繰り広げました。

グランドゴルフは専用のクラブでボールを打ち、
ホールポストにホールインするまでの打数を数え
ます。誰もが気軽に楽しめるスポーツです。

子育てサークル
ご案内

かたかた Café
１１月１３日（火）
13:30～15:00
場所：白山公民館 和室

１０月２２日（月） はつらつ教室
２８日（日） 地区敬老会
総合文化祭
健康まつり

１１月の予定

１１月１１日（日） 金華山 秋の収穫祭

手あそびうたとお茶会

天城山ウォーク
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

【お問合せ・お申し込み】白山公民館

℡28-1045

公民館休館 毎週月曜日（17:15～22:00）

★準備の都合がありますので、11/(木)までにお申し込みください

スポーツ教室のお知らせ
しらやまスポーツ文化クラブ・白山地区体育協会

運

普

主催

ソフトボール教室

笑って元気

【日 時】10 月 14 日（日）～12 月 16 日（日）
毎週日曜日 9:00～12:00
【場 所】５中グラウンド 他
【対 象】中学生以上～シニアまで
【指導者】ソフトボール公認指導者

１

２

ノルディックウォーク教室
【日 時】11 月 5 日（月）～1 月 17 日（木）
毎月第１・２月曜日 9:30～10:30
毎月第３・４木曜日 19:30～20:30
【場 所】いこい館体育館 他
【対 象】中学生以上～シニアまで
【指導者】森 和恵
参加申し込み・問い合わせ
白山公民館 ℡28-1045

及

市

民

講

座

越前市運動普及推進員会

健康寿命を延ばそう！

9 時 15 分～10 時 35 分
講演 「笑って 笑って ストレス解消」
講師：山本惠子先生（仁愛大学非常勤講師）
◆参加品贈呈
◆男性のみのコーナー
もあります！

10 時 45 分～11 時 50 分
身近なものを使って、
リズム体操・脳トレ・筋トレをやってみよう！

日時：平成 30 年 11 月 17 日（土）
9 時 15 分～11 時 50 分（受付 9 時～）
会場：越前市福祉健康センター 多目的ホール
（アルプラザ武生店４階）
服装・持ち物：運動しやすい服装、ズック、飲み物
問い合わせ ：越前市健康増進課 ℡24－2221

野尻医院 しらやま診療
今後の診療予定日（毎週金曜日）

１０月１９日、２６日
１１月２日、９日、１６日、３０日
診療時間

受付 13:00～15:30 診療 13:30～15:30
白山商工会議所内
越前市菖蒲谷町 19-8-6

動

℡29－2822

しらやまカレンダーの
写真を募集中！

しらやまし振興会
自然環境部

毎年全戸配布している「しらやまカレンダ
ー」のテーマが今年は花です。
野に咲く可憐な花、町内自慢の花壇、群生
する見事な花たち…などなど、白山に咲く
花であればなんでもＯＫ！
カメラ、スマホで撮った最高の一枚を☆彡
【締切り】10 月末まで
【提出先】白山公民館
※写真はデータで、住所、氏名、撮影日、場
所をお知らせください。

