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白山さんちでほっこり

（前月対比）

世帯数

544 世帯

＋2

人口

1,644 人

－3

男

785 人

－1

女

859 人

－2

(H30 年 12 月 1 日現在)

水の里しらやま
毎月第２・４日曜日にオープンの「白山さんち」
では、おいしいランチやコーヒー、デザートを食
べることができ、しらやまブランド品や地元農産
物販売も行っています。「越前市福井ふるさと茶
屋整備支援事業」の取り組みで、２０１９年４月
のオープンに向け、古民家の改装作業が進められ
ており地元の産物直売所、
農家民宿、伝承料理教室な
ど「いこいの場・情報発信
基地」を目指しています。
OPEN：9:00～13:00

10

広報部突撃取材
１１月２５日（日）、晩秋の朝に白山
さんちへ出かけてきました。当日は寒い
ながらも天候には恵まれ、朝１０時のオ
ープン後、お客さんがやって来てカフェ
タイムを楽しんでいました。ランチタイ
ムにはスタッフが腕を振るった料理や
かまどで炊いたご飯、イノシシ肉スペア
リブのバーベキューを堪能していまし
た。農産物の直売コーナーには初めて見
るような品も並び、お客さんを楽しませ
ていました。
次のページにもお知らせあります！

しらやまの特産品 販売中！
毎月第２・４日曜日
１０:００～１３:００

OPEN

完全無農薬酒米で造ったお酒“かたかた”
かたかたの 酒粕
白山のおいしい お米
とれたて新鮮 野菜
白山米の おもち
色々あります！

ランチは１１:００から
住所 越前市上杉本町 11-7

１２月２３日（日）の
手打ちおろしそば・天ぷら
ランチセット

１月１３日（日）の
700 円

ぼっかけ丼

1,000 円

蕎麦がきスイーツ

200 円

珈琲

200 円

スイーツセット

400 円

700 円

ぼっかけ丼セット

1,000 円

＊ぼっかけ丼は白山に昔から伝わる豆腐が
のっかった丼です

珈琲

200 円

スイーツセット

400 円

お弁当をお届けします

しらやま振興会

福祉健康部

民生委員、食生活改善推進員、日赤奉仕団員、町内福祉
推進員の皆さんにご協力いただき、配食サービスを実施し
ます。75 歳以上の虚弱な独り暮らし、75 歳以上の虚弱な
高齢者世帯、見守りが必要な世帯の方を対象に手作りのお
弁当をお届けします。
【実施日

11/14 12/15 1/19

2/11】

町内リポート ～秋から冬へ～
■□■□■ 白山神社の紅葉 ■□■□■

■□■□■ 白山神社の紅葉 ■□■□■

秋晴れの一日、白山神社を訪れると赤、

11 月 25 日 安養寺町専応寺にて、毎年恒例の雪囲いが行われ

黄、橙色に色づいた木々の葉が目に飛び

ました。参加者 30 名の力の結集により、スムーズに雪囲いが

込んできました。日の光が差し込むと鮮

出来ました。この作業はただ雪囲いをするだけでは無く、年配

やかさが増し、美しい秋の風景を楽しむ

者から若手へ縄の結び方や板やトタンで窓を覆う方法など、雪

ことができました。

国に生まれた者の知恵の伝達教育の場でもあります。作業が終
わった後は皆さんで机を囲み食事をとりながら、近況報告や世
間話に花を咲かせておりました。

雪の準備は大丈夫？

しらやま振興会

安全防災部

昨シーズンは大雪に見舞われ、国道８号線で立ち往生が発生し物流が滞るなど生活に大きな
支障をきたし ました。１２月に入り寒さも本格化してきました。冬支度の準備を整えると
ともに、皆様のご理解とご協力をお願いします。
道路の除雪について

屋根の雪下ろしの５つの用心

雪が降る前に道路にはみ出した庭木等の剪
定を
道路上に段差解消の鉄板などを置かないで
期間箇所には目印を
路上駐車は絶対にしないで
玄関前や車庫前の間口除雪にご協力を
側溝の蓋は必ず閉めて

① ヘルメットと命綱を使用し、
動きやすい服装で行いましょう
② はしごをしっかり固定しましょう
③ 雪止めより先での作業はやめましょう
④ 休憩をとり、水分を補給しましょう
⑤ 作業は複数で行いましょう

地域特派員ＣＡＴＶ研修
12 月 2 日

しらやま振興会 広報部

丹南ケーブルテレビ主催の研修旅行に参加してきました。

今年で 4 回目となる研修旅行は、新潟旧山古志村の震災後と復興の記録を
学んできました。
2004 年 10 月 23 日午後 5 時 56 分に発生した直下型地震で、家屋
の倒壊や土砂崩れなどで 68 人が犠牲になりました。震度 6 強を観測した
山あいの旧山古志村では、土砂崩れで集落が孤立。全村民約 2200 人が
長岡市に避難し、約 3 年間の避難生活を送りました。その後奇跡の復興を

↑ 軒先まで土砂に埋まったままの家

遂げ、住民の 7 割が山古志村に戻ってきました。
山古志村は山間部で白山地区と酷似しており、震災前から過疎化に悩ん
でいました。今回の地震を機に、住民同士の絆を深め、いきいきとした生
活を目標に復旧復興に務めてきました。この姿は、大変参考となりました。
（地域特派員 小林忠之）

和紙だるまづくり講座のご案内
越前和紙を使っただるまづくり講座を開催します。
紅白の和紙でお正月にピッタリ！
コロンとして愛らしいだるまちゃんです。
<日

時>

１２月２７日（木）10:00～11:30

<場

所>

白山公民館

<参加費>

300 円（材料代）

<申込み>

12 月 21 日締切

白山公民館 28-1045

キリリとした男
前、トボけた表
情、すまし顔の可
愛い子・・・作り手
の好みのお顔で
作ってね！

この講座は介護予防教室の 2 回目です。
指先を使っての物づくりは脳に良い刺激
を与えてくれます。

は た ち の 旅 立 ち
白山地区の「新成人のつどい」です。
二十歳を迎えた新成人の門出をお祝いします。
日時：平成 31 年 1 月 13 日(日) 午後 6 時～
会場：白山公民館 講堂

１２月２０日（木） はつらつ教室

<主催 しらやま振興会 しらやまっこ育成部>

１２月２２日（金） 公民館・いこい館大掃除
１２月２７日（木） はつらつ教室

越前市成人式
日時 平成 31 年 1 月 13 日（日）
受付 12:30～ 式典 13:30～14:45

【平成 31 年】

１月１１日（金） しらやま冬ものがたり
実行委員会

※式典終了後に盛装での記念撮影を文化センター内
で行いますので、白山の新成人はお集まりください。

１月１３日（日） はたちの旅立ち
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

公民館休館

毎週月曜日（17:15～22:00）

スポーツ教室のお知らせ

12 月 23 日(日) 天皇誕生日
12 月 24 日(月) 振替休日

しらやまスポーツ文化クラブ

12 月 29 日(土)～1 月 3 日(木)

スキー教室

1 月 14 日(月) 成人の日

【日 時】12 月 22 日（土）～毎週土曜日（10 回程度）
18:00～20:00
【場 所】今庄 365 スキー場
【対 象】小学５年生以上 ～シニアまで
【指導者】山口 和男 氏

フットサル教室
【日 時】12 月 23 日（日）～毎週日曜日（10 回程度）
9:00～11:00
【場 所】白山小学校体育館
【対 象】小・中学生
【指導者】酒井 辰典 氏

公 民 館
いこい館
12 月 22 日（土）9:30～10:30
団体、グループ等でご利用のみなさまにご協力
をお願いします。
※新品のタオルを 1 本お持ちください
ますようお願いいたします。

参加申し込み・問い合わせ
白山公民館 ℡28-1045

野尻医院 しらやま診療所
毎週金曜日：午後１時３０分から午後３時３０分まで診療中
日

月

火

水

木

金

土

１2 月 ９
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１１

１２

１３

１４

１５
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２０

２１
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１２月１４日、２１日、２８日

２３

２４

２５

２６

２７

２８

２９

２０１９年
１月４日、１１日、１８日、２５日

３０

３１

２

３

４

５

６

７

９

１０

１１

１２

今後の診療予定日（毎週金曜日）
年末年始も通常通り診療します。

越前市菖蒲谷町１９－８－６ 白山商工会議所内

１月

８

１

直通 TEL（0778）29-2822

