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長寿のお祝い

～敬老会開催～

（前月対比）

世帯数

549 世帯

＋1

人口

1,613 人

－5

男

767 人

＋2

女

846 人

－7

(Ｒ元年 11 月 1 日現在)

しらやま振興会・区長会
10 月 27 日（日）白山地区
敬老会が開催されました。
75 歳以上の方をお招きし、
式典では 85 歳の長寿を迎え
られた方、揃って 75 歳を迎
えられた御夫婦に寿詞や記
念品を贈呈させていただき
ました。

令和元年年度白山地区敬老会対象者：377 人
長寿のお祝い：22 名 金婚のお祝い：9 組
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～老人クラブ～
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草 刈 清 掃 活 動
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10 月 19 日、地区文化祭に向け
て公民館周辺の草刈を行ってく
ださいました。
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－ありがとうございました－

総合文化祭

しらやま振興会

ふるさとふれあい部

１０月２7 日（日）令和元年度の総合文化祭が五中で開催されました。正面玄関での飾り付け、体育館での芸能
発表、２階ホール等での作品展示、１階の飲食コーナーなど、おなじみの内容に加え、水辺の会による特別展、
ステージでは「北浜みさきと鯖江越前太鼓」の皆さんに会場を大いに盛り上げていただきました。

健康まつり

しらやま振興会

今年も文化祭と同会場で健康まつりが開催されま
した。式典会場では３歳児虫歯のない子表彰が行わ
れ、健康チェックコーナー、手洗いチェック、健康
食試食など、自分の体の状態を知り、健康について
の意識を高めるきっかけになったのではないでし
ょうか。

3 歳児虫歯のない子表彰

福祉健康部

金華山

秋の収穫祭

11 月 10 日（日）金華山グリーンラン
ドにて、秋晴れのもと、
「秋の収穫祭」
が開催されました。会場では焼き芋・
そば・豚汁・おにぎり振舞いが行われ、
各町内から持ち寄られた地元の秋野菜
が格安で販売され、あっという間に完
売しました。

生活支援視察研修

安全ボランティア活動

11 月 6 日（水）地域の福祉関係者が滋賀県米原

10 月 20 日（日）しらやま総合企画の 12 名の皆

市へ視察研修に出かけました。大野木長寿村まち

さんが地区内のカーブミラーを清掃してください

づくり会が運営する「大野木たまり場 よりどこ

ました。ピカピカのカーブミラーで安全運転を心

ろ」を訪れ、様々

がけましょう！

な取り組みや活動、
自立・継続するし
くみについてお話
をお聞きしました。

健康福祉部からのお知らせ
ここ近年、台風や大雨などの災害が多くなり、い
つ何が起こるかわからない時代になってきまし
た。その中で高齢者等への対応が遅れ多くの被害

11 月 7 日（水） 今年も赤ちゃんとの触れ合いを

者が出ています。私たちがいつまでも住み慣れた

通して「いのち」について学ぶ学習会が開催されま

この白山地区で住み続けていくために、災害時の

した。7 組の赤ちゃん（3～13 ヶ月）とお母さん

みならず、不意の体調不良などによる健康状態や

にご参加ご協力いただき、抱っこやおむつ替えなど

安否確認を含め、緊急連絡表が必要と考えました。

を教えていただきながら赤ちゃんとの時間を過ご

ご家庭に配布された緊

しました。赤ちゃんと見つめ合う生徒たちの優しい

急連絡表のご記入にご

表情に、とても暖かい気持ちになれました。

協力いただき冷蔵庫な
ど目立つところに貼り
付けご活用いただけれ
ばと思います。
また、独居高齢者等宅
を中心に各町内の福祉
推進員が家庭訪問させ
ていただきます。

白 山 公 民 館 か ら お 知 ら せ
～公民館の使用料金が変わります～
令和元年 10 月 1 日からの消費税引き上げに伴い、
令和 2 年 4 月 1 日から公民館の使用料が改訂されます。
別紙の「白山公民館からのお知らせ 使用料金表」の
通りとなります。
【お問合せ】白山公民館

１１月２１日（木） 講演会
「シニアのための人生整理術」
２８日（木） はつらつ教室

２８－１０４５

３０日（土） 親子ピザづくり
１２月１４日（土） 独居高齢者配食サービス

子どもお茶クラブ ～お茶会 お点前披露～
10 月 25 日、お茶クラブ
のお茶会が開催されま
した。保護者、公民館長
をお招きし、練習の成果
を披露しました。お客様
を前に緊張しながらも、
心をこめてお茶をたて
ていました。

１６日（月） はつらつ教室
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

公民館休館 毎週月曜日（17:15～22:00）
11 月 24 日（日）

12 月からの道路交通法一部改正について
11 月 4 日、公民館 山干飯学級で野坂岳（敦
賀市）に登りました。お天気が心配されまし
たが、頂上に着く頃には太陽が顔を出し、山
頂からは 360 度の美しいパノラマを見るこ
とができました。

自動車を運転するときに携帯
電話などを手に持って通話
もしくはその画面を見ながら
運転した場合の罰則が
厳罰化されます。

ダメ

◆交通取り締まりの場合
罰則：6 か月以下の懲役又は 10 万円以下の罰金
反則金：1 万 8 千円
違反点数：3 点
◆交通事故の原因となった場合
罰則：1 年以下の懲役又は 30 万円以下の罰金
反則金：交通反則通告制度が適用されません
違反点数：6 点（免許停止処分）

警察へ相談を ＃9110

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
11・12 月の診療予定（毎週金曜日）
１１月 １５日、２２日、２９日
１２月 ６日、１３日、２０日、２７日

●●●しらやま診療所よりお知らせ●●●

インフルエンザ予防接種の受付を開始しました。ご予約は不要
です。６５歳以上の方は、市からのハガキ持参で￥2,000 で摂取
することができます。一般の方は￥4,000 で受付しています。

越前市菖蒲谷町１９－８－６ 越前市商工会白山支所内
TEL （0778）29-2822 診療時間外は平出の診療所へ転送されます

