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世帯数

547 世帯

＋4

人口

1,621 人

±0

771 人

－1

850 人

＋1

男
女

(R1 年 6 月 1 日現在)

白山地区体育祭 開催

5 月 26 日（日）恒例の地区体育祭が盛大に
開催されました。5 月にも関わらず最高気温
が 30 度を超える中、子どもからおじいちゃ
ん・おばあちゃんまで地区民が一堂に会し、
走って、跳んで、手を取って、スポーツを通
して親睦を図りました。

30

。

今年も中学生が、審判・出発合図・競技
準備・記録の係りに分かれ、体育祭がス
ムーズに進行できるようスポーツ協会役
員と一緒にスタッフとして頑張ってくれ
ました。
早朝からお疲れ様でした。

ふるさと茶屋「白山さんち」グランドオープン！
６月１日（土）、ついにふるさと茶屋「白山
さんち」（上杉本町）が本格的にオープンしま
した。初日には多くの方に足を運んでいただき、
オープン記念では“なしの木ファミリー”の生
演奏が会場を盛り上げていました。
ランチメニューやカフェ等の飲食ブースをは
じめ、物販のスペースも用意されています。
空家の活用に期待を込め、今後の白山の発展
に繋げていけたらと心より思います。

白山さんち営業のご案内
ランチ
金曜日
土曜日

×

カフェ

物販

13:00～15:00LO 13:00～16:00

11:00～14:00 10:00～15:00LO 10:00～16:00

日曜日

※ランチは数量限定です

小学校 田植え体験学習

しらやま振興会 自然環境部

5 月 21 日の午後から、小学校 5・6 年
生 25 名と教職員、父兄参加のもと「田
植え体験学習」が行われました。
講師の稲葉さんより全員が指導を受け
ながら、昔ながらの枠ころがしに手植え
と慣れない作業で、最初は戸惑っていま
したが、泥にまみれながら段々と手際よ
く田植えを楽しんでいる様子でした。

子どもたちには貴重な思い出となった
ことでしょう。

残念！ コウノトリ 来年こそは！！
5 月 14 日、安養寺町に営巣しているコウノトリのペアの卵がふ化し、少
なくとも２羽が誕生しました。ペアは、2016 年に同市坂口地区で放鳥した
雄「たからくん」と、同年に兵庫県豊岡市で生まれた
雌「みやびちゃん」です。
福井県内で野外ペアのひな誕生が確認されたのは、
国内野生種の絶滅前に最後のふ化が確認された
1964 年の小浜市以来 55 年ぶりとなります。
しかし福井県と越前市は 20 日、同市安養寺町で営巣
する国の特別天然記念物コウノトリの野外ペアから
誕生したひな二羽が死んだと発表しました。親鳥の雌
「みやび」が巣から落としたとみられ、巣内に生きた
ひなはいないと推定され、残念ながら巣立ちには至り
ませんでした。

ほたるカフェ、本年も元気よくオープン！

旧白山小学校
第一分校にて
６月期間限定
土曜日 Open
13:00～20:00

問合せ：みどりと自然の村 太陽広場 ℡28-1119

防災 ワンポイント

６月１日（土）、新元号令和に変わった本年
度も安養寺町旧白山小学校分校にてほたるカフ
ェがオープンしました。
初日の体験コーナーは、フットエステ、ヒー
リングタロット＆ＤＮＡ、カイロプラティック
等が行われていました。
夕食の給食では、牛肉コロッケバーガー（塩
茹キャベツ添え）、ジュリアンヌスープ、デザ
ートにイチゴジュレが出ており、会食者が舌鼓
を打っておりました。
また今年も数量 50 食限定、揚げパンの物販
や清水コーヒー等も販売していました。
夜にはアコースティックライブが行われ、会
場内を盛り上げて下さいました。本日のアーテ
ィストは、ワタナベマサユキ・トクベイ・やま
しんの三組でした。特別展では畦みっちゃんと
ゆかいな仲間達による、しらやま・インド写真
展も行われました。

「何時かは来る その日のために」

食料・飲料などの備蓄、十分ですか？
食料・飲料・生活必需品などの備蓄の例(人数分用意しましょう）
飲料水 3 日分（1 人 1 日 3 リットルが目安）
非常食 3 日分の食料として、ご飯（アルファ米など）、ビスケット、板チョコ、
乾パン etc…
うわあ！ 大変だぁ(―_―)!!
な～んて考えると、何だかめんどくさくて嫌になってしまいますね。
防災は面倒に感じた時が、赤信号です。まずは身近なところから始めましょう。
・それでは 防災ワンポイント
人は一日平均 6 時間、眠ると言われています。一日の 4 分の 1 はお布団の中に
いる事になります。予報できる災害を除き、地震などは何時発生するかはわかりま
せん。
もし寝ている時に発生したら、慌てて家の中を歩き逃げ出そうとします。もしガ
ラスが割れている中を裸足で歩いてケガをしたら、他の家族を助けたり避難も覚束
なくなります。
手当てが遅れたら、社会復帰にも時間がかかります。それを防ぐには、お布団の横
やベッドの下に靴を用意しておきましょう。靴底は厚い方がいいのですが、使い古
しでも構いません。すぐに取り出せるところに置きましょう。まずは自分を助けま
しょう。

アナグマが来たー
新しい町民・・・時折、目撃される小動物。その名はアナグマ。
食肉目イタチ科アナグマ属に分類される食肉類です。 指は前肢、後
肢ともに 5 本あり、親指はほかの 4 本の指から離れていて、爪は鋭く
体型はずんぐりしています。食性はタヌキとほとんど同じです。
見た目は大変可愛らしいのですが、農作物に大きな被害を与える、困
った小動物ではあります。

～しらやま夏まつりに向けて～

盆踊り練習会のお知らせ
「夏」といえば「盆踊り」！
今年のしらやま夏まつりでも盆踊り大会を開催します。
そこで、盆踊りの練習会を開催します。音頭取りの唄で
踊ってみませんか？
練習日時

６月
７月

29 日(土) 19:00～21:00
13 日(土) 19:00～21:00
20 日(土) 19:00～21:00
８月
2 日(金) 13:00～15:00
「やんしき」「でんすけ」を練習します

６月２１日（金）
６月２５日（日）
６月２９日（土）
６月３０日（日）
７月 ２日（火）
７月 ２日（火）
７月１３日（土）

公民館運営協議会
第１回夏まつり実行委員会
盆踊り練習会
自然環境部 花苗植え作業
区長会
福祉ネットワーク会議
自然環境部
球根植え・環境パトロール
７月１３日（土） 盆踊り練習会
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

公民館休館

毎週月曜日（17:15～22:00）
７月 15 日（海の日）

～「越前市成人式」や「地区のつどい」を仲間といっしょに創り上げてみませんか？～
令和 2 年 1 月 12 日（日）に「越前市成人式」が行われます。成人式
の企画･運営に参加してくれる新成人を募集しています。20 歳の門出、
成人式を自分たちの若いエネルギーとアイディアで創り上げてみませ
んか。
募集対象者
応募締切
応募方法

越前市内に住む 20 歳の新成人
（H11.4.2～H12.4.１生まれの人）
８月３０日（金） ※その後も随時受け付けます。
①氏名（ふりがな） ②性別
③住所
④電話番号小学校区を明記のうえ、電子メール
または電話、FAX で応募してください。
※応募情報は目的以外には使用しません。

【申込・問合せ先】越前市教育委員会 生涯学習課（担当:川上）

TEL：22－3977
FAX：22－9174
E-mail：gakusyuu@city.echizen.lg.jp

１．必要なもの
※代理申請も可能
運転免許証（有効期限内のもの）
２．受付窓口
○各運転免許センター
平日 午前 10 時～11 時、午後 2 時～3 時
○各警察署交通課
平日 午前 8 時 30 分～午後 3 時
３．運転経歴証明書の申請（希望される方）
○必要なもの
交付手数料（1,100 円：福井県収入証紙）
写 真
（縦 3 ㎝×横 2.4 ㎝ 6 か月以内に撮影されたもの）

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
６・７月の診療予定（毎週金曜日）
６月 ２１日、２８日
７月 ５日、１２日、１９日、２６日

●●●しらやま診療所より大切なお知らせ●●●

診療時間中は越前市商工会白山支所

敷地内は禁煙となります。
ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

越前市菖蒲谷町１９－８－６ 越前市商工会白山支所内

直通 TEL（0778）29-2822

