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第 20 回 しらやま振興会 総会

6 月 27 日（土）、いこい館２階の多目的ホールで第 20 回総会が開催
されました。今年は、3 月下旬より新型コロナウイルス感染拡大防止のた
め振興会活動を休止してきましたが、緊急事態宣言の解除を受け、少しず
つですが、ようやく活動を進めていくことになりました。
当日は、委任状を含め 96 名の出席をいただき、令和２年度の事業計画
や予算について熱心にご審議いただきました。
新会長あいさつ
このたび、令和 2 年度しらやま
振興会会長を担うことになりまし
た安養寺町の岡山です。
今年度は新型コロナのために２
ヵ月遅れのスタートとなり、出端
を挫かれた感はありますが、地区
民の皆さまに喜ばれる活動を精一
杯取り組んでいきたいと考えてお
ります。生活様式が変わる中での
活動となりますが、知恵を出し合
い、ご意見を頂きながら「ふれあ
いができる活動」を醸成していか
なければと思っております。
当地区におけるコウノトリのヒ
ナも巣立ちいたしました。明るい
話題が尽きぬ、住みよいまちづく
りを区長会とともに推進していき
たいと考えておりますので、皆さ
まのご支援ご協力を賜りますよう
お願いいたします。

サポートしらやま総会
高齢者の生活支援を行う「サポートしらや
ま」の総会が６月 23 日、白山公民館で開かれ
ました。発足４年目の本年度は、２月に実施し
たアンケートを踏まえ、新たな活動に取り組む
ことを決定しました。
アンケート（回答 209 通、18 項目の複数回
答）の結果、ベスト３は▽屋根雪下ろし１３３
人▽庭や垣根の剪定 93 人▽家の周囲の草刈り
90 人―で、力仕事や技能の必要な作業が多数
を占めました。
また地区外の病院付き添い、同じく買い物代行など移動・送迎サービスも 10 位内に入りました。一方、洗
濯やごみ出し、家の掃除などは要望が少なく、身の回りのことはなるべく自分でやろうという意欲の表れだと
思われます。
当会では、活動の充実に向け運営規定を見直し。サービス内容に
「自動車による通院・買い物などの付き添い」を追加し、利用料金
の設定、自動車保険の加入なども明記しました。
まず体制づくりから始め、必要に応じて改善する考えですが、地
区全体の課題であり、しらやま振興会と協力しながら取り組みたい
と思います。

サポートしらやま 会長

山下裕己

（アンケート調査の結果は、広報誌と一緒に配布しましたので参照してください）

コウノトリ 巣立ちの時
安養寺町の巣塔で誕生した 4 羽の愛称が「しら
くん」「やまちゃん」「さーくん」「あーちゃ
ん」に決定しました。
そして、順調に成長をみせる４羽に巣立ちの時
がやってきました。6 月 21 日、午前７時 25
分、「やまちゃん」が巣塔で羽をバタバタと動か
した瞬間、フワリと空中に舞い、巣塔下の田んぼ
に降り立ちました。続いて同日の午後には「さー
くん」が、６月 27 日には「あーちゃん」が巣立
ちました。

そして誕生から 80 日目の 7 月 6 日に「しらくん」が巣
立ち、今春誕生した 4 羽のひな全てが無事に巣立ちまし
た。コウノトリの呼び名は、巣立ち後は「幼鳥」とい
い、これから 4 羽の幼鳥はエサをとる練習をし、徐々に
行動範囲を広げていきます。（写真提供：越前市）

花いっぱい運動

しらやま振興会

自然環境部

－花のプランターを各町内へ－
６月２８日、公民館の玄
関先でプランター花苗植え
を行いました。
植え終わったプランター
は町内へお配りし、集会場
や道路沿いに配置していた
だきます。
赤やピンク、白のベゴニ
アとインパチェンスが夏の
太陽を浴びて元気に育ちま
すように！

白山さんち 青空マルシェ

水の里しらやま

８月１日（土） 10:００～１４:００
白山さんち で

青空マルシェ を 開催します
白山さんちのおいしいランチ

「健康長寿ぼっかけめし」

↳1,000 円
※事前の予約をお願いします
℡090-3297-2182（担当：森）

7 月に初めて開催し、好評だった青空マルシェ。
8 月に第 2 弾を開催します。『軽トラ市』では白山産の新鮮なとれ
たて野菜の販売、『お惣菜コーナー』では揚げたてコロッケ
や唐揚げ、『スイーツコーナー』では
手づくりデザートを販売します。
買って・食べて・にぎわって！

青空マルシェでお会いしましょう！
エコ・グリーンツーリズム

水の里しらやま

振興会より事業中止のお知らせ
しらやま夏まつり ・ さぎ草展 中止について

2020 しらやまっこ合宿通学 中止について

例年 8 月に開催されている「しらやま夏まつり」
「さぎ草展」について、新型コロナウイルス感染
症の影響により、来場されます皆さまや関係者の
安全を第一に考え、今年の開催を中止することと
いたしました。

小学校３・４年生を対象に、例年 9 月に実施され
ている「しらやまっこ合宿通学」いついて、新型
コロナウイルス感染拡大防止のため、今年の開催
は中止となりました。

さぎ草展についてのお問い合わせ
さぎ草王国（上野）：090-4328-2685

今後も新型コロナウイルス感染状況をしっかりと把握
し、様々な事業の実施等について検討してまいります。

月

月

白山地区の皆さま こんにちは。７月になり、日々気温が
高くなってきますが、体にはお気をつけください。
何か御用の際は白山駐在所へお気軽にお寄りください。

７月２２日（水） 公民館運営協議会

越前市内での死亡事故多発中！

７月２３日（木） 振興会特別事業実行委員会

特徴としては、高齢者歩行者の被害、交差点、夜間（薄
暮時）に集中しています。
★夜間は反射材を装着
★横断歩道を通る際は左右確認を徹底
★夜間で歩く際は明るい服装

８月 １日（土） 白山さんち 青空マルシェ
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

公民館休館

-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-

クマに注意！
春～夏にかけて、山菜取りや登山など、山でのクマに
よる人身事故が発生します。山に入るときは次のこと
にご注意ください。
クマに出遭わないために
！ 鈴、ラジオ、大声などで大きな音を出す
○
！ 悪天候の日は山に入らない
○
！ クマの足跡を見たらすぐに立ち去る
○
クマに出遭ってしまったら
！ 静かにゆっくりと後ずさりして逃げる
○
！ 子グマには近づかず、そっと立ち去る
○
※クマを目撃等した場合は市役所か最寄りの警察署へ
お知らせください

警察へ相談を ＃9110
福井県自治会活動功労表彰（団体）
安養寺町が、積極的に取り組む町内活動を
評価され、杉本知事より表彰されました。

７月 １７日、３１日
８月 ７日、２１日、２８日
★８月１４日は休診です★

老 人 クラブ
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り

清

掃

活

動

６月 29 日（月）午前 7:30 より総勢
31 名の会員の皆さんが公民館周辺の草
刈り清掃作業に取り組んでくださいまし
た。五中・公民館への上り坂道路脇や公
民館敷地がきれいになりました。
～ありがとうございました～

「ふるさとの原風景を心に
小野・小蓮華物語」

白山観光くり園
閉園のお知らせ

小野・小蓮華物語製作実行委員
会より写真集１冊と映像 DVD
４枚を寄贈いただきました。
ありがとうございました。

白山地区の皆さまには、昭和、
平成、令和と 9 月上旬から 10
月上旬の間、35 年以上にわた
りご愛顧いただきました白山観
光くり園を閉園いたしましたの
でお知らせいたします。
なお、山にはまだ沢山の栗の木
がありますが、地主さんの所有
物です。許可なく山に入らない
ようお願いいたします。
【白山栗生産組合】

野尻医院 しらやま診療所
７・８月の診療予定（毎週金曜日）

毎週月曜日（17:15～22:00）
7 月 23 日（木）海の日
7 月 24 日（金）スポーツの日
8 月 14 日（金）18:00～22:00
8 月 15 日（土）
8 月 16 日（日）18:00～22:00

毎週金曜日 午後１:３０～午後３:３０まで診療中

発熱、咳 等の風邪症状がある場合
の受診は来院前に必ずお電話にてお
問合せくださいますよう ご協力を
お願いします。

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

