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事業中止・変更のお知ら

今年度、会長職を拝命いたしました下野です。経験

・夏祭りの中止について

も器量もない私ですが、皆様のご理解とご協力を得な

例年 8 月に開催しています

がら職を全うしたいと考えております。よろしくお願

「しらやま夏まつり」を皆

いいたします。

さまの安全を第 1 に考え、
残念ながら今年も中止する

さて、昨年来のコロナ禍の影響で、今年度も体育祭

ことになりました。

に続き夏祭りも中止が決定しました。そんな状況で
も、各部では実施可能な活動を、感染予防対策を考え
て計画しております。
また、人口減少・少子高齢化が著しい当地区に『関係人口』を増やすべ
く【里地里山さと空 しらやま満喫事業】と銘打った特別事業を加速させ
る予定です。住民・里地里山・コウノトリ・太陽の広場・若須岳等々、白
山の財産を全面的に活かした活動を推進して行きます。皆様には、今後も
しらやま振興会の活動を後押ししていただきます様、よろしくお願いいた

・しらやまっこ合宿通学
日程変更について
昨年は新型コロナウィル
ス感染拡大防止のため、小
学 3.4 年生を対象に例年実
施している『しらやまっこ
合宿通学』が、中止となり

します。
しらやま振興会 会長 下野

勝美

ました。（市内全域）今年は
コロナの変異株が猛威を振

新型コロナウイルスが一向

に収まらない。不安が渦巻く

中、片や東京五輪が開かれ、片

やワクチン接種が急ピッチで

進む。果たしてトンネルの出口

は見えるのか、予想は付かな

い。医療技術がこれほど進歩し

た

世紀でさえ、手に負えな
21

い感染症。奈良、平安の時代は

なおさらである。

力が懸念されていることか
ら、宿泊・食事・入浴の禁
止など活動の制限が通達さ
れました。これを受け、し
らやまっこ育成部では、9
月実施は止め延期すると決
定しました。

牛と疫病退散

次いで全国に残る郷土玩具

の数々。災厄封じや伝染病除け

のお守りとして愛用され、特に

福島県会津地方の「赤べこ」は

コロナ禍で注文が殺到してい

るとか。

その昔、地震で壊れたお堂を

建て直すとき、どこからか赤い

牛が現れ、重い木材運搬を手伝

い立派に再建できた。そこで中

国で天然痘を防ぐ色とされる

赤い張り子の牛を作ったとい

そこで民衆が頼りにしたの

が信仰の力である。まず京都の

う。どちらも今年の干支・丑（う

し）に関する説話である。古来

夏を彩る八坂神社の「祇園祭」
。

華麗な山鉾（やまぼこ）と「コ

の言い伝え通り、願わくばこの

裕己）

コロナ感染が年内に終息する

ものと信じたい。

（山下

ンチキチン」のお囃子（はやし）

で有名。インドの祇園精舎の守

護神で邪気や悪霊を追い払う

牛頭天王（ごずてんのう）を主

祭神とし、疫病退散の行事とし

て平安中期に始まったという。

るい、若年層への強い感染

しかし『子どもたちの安
心安全を最優先に、開催日
時・内容等大幅に変更して
実施したい』と案を練って
います。関係者の皆さまに
は、決定次第お知らせいた
します。
（今後のコロナウィルス感染
状況で変更することがありま
す）

里地里山さと空

しらやま満喫事業

令和 3 年度振興会特別事業

しらやま振興会では、ウイズコロナを見据えた
キャンパーの受け入れ対策と新たな関係人口の
拡大を目指し、令和 3 年度特別事業「里地里山
さと空 しらやま満喫事業」を実施します。
具体的には次の 2 つの事業を展開します。
（1） 里地里山さと空満喫事業
多くの来訪者を呼び込むためコウ
ノトリＰＲ館や「白山さんち」を
拠点とした体験メニュープログラ
ム化と効率的な情報発信を行います。
（2） コウノトリ体感型
回遊ルート・施設整備事業
昨年リニュアルオープンしたコウノ
トリＰＲ館の見学者等を、越前市西
部地区で最も高い山「若須岳」に誘
導するため、登山道の新たな回遊ルート
整備と案内看板や休憩所を整備します。

ほたるツアーが開催されました

水の里しらやま

6 月 12 日（土）令和 3 年度のほたるカフェメイン企画である、ほたるツ
アー（Day1）が開催されました。当日は蒸し暑い曇天でほたる鑑賞にふさわ
しい天候となり、家族連れなど 10 組約 30 名が参加しました。

老人クラブによる草刈り奉仕活動
６月１０日早朝８時より総勢３１名の方に白山公民館周辺の
草刈りをしていただきました。天気の良い日でしたが暑くなり
きる前に２時間近くかけて作業していただき、道路や中庭まで
すっかり綺麗になりました。おかげさまで爽やかに夏を迎えら
れそうです。皆様ありがとうございました。

花いっぱい運動
７月４日（日）午前９時から、自然環境部員１1
名の方がプランターに花苗を植えました。このプラ
ンターは、各町内で集会場や道路沿いに置いて管理
していただきます。
これから夏に向け、色とりどりのお花が夏の光を
浴び、元気に咲き誇ってくれることと思います。

自然環境部

瑞宝単光章受章おめでとうございます

令和 3 年春の叙勲
瑞宝単光章を受章された宇都宮昌江さん（安
戸町）に先日お話を伺ってきました。

この勲章は社会・公共のために長年に渡る功
績があった方に授与されると伺いましたが①ご
職業や経歴、エピソード②この仕事に就いたい
きさつ③現在の生活などをお聞かせ下さい。
①「看護師として４０年余です。丹南病院の看護部長を定年退職後みどりケ丘病院で看護部長を勤め退職しました。
今は、コロナワクチン接種会場で支援看護中です。看護師の頃は、個人個人の患者さんに寄り添い、師長になると病
棟全体の看護を考え、部長になると公的病院としての看護師の役割を考えました。看護師は、年齢や多様な働き方に
よって能力が異なるため、一人ひとりに合わせた教育システムを導入し看護の質を高める努力をしてきました。」
②「資格を取って自立した生活をしたいと思っており、伯父の入院をきっかけに看護師になろうと思いました。」
③「人の命と関わる大変責任のある仕事だったので、定年退職をしたときはとても楽になりました(笑)。今までの経
験を母の介護や地域の活動に少しでもいかせたらと思っています。田畑の合間に現役の頃はできなかったお裁縫も始
め、バッグなどを作り子どもたちに喜ばれています。」
今後も益々のご活躍をお祈りいたします。ありがとうございました。

ミニさぎ草展の開催
・日時：８月７日（土）～１５日（日）
・場所：◆安養寺町専応寺境内
・◆安養寺町養徳寺境内
＊そのほかのイベント『句会の開催』
・日時：８月１２日（木）午後１時３０分～

手作りスイーツ紹介
毎月このコーナーでは、お手軽スイーツをご紹介しま
す。コロナ禍で増えたおうち時間に 1 度作ってみてはいか
がでしょうか。
今回は《水ようかん》です。 冷たく冷やしてどうぞ。
【材 料】
・こしあん 300ｇ ・粉寒天 2ｇ ・黒糖 30ｇ
・塩
0.3g ・水 450cc 。
・金粉（あれば）

・場所：安養寺町専応寺
・主催 安養寺さぎ草王国
・問合せ先 090‐4328‐2685（上野さん）

７月１５日（木） 特別事業講演会
７月１６日（金） 老人クラブ役員会
７月２９日（木） 振興会歴代会長会
８月 ４日（水） 地域ミーティング
８月 ４日（水） サポート白山移動支援講習会
８月 ７日（土） 子ども夕涼み会
８月 ７日（土）～８月１５日（日） さぎ草展
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

公民館休館
・毎週月曜日（17:15～22:00）
・7 月 22 日（木）海の日
・7 月 23 日（金）スポーツの日
・8 月 9 日（月）山の日の振替
・8 月 14 日（土）13:00～22:00
・8 月 15 日（日）

【作り方】
① 鍋に水を入れ、粉寒天を加えてよく混ぜ、火にかけてさ
らに混ぜながら煮溶かす。
② 沸騰させて 2 分ほどかき混ぜる。
③ 黒糖と塩を加えて煮溶かし 2 分煮る。
④ こしあんを加え、なめらかになるまでよく混ぜる。
⑤ 煮こぼれしないように、中火で 10～20 分時々混ぜなが
ら煮る。
⑥ 鍋の火を止めて粗熱が取れるまで、ボールに水をためて
冷ます。約５０～６０度で固まりだすので、鍋の横を触
って温度を確認する。
⑦ 冷ましながら混ぜ、少し重くなっ
てきたら、水で濡らした容器に素
早く入れる。容器に入れるまで、
必ず時々混ぜると分離しない。
⑧ 鍋の中身が少なくなると、
固まりだすので注意する。

第１回公民館運営協議会を開催
6 月 30 日（水）午後 7：30 より白山公民館運営協
議会委員１２名の方に参加を頂き開催、令和３年度公
民館事業計画・予算について説明し承認されました。
今年は特に、コロナ禍で開催予定の合宿通学につい
て多くの意見が出されました。

