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白山地区の人口

しらやま振興会 ・ 白山公民館
越前市都辺町 36-84

世帯数 529 世帯

Tel 28-1045・Fax 29-2071

人口

1,529 人

s-shinkou@es.ttn.ne.jp

男

728 人

shirayama_ko@city.echizen.lg.jp

女

801 人

http://www. echizen-shirayama.com

(R3 年 9 月 1 日現在)

親子ザリガニ釣り

しらやまっこ育成部

9 月 4 日（土）「親子ザリガニ釣り大会」が行われました。当日は市内外から 7 家族 19 名が参加し、
まずは、いこい館にて大会の趣旨や釣り方のコツなどのレクチャーを受けた後、大会会場となる地区内の
ため池に向かいました。プレイボールの号令(笑)を合図に一斉に釣りを開始しましたが、最初はどの参加者
もアタリが出ずにやきもき。でも最終的には、全部で 50 匹、1 位の家族は 16 匹を釣り上げました。
※大会は、新型コロナ感染症対策
を充分に行って実施しています。

事業中止・変更のお知らせ
・総合文化祭の内容変更に
ついて
新型コロナウイルスの猛威
が依然として収束しない現状
を踏まえ、今年はデジタル総
合文化祭と銘打ち、振興会ホ
ームページや YouTube を活
おにぎりの歴史は古い。お

隣石川県の中能登町では１９

８７年、弥生時代の集落遺跡

から炭化した〝日本最古のお

にぎり〟が見つかっている。

もち米を使用し、今で言うチ

マキである。紀元１世紀ごろ

行います 。

・健康まつりの内容変更に
ついて
健康まつりについても、コ
ロナ対策として、本来予定し
ていた内容を変更し、部内交

悠久のコメ文化

しかし最近は縄文時代晩期

の土器からコメの成分や害虫

コクゾウムシの痕跡が検出さ

れ、縄文説が浮上している。

日本人と切り離せない米食

だが、戦後一貫して消費量は

低下。１９６２年度に１人あ

㌔に

たり年間１１８㌔だったの

が、２０１ ６年度に は

半減した。

加えて今年はコロナ禍によ

年産米の前払い 金は最

る外食産業低迷とコメ余り

で、

低水準になるという。農家に

は厳しい秋である。

コメ消費の起死回生策はな

いのだろうか。せめて農村地

域が率先してご飯食を実践す

裕己）

るよう心がけたいと思う。

（山下
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のものとみられる。

２千年を経てなお、そのお

にぎりがコンビニの棚に並ん

でいる。基本は米と塩という

簡易食だが、今もお昼どきに

は安くて食べやすいと人気が

高い。

ノリやとろろ昆布を巻いた

り、梅干しやシャケ、めんた

いこ、ツナマヨを具材にした

り、まさにバラエティー豊

か。悠久の時を刻むコメ文化

である。稲作の起源は弥生時

代というのが定説。
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用して作品展示や活動発表を

流会として 9 月２５日に実施
することとなりました。

・金華山グリーンランド
秋の収穫祭の中止について
例年 11 月に開催していま
す収穫祭を皆さまの安全を第
一に考え、残念ながら今年も
中止することになりました。

移動支援の講習会について

サポートしらやま

８月４日午後７時より白山公民館講堂にて、介護予防事業
の１つである移動支援について講習会が行われました。
講師に「さわやかさばえ ボランティア虹」の副理事長 青山茂
右衛門氏をお迎えし、自家用有償旅客運送に係る法令改正等、
福祉有償運送などの説明を受けました。
サポートしらやまでは、現在自家用車にて越前市内の病院
や買い物などの移動支援を行っています。
料金は、市内まで１回 1,500 円

自宅までお迎えに寄せても

らいます。また、福祉バスを利用するときに、自宅から最寄りのバス停まで 10 分 100 円で利用することも
できます。利用したい日の前日には、サポートしらやま 090-2835-9633 まで。受付時間は
金曜日 午前 10 時～正午

月曜日～

支援員が相談に応じますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

令和２年度特別事業「地域福祉特別事業

ともに生きる One Team しらやま」

白山地区地域福祉支援協議会設立に伴う会員募集
しらやま振興会が、地域の住民が相互協力して地

ら会員を募集します。目的達成のための事業は、

域福祉の増進を図ることを目的に当協議会を設立し

次の事業です。

ます。

① 地域福祉のための啓発宣伝並びに調査研究

設立に先駆け、本会の趣旨に賛同する住民の方か

白山小学校稲刈り体験学習
９月９日 14:00～澄んだ青空の下、小学校５・６年
生 １６名 と教職員・保護者参加のもと 「稲刈り(収
穫）体験学習」 が行われました。春に田植えを行い、
草取り・観察もしながら黄金色に育った稲を、慣れない
鎌をもちながら刈り方の指導を受け、みんな元気よく大
粒の汗もかきながら楽しく収穫する事が出来ました。
近くではコウノトリ２羽も子供達の作業を見ていまし
たよ、お疲れさま。貴重な体験と思い出になった事でし
ょう。
★収穫祭が楽しみですね！

② 地域福祉増進のための事業

しらやま振興会自然環境部

親子料理教室

食改さん、コロナ禍での新たな取り組み
８月１３日（金）の午後、19 名が参加し、親
子料理教室を開催しました。今回は『親から子
へ、子から孫へ』伝えていきたい伝承料理普及推
進教室です。笹の葉を使った“笹寿し”“簡単笹
巻き”“よもぎ餅”を作りました。
コロナ禍での料理教室で、食育の話と子ども達
にクイズ形式で食育の推進を図りました。笹寿し
と笹巻き・よもぎ餅に関しては、やり方の指導を
行い、各家庭で親子が調理できるように材料（笹

《笹寿し 30 個分》
・酢 100 ㏄

・もち米 200ｇ

・砂糖 60ｇ

・米粉 50ｇ

・塩 小 2

・ぬるま湯 150 ㏄

・酢生姜

と魚（小鯛の笹漬）、餅粉）を持ち帰っていただ

《簡単笹巻き 12 個分》

5合

・米

1袋

きました。皆さん、お父さんお母さんと上手にで
きましたか？

・笹の葉 12 枚

・小鯛の笹漬 15 切
・酢鯖

15 切

・レモン

1個

・笹の葉 60 枚

※詳しい作り方のレシピは、
公民館にあります。必要な
方はお問い合わせ下さい。

子ども会壁新聞
夏休みの前半、白山地区
の子どもたちが、力を合わ
せ取り組んだ壁新聞が、第

おめでとう！壁新聞コンクールで受賞
【市議会議長賞

『元気いっぱい白山っこ新聞』 】

（田中翼冴さん、重屋志匡さん、加藤璃音さん、中村倖生さん、
生田夢奈さん、田中望愛さん）

４１回越前市子ども会壁新

【金賞

聞コンクールにおいて以下

（畠結亜さん、棗隆人さん、畠蒼生さん、棗香乃さん）

の賞に入りました。

【銀賞

おめでとうございます。

『発見！上黒川町新聞』 】
『みんなで知ろうしらやま新聞』 】

（山口素広さん、上野孝太朗さん、笹木菜々子さん、山本逸貴さ
ん、奥田千夏さん、奥田夏希さん、新谷桜果さん）

2022 しらやまカレンダー
写真募集！！
今年のテーマは“白山の原風景”と

“希少な動植物”
野に咲く可憐な草花や珍しい生き物、群生
する花、町内自慢の風景･･･などなど白山
の自然であればなんでもＯＫ！
カメラ、スマホで撮った最高の一枚をご応
募ください。
【締切り】10 月末まで
【提出先】白山公民館
※写真はデータでお願いします。氏名・住所・
撮影日・撮影場所を明記してご応募ください。
しらやま振興会 広報部

9月

10 月

９月１６日（木） 老人クラブ役員会
９月２３日（木） 慰霊祭
９月２５日（土） 健康まつり（部内交流会）
９月２６日（日） コウノトリ大作戦
９月下旬
子どもお月見会
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

公民館休館
・毎週月曜日 9 月 2１日 9 月 2４日
（17:15～22:00）
・9 月 19 日（日）
・9 月 20 日（月）敬老の日
・9 月 26 日（日）秋分の日振替

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《簡単アップルパイ》です。 お好きな飲み物
と。
【材 料】
・冷凍パイシート
・レモン汁 少々

４枚 ・りんご 2 こ
・シナモンシュガー

・砂糖
・卵黄

80ｇ

【作り方】
⑤ 冷凍パイシートを切りま
① りんごの皮と芯をとり、
す。1 枚のシートを縦に
厚めのいちょう切りに
2 つ、横に 2 つ。横は少
する。
し大きさを変えて切りま
② 耐熱ボールにりんごを
す。
入れ、砂糖を上から入
⑥ 小さい方のパイシートに、
れる。レモン汁を入れ
網目の切込みを入れます。
600w のレンジで 4 分
交互に切り込みを入れる
ほど加熱する。
のがポイント。切込みを
③ 加熱したりんごをザルに
いれたら、そーっと広げ
いれ、余分な水分を捨てる。 ます。
④ そこにシナモンシュガーを
加え、しばらく粗熱をとる。
。
⑦ 大きい方のパイシートに、りんご
をのせ、切込みを入れたシートを
かぶせる。
卵黄を塗り、200 度に予熱した
オーブンで約 20 分ぐらい
焼きます

しらやま地区総合文化祭 出展
出演 募集‼
今年も昨年同様に開催決定！！ １０月３１日（日）～
皆さんの出演・出展をお待ちしています。お申し込み
は、9 月 30 日までに白山公民館へ。
出演・作品の発表方法は
【芸能部門】 SATOYAMA スタジオが収録し、振興会
ホームページ・ユーチューブで配信。
【作品部門】 公民館で展示。芸能部門同様に配信。

