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（前月対比）

世帯数

541 世帯

－6

人口

1627 人

－13

男

774 人

－10

853 人

－3
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(H31 年 3 月 1 日現在)

春の訪れとともにコウノトリが
2015 年に放鳥された国の特別天
然記念物コウノトリの雌「ゆめちゃ
ん」が地区内で確認されました。一足
早く飛来していた雄は昨年、ゆめちゃ
んと親しい様子だった「みほとくん」
で、２羽が引き寄せられるように白山
地区へ舞い戻り、地元住民は喜びに沸
いています。
春の青空を舞う姿はとても優雅で
ついつい仕事の手を止め見入ってし
まいます。

野外コウノトリ繁殖に伴う
周辺道路の通行止め
立入禁止について

周防大島は昔から農業と
漁業が主産業。特に温暖な気

種類もの瓶詰めジャムを

マイモや蜂蜜なども活用し

農家からミカンやレモン
などを高く購入。特産のサツ

農家の奥さんやＩターンの

開発した。手作りの工房では

お金になる作物に指定され

若者ら 人ほどが楽しそう
に働いている。

戦後、国の製作でミカンが

大規模化が進んだ。しかし過
剰生産で価格が暴落し柑橘
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候と傾斜地を利用した柑橘
類の栽培が盛んだった。

類栽培は退廃、住民の島離れ

訪れた店の印刷物にはこ
う 書 い て あ る 。「 地 域 の 価 値

復興させ、お年寄りを元気づ

が始まった。
この状況を打破し地域お

こしに挑んだ人がいる。ジャ
ム屋＆カフェ「瀬戸内ジャム

け、若者を呼び戻すことにな

に気付き、地域に根ざした活
動を展開する。それが地域を

ズガーデン」をオープンした

〈山下裕己〉

男性だ。奥さんが島のお寺の

元気にした。

る」
。
人の決意と挑戦が島を

娘で、原料の果樹が身近にあ

ることから移住を決めた。
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菖蒲谷町コウノトリ飼育ケージの
上に巣を作っている「みほとくん」
と「ゆめちゃん」が安心して繁殖で
きるように、周辺の道路について
一般車両の通行止め及び関係者以
外の立ち入りの制限を行います。

期間：3/15～7/31
※繁殖行動が終了した場合は直ち
に解除します。
ご迷惑をおかけしますが、何卒ご理
解とご協力をお願いします。
問合せ 越前市農政課 22-3009

文殊山ウォーク

しらやま振興会 福祉健康部 ・ 白山公民館
3 月 3 日（日）地区内外より 11 名の皆さ
んにご参加いただき、文殊山ウォークに出か
けました。天気予報では☂マークで気をもみ
ましたが、ときおり日も差すハイキング日和
となりました。標
高 365ｍの文殊
山は越前五山の一
つとして知られ、
今回は大村コース
で、ゆったりペー
スで大文殊まで山
道ウォーキングを
楽しみました。

しらやまファンクラブ交流会 in 大阪

しらやま振興会 特別事業

2 月 23 日（土）振興会特別事業で関西在住のしらやまファンクラブ
会員の皆さんと大阪にて交流会を開催しました。
平成 27 年にはじめて東京で交流会を開催し、今回は関西のどこかで
……と考えていたところ、しらやま大使の加藤茂樹さんのご紹介で大阪
で開催するはこびとなりました。当日は白山から 6 人、関西在住のファ
ンクラブ会員 7 名が参加し、大使の加藤さんのライブを楽しんだ後、白
山地区ＰＲ動画を見ながら、白山の良いところをたっぷりと紹介しまし
た。県外在住の方からは白山についての意見をお聞きするなど、とても
充実した交流会となりました。

◆◇感想◇◆
今回、青年グループで参
加しました。白山に住ん
でいると当たり前だと
思っている自然環境や
住民同士のつながりが、
実はとても大切なこと
だと気付くきっかけと
なりました。 時に外か
らふるさとを見つめる
ことも大切なんだなぁ。
（青年Ｍ）

一行詩の発行

しらやま振興会 しらやまっこ育成部
恒例となった一行詩の冊子が完成しました。毎年、五中の生
徒、保護者、先生の皆さんに、「生徒よ」「先生よ」「父よ」
「母よ」「息子よ」「娘よ」「家族よ」のテーマに沿った一行
詩を書いていただき、地区文化祭に展示しています。クスッと
笑えたり、心が温かくなる思いが詰まった言葉の数々を一冊に
まとめました。
公民館ロビーに置いてありますので、ぜひともお手に取って
読んでみてください。

桜まつりを開催します

しらやま振興会 ・ 安養寺桜まつり実行委員会

4 月 14 日（日）10:30～14:30
会場：太陽の広場（みどりと自然の村）
恒例の「太陽の広場 桜まつり」を開催します。
子どもたちの催し物や、ビンゴゲーム、お楽しみコーナーではうどんや
五平餅、焼き鳥、たこ焼き、シフォンケーキなど、見て・食べて、楽し
い時間が過ごせますよ！
木工体験や芝でのそり遊びもできます！

－ご家族、お友達同士、ぜひともお越しください－

白山さんち竣工式

３月９日（土）白山さんちの竣工式を行いま
した。多くの来賓にご臨席いただき、テープカ
ットが行われ、改修された古民家の内覧、梨の
木ファミリーの演奏を楽しみました。
5 月下旬から６月上旬のグランドオープン
に向けて準備を進めています。

ただ今プレオープン中
毎月第２・４日曜日
１０:００～１３:００

OPEN

ランチは１１:００から
住所 越前市上杉本町 11-7

白山住民からの
昨年の 9 月 15 日に越前市第五中学校の文化祭が開催さ
れ、広報誌の取材を行ってまいりました。その中で恒例
の保護者会による友愛セールにも飛び込んでまいりま
した。のこの友愛セールは保護者のみならず、大勢の地
区の方が押し寄せる大バザールとなっています。筆者も
取材を忘れ、出品されていましたバリスタを抱きかかえ
ていました。今では我が家にはなくてはならないアイテ
ムで、大活躍しています。みなさまもぜひ五中の文化祭
に来られたら、覗いてみてはいかがでしょうか。きっと
お宝に巡り合えると思います。

３月２５日（月） 初区長会
３月２８日（木） はつらつ教室
３月２８日（木） 老人クラブ総会
３月２８日（木） 福祉ネットワーク会議
４月１１日（木） 振興会運営委員会
４月１５日（月） はつらつ教室
４月１６日（火） サポートしらやま総会
４月２０日（土） しらやま振興会総会
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

公民館休館

毎週月曜日（17:15～22:00）
3 月 21 日(木) 春分の日
4 月 29 日(月) 昭和の日
4 月 30 日(火) 退位の日

白山フォトだより

今年は雪がほとんど降らなかったせ
いか、畑の取り残し大根が元気いっ
ぱいで並んでいます。

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
３・４月の診療予定（毎週金曜日）
３月
２２日、２９日
４月
５日、１２日、１９日、２６日

●●●今月のお知らせ●●●

平成 30 年度の高齢者肺炎球菌予防接
種の受付が３月３１日までとなっており
ます。
対象の方は緑色のハガキを持ってお早
めにお越しください♪

越前市菖蒲谷町１９－８－６ 越前市商工会 白山支部

直通 TEL（0778）29-2822

