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ふれあい交流会 で みんな笑顔！

（前月対比）

世帯数

541 世帯

－1

人口

1,651 人

－1

787 人

±0

864 人

－1

男
女

(H30 年 7 月 1 日現在)

しらやま振興会 福祉健康部
６月 29 日（金）に白山小学校
において、「ふれあい交流会」が
開催されました。
最初に、小学３・４年生が大豆
について学習したことを発表し、
その後、子ども達とシニアの方々
が A 組・B 組に分かれて復習問題
に挑戦しました。
お勉強の後は楽しい時間の始ま
りです！ ボーリング・玉入れ・
ジャンケンゲームなどの体を動か
すゲームや、歌合戦ではシニアが
審査員となり大いに盛り上がりま
した。
会場には笑いがあふれ、子ども
も大人も参加者全員が楽しいひと
時を過ごしました。
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お絵かきに夢中！

しらやま振興会 しらやまっこ育成部

6 月 30 日（土）に安養寺こども園にて子育
て広場を開催しました。今立アートフィールで
の増田さんとあべさんを講師にお迎えし、「親
子で描こう絵画教室」を行いました。小学生以
下の子ども 12 名と、護者の合計 19 名の方に
ご参加いただき、越前和紙に絵の具で自分の好
きな絵を描きました。
どの絵も個性的で、子ども達の思いが紙一杯
に表現されました。なかには筆で書くだけでは
あきたらず、自分の手足をつかって絵を描く子
どももいました。どの子も目を輝かせながら、
楽しい時間を過ごせました。

地域に花で彩りを

しらやま振興会 自然環境部
自然環境部では 6 月 23 日（土）白山公民館前広場にて、
公民館と一緒に 10 名の部員で 60 個のプランターにベゴ
ニア・マリーゴールドなど花苗の植え込み作業を行いまし
た。曇り空で終了とともに小雨も降ってきて花苗には絶好
の日でありました。
福井国体までに白山地
区のあちらこちらに満
開の花が見られるので
はないかと楽しみにし
ています。

かたかたＣａｆé

白山公民館・しらやま振興会 しらやまっこ育成部
未就園児親子の教室です。
色々な活動をしながらママ同士で
情報交換をしてみませんか？

6/12 ベビーマッサージ＆リトミック体操

7/10 歌遊びと子育て相談

－町内活動記録－

登山道整備
６月 17 日（日）安養寺町にある光
明山で、有志による登山道整備が行わ
れました。強い日差しの中、雑木の伐
採や草刈り、階段の設置を力を合わせ
て進めていき、最後には恒例のバーベ
キューで一日を締めくくりました。

－町内の情報を募集－
町内行事（祭り・伝統行事など）、季節
の風景などなど町内の情報を大募集し
ます。写真や記事の提供、または、情
報をお寄せください。
しらやま振興会 広報部

土砂災害の爪痕
気象庁は 9 日、西日本を中心に降り続いた今回の記録的な
大雨の名称を、
「平成 30 年７月豪雨」と決め発表しました。
被害は甚大で 10 日現在、死者は
150 人を超え、50 名を超える方
の安否が不明となっています。
←岡山県倉敷市

福井県内でも越前町などで土砂崩れによる通行止め等
被害が発生しており、早期復旧が待たれています。
白山地区でも山が崩れ、道路の通行止めが発生しまし
た。車が巻き込まれたとの情報がありましたが、大事に
は至らなかったようです。雨がもう少し長く降り続いた
ら、もっと被害は拡大したのではないでしょうか。

国道 305 号線→

福井県内では、大雨の影響で河川が氾濫危険水位を超
えたため、７月５日夜に越前市と鯖江市、７日に越前
町と高浜町のそれぞれ一部地域に避難指示が出されま
した。対象は４市町で 3568 世帯、1 万 933 人だが、
実際に避難したのは最大計 364 人にとどまり、大半の
住民は避難していなかったようです。県外では避難
が遅れたため、人的被
害が出ています。ただ
し夜間の避難は危険な
場合があるため、二階
に上がるなど屋内避難
も考えましょう。

↑白山地区

↑西小学校避難所

成人式出席の申し込みについて（市外転出者）

～「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？～
平成 31 年 1 月 13 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（H10.4.2～H11.4.１生まれの人）
８月３１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
QR コードからもお申し込
みできます。申請先「越前
市」を選択、
「成人式」で検
索してください。

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

平井

就学や就職などのために市外へ転出して
いる方（当市に住民票がない方）で、平
成 31 年 1 月 13 日（日）に開催される越
前市の成人式に出席を希望する方は、事
前に申し込みをお願いします。
申込み方法
案内送付先住所・氏名・生年月日・
出身小中学校・電話番号を電話やメ
ール、ファックスなどでご連絡くだ
さい。越前市ホームページから電子
申請で申し込むこともできます。
※当市に住民票のある人は申し込みの必
要はありません。

【問合せ先】越前市教育委員会 生涯学習課
℡：0778-22-3977 fax：0778-22-9174
e-mail：gakusyuu@city.echizen.lg.jp

子育てサークル
ご案内

かたかた Café
未就園児のお子さんと保護者の方が
楽しく遊んだり気楽に交流できる場
として、またお友達づくりの場とし
て赤ちゃん教室を開催します。
７月１９日（木） はつらつ教室

８月 1 日（火）

２５日（水） 合宿通学実行委員会

13:30～15:00
場所：白山公民館 和室

２６日（木） 福祉関係会議
２８日（土） しらやまっこ広場
子ども会キャンプ

８月の予定
６月の予定
リトミック
身体測定＆と水遊び
（白山スイカもあるよ！）
ベビーマッサージ
【お問合せ・お申し込み】白山公民館

８月 １日（火） かたかた café
４日（土） しらやま夏まつり
１１日（土） 健康ウォーク

℡28-1045

１１～１４

★準備の都合がありますので、7/27(金)までにお申し込みください

さぎ草展

２０日（月） はつらつ教室
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

公民館休館 毎週月曜日（17:15～22:00）
8 月 12 日（日）

学生ボランティア・もらい湯のご協力
今年度も９月６日（木）～８日（土）の日程で白山小３・４年
生を対象とした白山地区合宿通学を実施します。そこで、学生
ボランティアとお風呂をお借りするもらい湯のお宅を募集し
ます。ご協力をよろしくお願いします。

ホタルの観察会日記
6 月 16 日、むーみんくらぶの弥氏先生に
ホタルについて教えていただいた後、徒歩で小学
校周辺へホタルの観察に出かけました。この日は
６月とは思えない低気温で、ホタルたちが舞う姿
は見られません
でしたが、田ん
ぼや河原の草の
隙間からこぼれ
る光を見ること
ができました。

学生ボランティア
期間中（3 日間）子ども達と寝食を共にし、生活の支援をし
ていただきます
※子供たちが学校で過ごしている時間は除く

もらい湯のお宅
７軒募集
１泊目のお風呂を提供していただきます。
少人数のグループで伺います
【申込み・問合せ】白山公民館まで ℡28-1045

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
今後の診療予定日（毎週金曜日）
７月２０日、２７日
８月３日、１０日、１７日、２４日､３１日
９月７日、１４日、２１日、２８日
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越前市菖蒲谷町１９－８－６ 白山商工会議所内

直通 TEL（0778）29-2822

