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いま、全国的に超高齢化と少子化が進み、私たちの鯖江市も例外で

はありません。今後、高齢化とともに人口の減少が進み、独居高齢者

や高齢者のみの世帯もますます増加していくでしょう。

私たちがこの鯖江で、いつまでも住みなれた地域で暮らし続けるに

はどうしたらよいでしょう。それは「人のつながり」と「居場所と役割」が

あること、そして「支え合う仕組み」があることです。居場所とは「集いの

場」であり「通いの場」です。私たち地域支え合い推進員は、市民の皆

さんの暮らしのそばの「居場所づくり」をめざして、どのような効果（宝）

があるのか、どうしたら始められるか、どのような実際の活動事例があ

るのかを紹介します。
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健康な状態と介護が必要な状態の間で、高齢になって、筋力が低下した

り、心身の活力（認知機能、社会とのつながりなど）が低下したりする状

態のことです。

ちょっとした段差でつまづいたり、固いものが食べづらくなったり、外

出の機会が減るなどといったものは、フレイルの兆候の現れです。

フレイルは、早期に発見し、日頃の生活習慣を見直すことで、その進行

を抑制したり、健康な状態に戻したりすることができます。

フレイル予防では、栄養・運動・社会参加の

３つをバランスよく実践することが大切です。

栄養バランスの良い食事をしっかりと噛んで

食べる、いつもより少し速く歩く、趣味など

興味のある『通いの場』やサロンに参加する、

など自分のできることから始めましょう！

フレイル予防の 3 つのポイント！
栄養

社会

参加
運動

人と集ってフレイル予防！
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①「仲間・知人・友人」がいる

居場所には気がねのない雰囲気があります。

居場所には地域の知人・友人がいます。

同じ趣味や楽しみを持つ仲間がいます。

②「役割」がある

居場所では誰もができることをします。

居場所では少しずつの役割を分担します。

だから「おたがいさま」の関係があります。

③「出かける場所」がある

年をとると出かける場所もきっかけもなく、気がつくと家に引き

こもりになりがち・・・。

誰かの家、公民館や体育館、なじみのお店に足を向ける・・・。

そこはおたがいが今日も出会う「集いの場・通いの場」です。

④「支え合い」がある

何気ない話題に盛り上がり、他愛のないことに笑ってしまう。

時には辛いことや悲しいことにともに涙することもあるでしょう。声を

かけ合い励まし合い、おたがいの人生を少しずつ見守る関係。

居場所には地域で暮らし続ける「心の支え合い」が生まれます。
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みなさんは「集いの場・通いの場」にどのような印象を持たれますか？

それは一言でいうと「お宝の山」。

つながりにもさまざまな形があります。ご近所・地元のつながり、小中学校のつな

がり、ボランティアのつながり、スポーツや趣味のつながり、なじみの店のつながり、

仕事上のつながり・・・。いろんなつながりが幾重にもつながっている。だから、いざと

いう時には「支え合いの関係」にもなれるのが「鯖江のつながり」の良さです。

そんな鯖江の「集いの場・通いの場」には６つの「お宝」があります。

③スキル（技術）がある

集いの場・通いの場で出会う人たちは

いろんなスキル（技術）を持った匠や名

人の集まりです。仕事上のスキル（建築、

施工、販売、料理、運転など）から芸事

（日舞、生け花、茶道、書道、楽器、合

唱など）、各種スポーツ、語学までたく

さん！いろんなスキルが集まるからビ

ックリ・ドッキリな出来事が可能に！

⑥頼りあえる関係がある

「集いの場・通いの場」では、みんなが

役割を持っているから気兼ねなくいる

ことができる。世話する人・される人で

はなく、いざという時はおたがいに「頼

りあえる関係」になれること。地域のコ

ミュニティが弱体化しつつあるからこ

そ、多様なつながりが地域の暮らしを支

えます。

①新しい出会いがある

地域には鯖江生まれ・育ちの人と鯖江

住まいの人（結婚、就職、引越しなど）

が暮らしています。そんな人が出会える

のが「集いの場・通いの場」。新しい出

会いは集うこと・通うごとに心をワクワ

クさせてくれます。複数の居場所に参加

していれば人脈はどこまでも広がりま

す。

②知識がある

集いの場・通いの場にやってくる人た

ちの知識や情報は幅広いもの。地元だか

らこその情報もあれば、仕事や立場を体

験しなければ得られなかったような知

識や情報、体験談がいっぱい。知識だけ

でなく生きる知恵（ノウハウ）も学べま

す。

④元気の素がある

集いの場・通いの場では、いつも笑い

や歓声がたびたび上がります。お喋りす

ることが楽しく、みんなで夢中になって

いることがうれしい。ちょっと疲れてい

た心が気がつくと晴れ晴れとして元気

になっていることも。そんな「元気の素」

があふれています。

⑤思い出が生まれる

おしゃべりで楽しいのは懐かしい子

ども時代～壮年期の話題。同じ昭和世代

だから初対面でも苦楽の話に盛り上が

れます。思い出は懐かしむだけではあり

ません。地域の人が集い、語り合い、楽

しいことに夢中になることで、新たな思

い出が生まれています。
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鯖江市にもたくさんの「集いの場・通いの場」はあります。でもこれからみなさんの

身近で、これから新しく作ること・始めることもできます。それは数人の小規模から十

数人のちょっと中規模までいろいろ。場所は自宅・公民館・なじみのお店や公園など

自由。みんなと一緒の時を過ごすことで、引きこもり予防、認知症予防、寝たきり予

防の「３つの効果」も期待できますよ！

（２）無理のない回数から始めて、たまにはミニイベントで変化をつける

・まずは一回集まってみて楽しい時間を過ごそう。

・いきなりの定例化より、２～３回続けてみると集まりやすい頻度（１、

隔週、月１回）がわかってくる。

・おしゃべりだけではちょっと飽きるかも？食事会や外食の会、お散歩や

お花見とかミニイベントで変化をつけるのが長続きのコツ。

（３）持ち寄り・分担・低コストで始める

・なによりお金はかけずに「低コスト」がコツ。

・食べ物とかお茶菓子は「持ち寄り」で。手作りだとそれだけで楽しい話

題になる。

・みんなが役割分担して「お客様扱い」はなし。役割があるから、居心地

よく、おたがいに感謝ができる関係づくりが勘所。

（１）身近な人・身近な場所から始める

・身近な人、気の合う人、近所の仲のいい人とはじめる。

・市民の集まりや楽しみイベントで知り合った人とはじめる。

・なじみのお店などの仲間の人とはじめる。

・地元のボランティア仲間の人とはじめる。

・場所は自宅の持ち回りから公民館やなじみの喫茶店など。

（４）ネーミング（名づけ）をする

・ただの「集い」より「名づけ」をすると愛着が生まれます。

・名づけのポイントは「らしさ」でつける。

・名づけは「顔ぶれ、地域名、共通点、めざすこと」などを加味して

  楽しくワイワイ決めましょう。

・第１回で決まればグッド。でも焦らないこともポイント。

＋α・・・紹介・口コミ・チラシ・見学から参加してみる

・新しく作るのは「ちょっとしんどい」なら、集いの場・通いの場

  を紹介してもらって参加してみましょう。

・公民館の参加募集チラシで探したり、公民館での活動をじかに見学させ

てもらう、ボランティア活動を体験する、などまずは肌感覚

  で知ることから始めてみましょう。
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おしゃべり・交流

食べる 同じものでも、ひとり

で食べるより皆で作

ったり食べたりする

事で、笑顔が増えてい

くことでしょう。  

ボランティア 畑や花壇作り、子供・

高齢者の見守りなど、

人に役立つことが地

域のつながりを深め

ることになります。

他愛もないおしゃべ

りの中に、ちょっとし

た情報が満載です。楽

しい笑い声があちこ

ちで広がってます。

歌う カラオケ・歌・楽器の

演奏。自分たちがノリ

ノリで楽しむと、場を

和ませ自然と人が集

まってくるようです。

学ぶ

遊ぶ 好きなことをするこ

とは、長続きするもの

です。あそび心からつ

ながる場があると素

敵ですね。     

生涯学習。いくつにな

っても知りたいと思う

気持ちは大切です。意

外な身近にも先生はた

くさん居るものです。

お出かけ 集いの場で小旅行に出

かけることは 多いで

す。誘い誘われ人を連

れ出すことで場が出来

上がっていきます。

作る 身体を動かす

育てる 地域には、昔から伝わ

る宝物が沢山ありま

す。次世代につながる

場があることは大切

なことですね。   

裁縫、小物作り、書、

絵画などなど、モノを

生み出して、人の目に

触れることは、嬉しい

ことですね。    

一人ではしない運動

も皆とすれば楽しい

こと間違いなし。自然

と心も一つになって、

仲間が増えます。  
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鯖江地区

No 集いの場 開催場所

① ASA4 フォーク村 旭町 4 丁目公民館

② 健康クラブ 舟津児童センター

③ ラジオ体操の会 小黒町公園

④ 囲碁の集い 奥田散髪店(本町 1 丁目)

⑤ 生け花教室 出村仏壇ヴィラアート(深江町)

⑥ 深江町健康麻雀会 深江町公民館

⑦ 長泉寺おしゃべり会 長泉寺児童館

⑧ パステル画教室 出村仏壇ヴィラアート(深江町)
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名称： ASA4 フォーク村

場所

(町内名)

旭町 4 丁目公民館

(旭町 4 丁目)

開催日

時 間

月 1 回

午後 7 時～

【始まった時期・きっかけ】

3 年位前、公民館の利用が少ないので活性化しようということで、ギターリストの松宮さ

んが、町内の人に呼びかけてできた集いです。

エリア 旭町 4 丁目

コメント こんなバンドが町内にあったらみんなが幸せですね。

名称： 健康クラブ

場所

(町内名)

舟津児童センター

(舟津町 4 丁目)

開催日

時 間

毎週月

午後 8 時～

【始まった時期・きっかけ】

30 年位前、永宮さんが小学校の PTA の役員をしていて、地区でも何かしたいと思い、町

内の人に呼びかけヨガクラブができたのが始まりです。

エリア 舟津町 4 丁目

コメント みんなでなんでも話ができるという仲良しグループです。

活動内容

年に 2 回の町内ライブのための練習会・

飲み会です。これまでのレパートリーは

30 曲ぐらいで、自分の好きな曲を持ち寄

ってきます。練習の雰囲気はいたって開

放的で、自分の意見をみんなで出しなが

ら仕上げていました。

とても素敵なバンドです。

活動内容

各自がヨガのマットを持参し、それを敷

きその上で体操が始まります。誰がリー

ダーというわけではなく、みんなで次は

これをしようか、と言いながらおしゃべ

りもして体操が進んでいきます。30 分ほ

ど体操をし、その後は楽しいおしゃべり

会です。
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名称： ラジオ体操の会

場所

(町内名)

小黒町公園

(小黒町)

開催日

時 間

日曜日と雪の日を除く毎日

午前 8 時 40 分～

【始まった時期・きっかけ】

2 年位前、ふれあいサロンに参加した小沢さんが、もっと手軽に体を動かす集いができな

いかと奥様に相談し、町内の人にも呼び掛けてできたものです。

エリア 有定町内

コメント 雨の日も近くの車庫で体操をするそうで、すごいと思いました。

名称： 囲碁の集い

場所

(町内名)

奥田散髪店

（本町 1 丁目）

開催日

時 間

毎週 金・日

午後 1 時 10 分～

【始まった時期・きっかけ】

どこにも碁の会場がなかったころから、このお店では碁の好きな人が集まってきたそうです。

その当時は 1 年 365 日行われていて、それを見ながら奥田さんも碁を覚えたそうです。

エリア 鯖江市内

コメント 伝統ある集いの場に見入り、いつまでも続いてほしいとの思いに駆られました。

活動内容

8 時 40 分になると皆さんが公園に集ま

ってきます。ラジオに合わせて体操が始

まります。ちょっと離れていますが、お

しゃべりをしながら体を動かします。そ

の後歩きたい人だけで 30 分ほど散歩を

します。また、年に 1 回皆さんで懇親会

もするそうです。

活動内容

時間になるといつもの常連さん 2 人が来

られ、2 人での対局が始まりました。そ

れを奥田さんも見守っていました。しば

らくして女性の方も来られ、2 人ずつで

対戦していました。福井県では女流棋士

は珍しいそうですが、その一人がここに

いらっしゃいました。
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名称： 生け花教室

場所

(町内名)

出村仏壇ヴィラアート

（深江町）

開催日

時 間

月 2 回 第 2、4 金

午後 1 時～

【始まった時期・きっかけ】

ここの建物はもともと旅館でした。それを出村さんが買い取って 3 年位前リフォームしたもの

です。ここではいろんな人がいろんな教室を開いています。生け花教室もその一つです。

エリア

コメント 高校生の時から習っていた人もいると聞き、華道の深さを思い知りました。

名称： 深江町健康麻雀会

場所

(町内名)

深江町公民館

（深江町）

開催日

時 間

毎月 第 2 木、第 4 火

午後 1 時～

【始まった時期・きっかけ】

7 年位前、山田さんが町内の人に呼びかけたり、町内で回覧板を回したりして人を集め、

この会を立ち上げました。

エリア 深江町

コメント 男だけの趣味の会、どこの町内もあるといいですね。

活動内容

この教室は旅館の女将がはじめていまし

たが、亡くなってからは青木さんが引き

継いでいます。各自が用意してきたお花

を、花瓶に生けていきます。誰が指導者

ということではなく、みんなでおしゃべ

りをしながら生けていきます。

活動内容

「飲まない、賭けない、非難しない」の

ルールに基づき、健康マージャンをして

います。町内の話題、個人的なことなど

で話がはずみ、回を追うごとに交流が深

まっていきました。また、年に 1 回麻雀

大会及び親睦会を行っています。
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名称： 長泉寺おしゃべり会

場所

(町内名)

長泉寺児童館

(長泉寺町)

開催日

時 間

毎週木

午前９時３０分～

【始まった時期・きっかけ】

この集いが始まって 4 年目です。老人会の一クラブとして始まったそうです。毎回講師の

先生を招き、いろんな活動をし、おしゃべりも楽しんでいます。

エリア 長泉寺町

コメント 自分たちの集いという雰囲気がよく出ていたなーと思いました。

名称： パステル画教室

場所

(町内名)

出村仏壇西館ヴィラアート

(深江町)

開催日

時 間

不定期

午前１０時～

【始まった時期・きっかけ】

指導者の渡辺さんが 2 年前にこのインストラクターの資格を取りました。その後渡辺さん

のお兄さんと出村さんとのつながりでこの通い場を知り、この教室を始められました。

エリア

コメント 指で書くというのがユニークで一度やってみたいなと思いました。

活動内容

長泉寺町にはふれあいサロンがありませ

ん。それは自分たちで自由な活動を行い

たいとの思いで、自主的な集いを選択し

たからです。この日は手芸の日でしたが、

先生の話術もさることながら、それに対

する会員の方の反応も素早く、活気に満

ちていました。

活動内容

会員は 11 名で、親子でこの教室に通っ

ている方もいらっしゃいます。15 ㎝四方

の厚紙に、パステル専用の網で粉にした

ものを指につけ、書いていきます。皆さ

ん黙々と絵に打ち込んでいました。仕上

がった作品は色鮮やかで、心が明るくな

りました。



12

新横江地区

No 集いの場 開催場所

① コスモス会 横越町公民館

② 里山クラブ つるぎ神社付近  たんぼ

③ 定次をよくする会 michiko グループ 定次町サンドーム横側道

④ 報徳会(ほうとくかい) 五郎丸町公民館

⑤ 実年会(じつねんかい) 五郎丸町公民館

⑥ とめ・はね・はらいの会 新横江 2 丁目公民館

⑦ 新横江 老人ウォーキングクラブ 新横江公民館

⑧ ひばりクラブ ふれあい会館(東鯖江 1～4 丁目)
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名称： コスモス会

場所

(町内名)

横越町公民館

（横越町）

開催日

時 間

2 か月に 1 回

午後 8 時～

【始まった時期・きっかけ】

33 年前の 30 代の女性達が声掛け発足しました。当時は 30 名以上いらして卓球、エア

ロビ、マスゲーム、バザーなどもしていました。現在はおしゃべり会として集まりを継続

しています。

エリア 横越町

コメント 皆さん仲良しで楽しそうでした。長く続くといいです。

名称： 里山クラブ

場所

(町内名)

つるぎ神社付近 田んぼ

（下新庄町）

開催日

時 間

毎月 活動内容によって随時

【始まった時期・きっかけ】

荒れた里山を再生して、資源を利用した活動をしようと壮年会のクラブ活動として始まり

ました。はじめは 6 人で立ち上がりました。

エリア 下新庄町

コメント ダッシュ〇のようでかっこいいです。皆さんいきいきと活動されています。

活動内容

・古代米の手植え・収穫 ・竹炭作り

・マコモダケの飼育 ・カブトムシ飼育

・きのこ栽培（なめこ、ひらたけ）

・山菜取り そば打ち など

町内公民館で行う例会でやりたいことを企

画、実行されています。

活動内容

偶数月にみなさんで集まっておしゃべり

を楽しんでいます。年に 2 回日帰りの小

旅行。新年会、忘年会を行っています。

他にもお食事会なども行っているそうで

す。
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名称： 定次をよくする会 michiko グループ

場所

(町内名)

定次町サンドーム横側道

新横江側から 800m

開催日

時 間

苗木育て、花の水やり、植える時

期に合わせて順次

【始まった時期・きっかけ】

体操選手権で樹木マスが作られたのを有効利用しようと町内で声があがりました。市に働

きかけて歩道が整備されてから、側道の花植えが始まりました。

エリア 定次町

コメント 皆さんで植えられたお花は、一段と綺麗に開花していました。

名称： 報徳会（ほうとくかい）

場所

(町内名)

五郎丸公民館

(五郎丸町)

開催日

時 間

毎月 第 2 金曜日

午後 1 時～

【始まった時期・きっかけ】

昭和 48 年 斉藤松月さんのお誘いで、浄覚寺、圓誠寺で月 2 回会を始めました。現在は

町内公民館で行っています。

エリア 五郎丸町

コメント 皆さんいきいきと楽しそうに活動されています。

活動内容

花の種から苗にするところから育成して

います。育てた苗を全員で植えて、毎日

の水やり・手入れをされています。集ま

られた皆さんは和気あいあいと活動され

ています。

グループで BBQ をするなど交流活動も

されています。

活動内容

俳句を作る会です。長年お世話になった

山崎越堂先生が急に亡くなられ、現在、伊

藤柏翠俳句記念館の館長でもある山岸世詩

明(よしあき)氏がいらして、皆さんで集ま

って作られた俳句を添削されています。

町内だよりに俳句を掲載されるなど、皆さ

ん活発に活動されています。
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名称： 実年会（じつねんかい）

場所

(町内名)

五郎丸公民館

(五郎丸町)

開催日

時 間

年 4 回

随時

【始まった時期・きっかけ】

壮年会（五友会）をやめて老人会に入るまでに集まる場としてできました。55 歳で壮年

会が終わったメンバーが集まり、現在 30 年以上続いています。

エリア 五郎丸町

コメント 皆さん楽しそうに旅行の予定などをお話していました。

名称： とめ・はね・はらいの会

場所

(町内名)

新横江 2 丁目公民館

(新横江 2 丁目)

開催日

時 間

毎週 火曜日

午後 7 時 30 分～

【始まった時期・きっかけ】

7 年前より、リーダーの方（習字の先生）が世の中に役立つことがしたいと始めました。

香典、年賀状でもちょっとしたことが書けるようになったらいいなとのことです。

エリア 新横江 2 丁目

コメント 皆さん綺麗な字で楽しそうに書かれている姿が素敵でした。

活動内容

年 4 回：春 花見会（こさらえ清水で

BBQ）、夏 土曜餅（公民館で飲み会）、

秋 旅行 冬 総会にて親睦会を行って

います。また忘年会も行っています。

男性のみの会で、気楽な会としておしゃ

べりとお酒を楽しまれています。

活動内容

60 代から 80 代までの方が参加され、習

字の教室をしています。会のリーダーの

方が先生で書かれた文字の添削をされて

います。

おしゃべりを交えながら楽しく習字を書

いていらっしゃいました。
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名称： 新横江 老人ウォーキングクラブ

場所

(町内名)

新横江公民館を出発地 開催日

時 間

月に 2 回（10 日・20 日）

【始まった時期・きっかけ】

老人クラブから発足しました。ウォーキング連合会の会長さんが会を立ち上げて、現在引

き継いで活動しています。

エリア 新横江公民館付近

コメント ウォーキングは皆さんでするとよりやりがいもでていいですね。

名称： ひばりクラブ

場所

(町内名)

ふれあい会館

（東鯖江 1～4 丁目）

開催日

時 間

月 1 回

午後 1 時 30 分～

【始まった時期・きっかけ】

愛育会の出前講座で体操を教えてくださった先生が、安く体操を教えに来てくださるとの

声で始まりました。

エリア 鯖江東小学校内

コメント 皆さん仲良く気さくなメンバーで団結力がありました！

活動内容

老人会メンバーより始まったウォーキン

グの会です。朝、新横江公民館前に集合

して、皆さんで準備運動をしてからウォ

ーキングしています。4、5 キロほど和気

あいあいと歩いて帰ってきています。

活動内容

60 代からの女性で集まって体操をされ

ています。体操のほかにランチ会やお花

見、旅行など会の皆さんで企画して楽し

まれています。みんなで集まって身体を

動かすとより楽しくなりますね。
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神明地区

No 集いの場 開催場所

① 御幸カラオケクラブ 東工集会所

② 紅ばな会(鳥羽 3 丁目自主サロン) 鳥羽 3 丁目ふれあい公民館

③ 鳥羽中生花教室 鳥羽中児童センター

④ さわやかソフトバレー 神明健康スポーツセンター

⑤ みどり町卓球クラブ みどり会館

⑥ つつじヶ丘 麻雀クラブ・囲碁会 つつじヶ丘公民館

⑦ スティックリングクラブ 神中児童館

⑧ おかめの会 夢みらい館・さばえ
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名称： 御幸カラオケクラブ

場所

(町内名)

東工集会所

（御幸 2 丁目公民館）

開催日

時 間

毎週水曜日（第 5 は除く）

午後１時～

【始まった時期・きっかけ】

10 年ぐらい前より、近くに住んでいるカラオケの先生が、歌を歌いたいという近隣の高

齢者を集めて始めた。

エリア 御幸町

コメント 東工集会所ではサロンの他、スティックリングクラブや麻雀サークルもあります。

名称： 紅ばな会（鳥羽 3 丁目自主サロン）

場所

(町内名)

ふれあい公民館

(鳥羽 3 丁目)

開催日

時 間

毎週月曜日

午後 1 時頃～

【始まった時期・きっかけ】

2 年ぐらい前から、近所の高齢者（80 代）女性 7 人位で集まり、おしゃべりし始めまし

た。民生委員さんが町内公民館を開放しています。

エリア 鳥羽 3 丁目 公民館周辺

コメント 好きなことをするのが、健康への第一歩だと強く感じました。

活動内容

おしゃべり（茶話会）が主な活動です。

手芸・編み物・折り紙・読書等

一人一人が趣味のものを持ち寄って、

自分のペースで活動しています。

言いたいことが言える場所であってほ

しいという願いがあります。

活動内容

約 10 名程度が集まり、カラオケを歌い

ます。先生の指導の元、歌を歌って健康

になろうという人たちが集まっていま

す。カラオケとおしゃべり会。

会員募集中です。
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名称： 鳥羽中生花教室

場所

(町内名)

鳥羽中児童センター

（神明 4・5 丁目）

開催日

時 間

第 4 水曜日

午前 9 時 30 分～午前 11 時 30 分

【始まった時期・きっかけ】

同じ町内のサロンをきっかけにして、花に興味を持つ人たちが講師を呼んで生花の教室を

始めました。会員数は 20 名弱です。

エリア 鳥羽エリア（旧北陸街道沿い）

コメント 生花に季節感があり、教室というより会話が多く楽しい雰囲気があります。

名称： さわやかソフトバレー

場所

(町内名)

神明健康スポーツセンター

（北野町）

開催日

時 間

週 2 回

午前 9 時 30 分～午前 11 時 30 分

【始まった時期・きっかけ】

昭和 56 年頃より中学校の先生の発案で健康作りのために始まりました。地元の女性バレ

ーボールチームのメンバーや老人クラブの人たちが集まって出来上がっています。

エリア 神明鳥羽地区全域

コメント 90 代の男性のプレーに感動です。

活動内容

季節の花を活けて、自宅の玄関・床の

間に飾る。各個人が一作品を作り、講師

に見てもらっています。

同時におしゃべり、交流の場となって

います。

活動内容

現在男女合わせて 12 名ぐらいが

ソフトバレーを通じて健康作りをしてい

ます。休憩中に雑談。交流を深めていま

す。老人クラブのつながりや、歴史が長

いこともあり、男女・年齢幅広く参加し

ています。
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名称： みどり町卓球クラブ

場所

(町内名)

みどり会館

（みどり町内会）

開催日

時 間

週 2 回（水・金）

午後 1 時 30 分頃～

【始まった時期・きっかけ】

2 年ぐらいまえから、冬場の運動不足解消のため、中高年 10 人位で卓球を始めた。

同地区のサロンは女性のみなので、男性の憩いの場となっています。

エリア みどり町内

コメント 真剣勝負で熱くなるので、楽しそうです。

名称： つつじヶ丘 麻雀クラブ（ねんりんクラブ）・囲碁会

場所

(町内名)

つつじヶ丘公民館

（つつじヶ丘町）

開催日

時 間

囲碁週 2 回（水・木曜日）午後

麻雀月 1 回（第 3 木曜）午後

【始まった時期・きっかけ】

囲碁・麻雀の好きな仲間が、地区公民館は遠いため町内の公民館に集まっています。

エリア つつじヶ丘町

コメント 他の町内でも認知症予防のため麻雀したいという声は多いです。

活動内容

卓球台 1 台で参加者は総当たりの試合

を行っています。他の人たちは、審判・

記録・応援や雑談・輪投げなどを楽しん

でいます。ほとんど同じメンバーで、他

にもウォーキングや子供の見守り活動を

しています。

活動内容

同じ場所にて麻雀クラブがあります。

麻雀クラブは町内の老人クラブの活動の

一つです。男性の憩いの場所として楽し

く集まっています。

囲碁会は現在 2 名で活動中で参加者募集

中です。
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名称： スティックリングクラブ（神中町）

場所

(町内名)

神中児童館

（神中町）

開催日

時 間

毎週水曜日

午後１時～

【始まった時期・きっかけ】

老人クラブなどのつながりで、始まりました。

エリア 神中町

コメント 神中児童館ではサロンの他、輪投げなどのクラブもあります。

名称： おかめの会

場所

(町内名)

夢みらい館・さばえ

調理室（三六町）

開催日

時 間

月 1 回火曜日

午前中

【始まった時期・きっかけ】

3 年ぐらい前より食事作りが好きな人達が集まり、食事作りを楽しむようになりました。

エリア 神明鳥羽地区全域（他の地域からも）

コメント 手の込んだものを作るなあという印象があります。

活動内容

会員は約 15 人位で、スティックリン

グを通して、体を動かしています。

春からは、公園にてグランドゴルフの

クラブになります。体だけではなく、

点数計算・作戦を考えることなど頭を

使うことも多いので、楽しみながら健

康作りをしています。

活動内容

約 10 人位が集まり和風の食事を中心に

和風弁当を作っています。食材は会員が

交代で持ち寄り、献立を決めごはんや混

ぜご飯などに、4～5 品おかずをつけた形

で作っています。できたものは口コミで

少し配布。配食が目的ではなく食事作り

を楽しむ会です。



22

中河地区

No 集いの場 開催場所

① からすみの会 河端神社横の倉庫(下河端町)

② 下河端町壮年 OB 会 下河端町内

③ ひまわり会 樋口公民館

④ やまびこ会 樋口公民館

⑤ グランドゴルフ 中河公民館近辺河川敷地

⑥ JA にじの会 東部地区の各公民館

⑦ 暇輪理（ひまわり） 出口・木引公民館

⑧ ちくちく会 個人の自宅(中野町 松成)
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名称： からすみ会

場所

(町内名)

河端神社横の倉庫

（下河端町）

開催日

時 間

毎週水曜日

午前 11 時～12 時

【始まった時期・きっかけ】

以前より河端太鼓として子供太鼓のグループがあり、その後中学生～50 代のグループも

発足しました。高齢者のグループもあっても良いのではと 70～80 代が集って 4 年前に

発足しました。（発起人が 3 グループをまとめています）

エリア 下河端町住民（高齢者部門）

コメント 神社周辺は、太鼓練習の力強い音が響き、皆様の活気が伝わってきます。

名称： 下河端町壮年ＯＢ会

場所

(町内名)

下河端町内

（下河端町）

開催日

時 間

古紙回収約 2 ヶ月毎、イベント等

不定期

【始まった時期・きっかけ】

壮年会から老人会までの入会期間が空白であり、現在の代表が集いを呼びかけて 10 年前

に発足しました。約 20 名のメンバーで活動しています。

エリア 下河端町内の 60 代～75 歳 男性陣

コメント 自治会に協力しながら、活動と交流を楽しんでいる唯一、男性の集いです。

活動内容

・専属の太鼓講師から指導を受けて練習

をしています。（会員数：14 名）

・地区行事等で積極的な発表活動を

行っています。

活動内容

・町内のイベント（祭りの模擬店や

左義長等）に参加しています。

・ボランティア活動・交流会

古紙回収や、町内草むしり等の活動

を行い、収益は交流会に還元していま

す。

（忘年会、新年会、ＢＢＱ等）
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名称： ひまわり会

場所

(町内名)

樋口公民館

(中野町 樋口)

開催日

時 間

毎月 第１土曜日

午後 7 時～

【始まった時期・きっかけ】

町内サロンの中でも年代別にグループができはじめており、Ｈ20 年に 1 つの集いとして

別個に発足しました。

（会員は 10 名で 60～70 代）

エリア 樋口町内の女性（60～70 前後の方）

コメント 比較的若いメンバーであり、地区のいろいろな役員をされている方が多いです。

名称： やまびこ会

場所

(町内名)

樋口公民館

(中野町 樋口)

開催日

時 間

毎月 第３土曜日

午後 7 時～

【始まった時期・きっかけ】

Ｈ17 年、町内サロンの中でも年代別にグループが出来上がり、グループでもっと集いた

いとの思いで発足しました（9 人で発足しましたが現在 7 名になりました）

エリア 樋口町内の 80 前後の高齢者の方

コメント 文化講座、介護予防いきいき講座などに参加する活動的な方が集っていました。

活動内容

・代表者を置かずに２人当番制で準備を

して茶話会を楽しむ会です。

・ワンコイン（500 円）でスイーツを楽

しんでいます。

活動内容

・代表者を置かずに 2 人当番で、2 ヶ月

交代としての活動をしています。

「ひまわり会」の合言葉を作成してい

ます（写真）

・ワンコイン（500 円）で茶話会を楽し

む仲良しの会です。
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名称： グランドゴルフ

場所

(町内名)

中河公民館近辺河川敷地 開催日

時 間

毎週 日曜、木曜 午前 7 時 30 分～

（時期により午後 1 時 30 分～）

12 月～2 月は休み

【始まった時期・きっかけ】

老人会で 10 年ほど前に立ち上げましたが、解散する町内が出始めたため会員に限定せず

に楽しむ会として現在に至っています。（約 20 名のメンバーでしたが、高齢化により現在

10 名程度に減少しています）

エリア 中河地区

コメント 会長さん曰く「誰でも楽しめる簡単な競技です！」

名称： ＪＡ にじの会

場所

(町内名)

東部（河和田、北中山、片

上、中河）地区の各公民館

開催日

時 間

月により異なる

午前 10 時～

【始まった時期・きっかけ】

ＪＡたんなん女性部の助け合い組織としての活動の一つです。

エリア 東部地区

コメント サロンに準じた組織的な集いの場です。活用が広がればと思います。

活動内容

・中河公民館近辺河川敷地を利用して

グランドゴルフを行っています。

男女一緒に練習をしています。

活動内容

・食事作り（一人 300 円で提供）

ボランテア仲間の中から、集いの場の

人数に合わせて集まります。

・ゲーム等のアトラクション

（JA の職員担当）

食事と憩いの場を提供しています。
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名称： 暇輪理（ひまわり）

場所

(町内名)

出口・木引公民館

(出口木引)

開催日

時 間

第２・第４木曜日

午前 10 時～12 時

【始まった時期・きっかけ】

町内で納涼祭用にカラオケ機器を購入したことがきっかけで、もっと有効利用ができない

かとの話が持ち上がり、老人クラブが主体となり世話役さん等の協力のもと、令和元年 5

月に立ち上がりました。

エリア 出口木引地区

コメント サロンに男性が少ないと課題のある中、この集いは男女混合で楽しんでいます。

名称： ちくちく会

場所

(町内名)

個人の自宅

(中野町 松成)

開催日

時 間

毎月 第 2，4 火曜日

午前 9 時～11 時

【始まった時期・きっかけ】

3 年前、中河小学校の草むしりボランティアの中に手作り小物の先生がおられ、習いたい

方が町内公民館を利用して始まりました。

エリア 中河地区

コメント 可愛い小物を作りつつ、話に花が咲く関係、長く続いてほしいです。

活動内容

・月 2 回のカラオケを楽しむ会です。

・会費：1 回 200 円

   お菓子、飲み物は自由な茶話会

・会員：男女 15 名

・子供たちとの世代間交流も楽しんでい

ます。

活動内容

・最初は先生をお招きして手作り小物を

作成していました。

・現在、小物作成はしていますが、代表

者の自宅に集い、おしゃべり会が主に

なってきています。
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片上地区

No 集いの場 開催場所

① かたかみ 花カフェ 片上公民館

② 吉谷レディース 西教寺(吉谷町)

③ ザ・ボタモチ 四方谷町公民館

④ 荒神払い 片上神社～南井町内全域

⑤ 大和クラブ 片上公民館・大野町集落センター

⑥ 般若会 別所町のたんぼ

⑦ 青齢会 青葉台公民館

⑧ リアンチョークアート 市内カフェ・ファミレス・自宅
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名称： かたかみ 花カフェ

場所

(町内名)

片上地区全体

オレンジカフェ（公民館）

開催日

時 間

毎週金曜日

午後 1 時～3 時

【始まった時期・きっかけ】

平成２４年発足・元「鯖江市婦人福祉協議会」の片上地区メンバーが、解散後集まり、み

んなで「認知症講座」を受け、実践の場としてカフェを始めました。

エリア 片上公民館・鯖江市内

コメント 申請・運営等を自分達で行い行動力が凄いです。

名称： 吉谷レディース

場所

(町内名)

西教寺

(吉谷町)

開催日

時 間

毎月第 4 金曜日

午後 7 時 30 分～9 時 30 分

【始まった時期・きっかけ】

吉谷町の婦人会「はなみずき会」の活動で、習字の講座ではまった人の集まりです。

エリア 吉谷町

コメント メンバーのピンチ時には皆で助け合うという、結束が固いグループです。

活動内容

・かたかみ春たんぼ（赤飯・山菜おこわ担

当）に出店して、売り上げが活動費。

・花カフェは、認知症とその家族と鯖江市

民を対象におしゃべりカフェを開いて

います。

・ことぶき祭の手伝いをしています。

・年 1 回、忘年会か新年会で親睦を深めて

います。

活動内容

講師は、禿氏 美月 氏

・筆ペンで字を書く練習：苦手な字・難し

い字の指導、絵手紙・印鑑作成等してい

ます。

・筆ペン字を習いながら、子育て・孫育て

のアドバイス等を貰いためになっていま

す。
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名称： ザ・ボタモチ

場所

(町内名)

四方谷町公民館

(四方谷町)

開催日

時 間

春たんぼ４月・秋祭り 10 月

それぞれに向けて準備他

【始まった時期・きっかけ】

第 1 回春たんぼの出店に「ぼたもち」を作ることに決め、そこからつながる仲間たちです。

エリア 片上地区

コメント 20～80 歳代の男女半々で 60 人ぐらいのメンバー。あんこにはこだわりが・・・

名称： 荒神払い

場所

(町内名)

片上神社～南井町内全域

南井町

開催日

時 間

秋祭り 10 月

3 か月前から毎週練習

【始まった時期・きっかけ】

昔からあるのでわかりません。（斎藤別当実盛公時代からともいわれている）

エリア 南井町

コメント 獅子舞が地区に残っているのはここだけ。若い人の結束力は素晴らしいです。

活動内容

・「かたかみ春たんぼ」に「フランクフル

ト」・「ぼたもち」を出店しています。

特に「ぼたもち」はあんこにこだわり、

普通のぼたもちよりしっかりあんこが

付けてあり、ズッシリ重いのが特徴で

す。

・町内の祭りを行っています。

活動内容

・片上神社を中心とした南井町に伝わる伝

統芸能。秋祭り時に、雄・雌の獅子舞（昔

は神社の階段を１段ずつお払いしながら

登った）をしながら、町内中をお払いし

て回る。壮年会の人 15 名（30～40 歳

代）が交代で獅子舞や、お囃子を担当し

ています。
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名称： 大和クラブ

場所

(町内名)

片上公民館・大野町集落セ

ンター (大野町)

開催日

時 間

レクリエーション大会・春たん

ぼ・利き酒会：各年 1 回

【始まった時期・きっかけ】

どの行事も昔からあるのでわかりません。

エリア 片上地区

コメント 3～90 代 160 名が、世代を超えてのレクリエーション大会とは驚きです。

名称： 般若会

場所

(町内名)

別所町の田んぼ

別所町

開催日

時 間

左義長：1 月 15 日に近い日曜日

午前 8 時 30 分～

【始まった時期・きっかけ】

町内（別所町）にある山の名は「般若山」という事と、町内のお寺が「般若山西稍寺」と

いう事から、その名を付けました。

エリア 別所町

コメント 何年か前に一旦途絶えた伝統行事を青年たちが復活させて今に伝えています。

活動内容

・レクリエーション大会（大縄跳び・首飾

り集めじゃんけん・ミニサッカー等）を

毎年開催していて、世代間交流・町内の

結束を図っています。

・「かたかみ春たんぼ」で「うどん・そば」

を出店し、活動費にしています。

・利き酒会は、お酒を持ち寄り楽しんでい

ます。

活動内容

・左義長は 100 年以上の歴史があり、町内

や個人の厄除け・無病息災を祈願し、大

小のつづらを 200 束のわらで作ってい

ます。1 月 15 日に近い日曜に開催。

・春たんぼで、山菜おこわ（別所町公民館

の八重桜を塩漬け）を販売しています。

・般若豆という別所に伝わる豆菓子作り。
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名称： 青齢会（自主サロン）

場所

(町内名)

青葉台公民館

吉谷町青葉台

開催日

時 間

月 1 回（不定期）

午前 10 時～午後 1 時

【始まった時期・きっかけ】

3 年前、新しい団地の為、町内の親睦が必要と町内役員が最初に始めました。

エリア 吉谷町青葉台

コメント
メンバーが男女半々なので、男性が女性に優しくしている様子が微笑ましいで

す。

名称： リアンチョークアート

場所

(町内名)

市内カフェ・ファミレス・

自宅（青葉台）

開催日

時 間

月 2～3 回

【始まった時期・きっかけ】

「アルコバレーノチョークアート教室」の卒業生５人でグループを組み、活動しています。

エリア 県内外

コメント チョークアートの作品は素晴らしく、文化祭では体験会を開いていただいた。

活動内容

・福祉大学を卒業されている人が町内にい

て、ゲームなどを指導しています。

・町内の食生活改善推進員さんが、毎回軽

昼食を準備してくださっています。

・みんな仲が良く、昔話に花が咲いていま

す。

活動内容

・チョークアート教室：５人で１枚の大作

を仕上げたり、技術を高めたりしていま

す。

・県内外のコンクールに出店しています。

・片上地区の文化祭で、子ども達にチョー

クアート体験会を開いて、楽しさを伝え

ています。
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立待地区

No 集いの場 開催場所

① 「あじさいの会」自主サロン 下杉本公民館

② 「上杉本サロン」自主サロン 上杉本公民館

③ カラオケ水曜会 糺コミュニティセンター

④ 石田民謡クラブ 石田下町公民館

⑤ ラジオ体操の集いの場 ともだち診療所 駐車場

⑥ 石寿会 カラオケ 石田下町公民館

⑦ 糺 歌謡クラブ 糺コミュニティセンター

⑧ 老寿会カラオケ教室 下杉本公民館
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名称： 『 あじさいの会 』 自主サロン

場所

(町内名)

下杉本公民館            

（下杉本町）

開催日

時 間

第 2 木曜日／毎月       

午後 1 時 30 分～３時 30 分頃

【始まった時期・きっかけ】

下杉本町内に集まりがなく、令和元年７月に代表の酒井さんと山岸さんが、「集いの場」を

やりましょうと、声かけし始まりました。

エリア 立待地区 下杉本町

コメント 楽しいおしゃべりあり。参加者の思いを大切にする良い集いの場です。

名称： 『 上杉本 サロン 』 自主サロン

場所

(町内名)

上杉本公民館            

（上杉本）

開催日

時 間

第 3 木曜日／毎月

午前 9 時 30 分～11 時頃

【始まった時期・きっかけ】

代表者が「参加者の皆さんの意見を聞き、楽しく集える会にしたい」との思いで 2018 年   

12 月に声かけ、９名の参加者で始まりました。親睦を第一にしています。

エリア 立待地区 上杉本町

コメント 軽い体操やお勉強ができ、またお茶と楽しいおしゃべりありの集いの場です。

活動内容

・体操やゲーム、講座。その後はおしゃ

べり会をしています。

・参加者の意向をお聞きし、活動してい

ます。

活動内容

・軽い体操や講座、ゲームなどをしてい

ます。

・お茶とおしゃべり
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名称： カラオケ水曜会

場所

(町内名)

糺町コミュニュティセンター

（糺町）

開催日

時 間

毎週 水曜日

午後 1 時～3 時頃

【始まった時期・きっかけ】

約２０年前に１５～１６人でスタートした会が、元々の始まり。その後、今の「カラオケ

水曜会」として、５～６年前に活動を開始しました。

エリア 立待地区  糺町

コメント 曲の節回しの指導もあり本格的です。 元気に明るく歌い集っています。

名称： 石田民謡クラブ

場所

(町内名)

石田下町公民館                       

（石田下町）

開催日

時 間

毎月 第 2・第 4 木曜日            

午後 7 時 30 分～９時 30 分頃

【始まった時期・きっかけ】

運動不足の解消としてスタートして６年目。代表者と先生が同級生でつながりがあり、ま

た練習場として公民館が使えたこともきっかけのひとつです。

エリア 立待地区 石田下町

コメント 民謡を踊り、合間の休憩時間には楽しいおしゃべり。良い集いの場です。

活動内容

・代表の酒井さんが、会員みんなにカ

ラオケ指導をしています。

・糺コミセン祭りや嚮陽会館での老人

クラブ連合会の行事で披露してい

ます。

・新曲を取り入れています。

活動内容

・民謡およびやんしき踊りを熱心に練

習しています。

・踊りの合間の休憩時間には、おしゃ

べりを楽しんでいます。

・町内の祭りで例年踊っています。
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名称： ラジオ体操の集いの場

場所

(町内名)

ともだち診療所 駐車場

（石田上町）

開催日

時 間

4～11 月 毎日（日曜祭日除く）

午前 6 時 30 分～

【始まった時期・きっかけ】

2019 年に院長がジョギングの後、予防のために近所の高齢者にも呼びかけ、集まるよう

になりました。

エリア 立待地区  石田上町

コメント
ラジオ体操を通して、体の健康を保ち、人とふれあうことにより、心の若さ（健
康）を保ち、いいこと一杯です。

名称： 石寿会 カラオケ

場所

(町内名)

石田下町公民館

（石田下町）

開催日

時 間

毎週 月曜日                        

午後 1 時～３時頃

【始まった時期・きっかけ】

約１５年前に結成されました。仲間づくりと楽しく歌うことをねらいとしています。

エリア 立待地区  石田下町

コメント
仲間ができて、楽しく歌えることが何よりとのことです。みんなが歌い、おしゃ

べりできる良い集いの場です。

活動内容

・ラジオ放送に合わせ、第一と第二ラジ

オ体操およびオリジナル体操（鯖江市

より提供）をしています。

・体操前後には、井戸端会議をしていま

す。

活動内容

・演歌が中心。流行り歌（新曲）をすぐ

取り入れ歌っています。

・毎年 10 月に開催の鯖江シルバー歌謡

祭、石田下町公民館の夏祭り等、地域

のまつりの時に披露しています。

・新年会、忘年会時にも楽しく歌ってい

ます。
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名称： 糺 歌謡クラブ（カラオケ）

場所

(町内名)

糺町コミュニュティセンター

（糺町）

開催日

時 間

毎週 火曜日

午後７時～９時頃

【始まった時期・きっかけ】

平成７年より、増田さん達の熱意でスタートしました。10 年間活動し一時中断しました

が、再び開始しました。

エリア 立待地区  糺町

コメント 明るく歌い、また、おしゃべりありの「楽しい集い」の場です。

名称： 老寿会（上・中・下）カラオケ教室

場所

(町内名)

下杉本町公民館

（杉本町）

開催日

時 間

１回／月 第３日曜日

午後１時～4 時

【始まった時期・きっかけ】

H29 年４月の総会時に、メンバーより『カラオケやろうよ』の声が上がりスタートしました。

コミュニケーションが図れる、日頃話さない人とも話ができる、勉強になることがねらいです。

エリア 立待地区 杉本町

コメント 歌あり会話ありの楽しい集いの場です。

活動内容

・カラオケＤＶＤで歌っています。

・おしゃべりタイムもあります。

・糺コミセンまつりで毎年披露していま

す。

・以前は施設慰問もしていました。

活動内容

・主に演歌を歌っています。機器は『お

家カラオケ』パーソナルカラオケで

900 曲が入っています。

・会員で上手な人がいて、その方から教

えてもらえ勉強になるとのことです。
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吉川地区

No 集いの場 開催場所

① 倉友会 大倉町

② やろまい会 福井信用金庫吉川支店他

③ 虹の「居場所」 天谷宅(二丁掛町)

④ 生きがいガーデニング倶楽部 西大井町花壇

⑤ 冬島町カラオケ同好会 冬島ふれあい会館

⑥ あじさいの会 冬島町
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名称： 倉友会（そうゆうかい）

場 所

(町内名)
大倉町

開催日

時 間
年３回

【始まった時期・きっかけ】

町内壮年会が解散してしまい、町内活性のため有志が立ち上げた集まりです。

エリア 大倉町

コメント 限られたメンバーだけでなく、希望者も参加できるところがいいですね。

名称： やろまい会

場 所

(町内名)
福井信用金庫吉川支店他

開催日

時 間
隔月

【始まった時期・きっかけ】

昭和 41 年に、地区内の個人業主さんたちが集った会で、名称：の由来は、「何でもやろう！」

と「やろう（野郎）」をもじっています。

エリア 吉川地区内

コメント 地区内事業主さんの集まりなので、地区住民との関わりが大きいですね。

活動内容

概ね 50～70 歳代の男性 19 名（現在）

が参加しており総会、懇親旅行、そば会

の３回、町内からの助成には頼らず中立

した立場を維持しています。

懇親旅行やそば会では、奥様方や他の女

性も参加し、町内懇親に努めています。

活動内容

４月 総会、６月 市長と語りあう会、８

月 献血運動を実施し、慰安旅行にも出か

けています。

地区内の社会貢献に寄与しています。
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名称： 虹の「居場所」

場 所

(町内名)

天谷宅（個人宅）

（二丁掛町）

開催日

時 間

毎月第２水曜

午前 11 時～午後 1 時半頃

【始まった時期・きっかけ】

幼児から高齢者まで年齢の隔たりなく、自宅での閉じこもりを予防し、楽しい世代間交流

のひと時を目指しています。

エリア 特に限定していない

コメント 世代を越えた交流は数少ないので、多くの方に参加して欲しいです。

名称： 生きがいガーデニング倶楽部

場 所

(町内名)

西大井町花壇

(西大井町)

開催日

時 間
適宜随時

【始まった時期・きっかけ】

以前は老人会が手掛けていたが、高齢のため維持管理できなくなり、本職の小林農園の会

長さんに声がかかったのがきっかけです。

エリア 西大井町

コメント 体を使いつつ、町内の交流を続けられることは素敵ですね。

活動内容

昼食を挟み、参加者同士の会話や余興の

観覧などをしています。参加者自身の特

技を披露したり、外食やカラオケに行く

こともあります。参加費 400 円が必要

で、外食等は別料金になっています。

参加の場合、事前に電話申込みが必要で

す。

☎（0778）62－4177

活動内容

花壇の作業が必要な時は、町内回覧で応

援者を集めています。

その中、応援者の 50～70 代の仲間で 2

～3 月に１度、食事会等のご近所付き合

いを続けています。
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名称： 冬島町カラオケ同好会

場所

(町内名)

冬島ふれあい会館

(冬島町)

開催日

時 間

毎月第２・４土曜日（1・2 月は

昼）

午後 6 時～午後 8 時

【始まった時期・きっかけ】

約 20 数年前に、吉川公民館からカラオケ機械を譲り受けたことが発端で、それからカラ

オケにいそしんでいます。

エリア 冬島町

コメント 仲良く、楽しくストレス発散することは大事なことですね。明日への活力…！

名称： あじさいの会

場 所

(町内名)

冬島町 開催日

時 間
年２回

【始まった時期・きっかけ】

町内有志者で参加した文化祭発表会を皮切りに、数十年前から交流が活発になっています。

エリア 冬島町

コメント もっと交流機会を増やせればいいですね。

活動内容

現在、60 歳以上の仲良し男女７名が町内

公民館に集まり、思いおもいの歌を採点

機能付きカラオケ機で熱唱しています。

月２回に１度は食事会をしながら、世間

話にも花を咲かせています。

会費は 1,000 円／月

活動内容

50～60 歳代の仲良し女性グループで、

年２回おしゃべりや食事会で交流を続け

ています。

踊りの他いろんな行事に参加してきたこ

とで、意思疎通ができています。
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No 集いの場 開催場所

① 喫茶 かりん 喫茶かりん店内

② 豊の宝を見つけよう応援団 豊公民館

③ 農産物直売所 豊シニアエージクラブ サルビア会館(下野田町)

④ 牧野商店 牧野商店 店舗内(上野田町)

⑤ ニコニコカフェ 豊公民館

⑥ さかえや さかえや洋品店内

⑦ 近友倶楽部 漆原町公民館

⑧ かんな会 青武台公民館

豊地区
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名称： 喫茶 かりん

場所

(町内名)

喫茶かりん店内

（漆原町）

開催日

時 間

夏季はお天気の悪い日

他の季節は不定期に開店

【始まった時期・きっかけ】

平成 2 年、五岳園や鯖江青年の家近くに、ログハウスが喫茶店としての完成しました。

エリア 鯖江市全域

コメント
今では少なくなった昔ながらの喫茶店で、会話のできる喫茶店になっていま

す。

名称： 豊の宝を見つけよう応援団

場所

(町内名)

豊公民館

（下野田町）

開催日

時 間

不定期

年 3 回程度

【始まった時期・きっかけ】

5,6 年前、鯖江市全体で町づくり応援団の講習会が開かれた。この講座を受講された方たちが

集まり、豊の良い所（宝物）を探し地区の方々に再発見していただこうと始まりました。

エリア 豊地区全体

コメント
豊小学校の生徒や地区民の皆さんに豊のお宝の周知と新しい発見を啓発して

います。

活動内容

温かくて居心地の良い場所の提供があ

り、モーニングやランチにも長居される

方がいます。

ママさんやお客さん同士の会話が弾んで

います。

活動内容

お宝マップを作製し、地域資源の重要さ

を再認識しています。

故郷の良さを知り、誇りや愛着が持てる

ように活動をしています。

旗振り応援団があります。

お宝巡りのウォーキングが毎年開かれて

います。
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名称： 農産物直売所 豊シニアエージクラブ

場所

(町内名)

サルビア会館

（下野田町）

開催日

時 間

毎年 4 月下旬から 12 月上旬まで

午前 9 時～12 時まで

【始まった時期・きっかけ】

平成 17 年 豊で採れた新鮮な野菜などを地域の方に安価で提供したいとのことと、会員

同士の親睦の場として始まりました。

エリア 鯖江市と近隣市町村

コメント
会員同士で役割分担をして、野菜やお惣菜が売れる楽しみ、みんなで仕事がで

きる楽しみを共有されている。

名称： 牧野 商店

場所

(町内名)

牧野商店店舗内

（上野田町）

開催日

時 間

開店中いつでも

【始まった時期・きっかけ】

昔からのお得意さんが買い物ついでに井戸端会議をしています。開始は戦前からなので限

定できません。

エリア 買いものに来られた方。お得意さんには配達もあります。

コメント
昔からのお得意さんに買い物ついでにおしゃべりのできる場所が提供されて

います。

活動内容

・豊産の野菜やお花の即売

・お惣菜の製造販売

・お弁当の製造・販売・配達

などが行われています。

活動内容

買い物ついでの井戸端会議です。

居心地がよく、つい長居をされています。

なかなか商売としては難しい面がありま

す。
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名称： ニコニコカフェ

場所

(町内名)

豊公民館

（下野田町）

開催日

時 間

毎週木曜日

午前 9 時 30 分～1 時間 30 分程度

【始まった時期・きっかけ】

豊公民館でいつもウォーキングやラジオ体操をされている方々の多くが、家に帰ってからする

こともなく話し相手もないという事で、体操後の水分補給もかねて、集いの場が作られました。

エリア 豊地区全域

コメント
おしゃべりが楽しみで、時間を忘れて過ごされています。ニコニコ体操の会

員様以外の参加お待ちしています。

                     

名称： さかえや

場所

(町内名)

さかえや洋品店内

（下野田町）

開催日

時 間

毎週火・金曜日以外の午後

夏季は午後 6 時ごろまで

冬季は午後 4 時ごろまで

【始まった時期・きっかけ】

さかえやさんが洋品店を閉店することになり、今までのお得意さんや、寸法直しの下請け

さんが、行くところが無くなるという事で、店主さんから場所の提供がありました。

エリア 下野田町在住の方と下野田町から越前市へ嫁がれた方の参加があります。

コメント
場所を提供されている店主の方が高齢になってきて、毎日の対応が大変になっ

てきています。少し若い人の会員が増えてきたらと言われています。

活動内容

メインは体操後のおしゃべり会ですが、

もう台所にも入らなくなった方が夏野菜

の料理やあわせ柿作り、交流会も兼ねた

バスハイクなどを楽しんでいます。今後、

小学校児童と一緒に畑つくりや伝承遊び

の会を行う予定です。

活動内容

お茶とお菓子の持ち寄りでの楽しいだん

らんの場の提供があります。目的は顔を

合わせて四方山話をしたり、みんなで笑

う事。年の差があっても上下の差のない

人たちのよりどころになっています。皆

さん楽しみにされています。
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名称： 近友倶楽部

場所

(町内名)

漆原町公民館

(漆原町)

開催日

時 間

毎月 基本的に第１・３土曜日

午後７時 30 分～９時 30 分+α

はじまった時期・きっかけ

今から約 15 年前メンバーの一人がビーズを使った小物を作りたいという声が上がり仲間

が集まりました。

漆原町

月 2 回の、ストレス発散の大事な場になっています。手も動きますが、口も

よく動き明るく楽しい雰囲気の倶楽部です。

名称： かんな会

場所

(町内名)

青武台公民館

住吉町ふれあい会館

開催日

時 間

月 4 回（木）10：00～

先生の都合で会場が住吉町ふれあい会

館になったり青武台公民館になる。

はじまった時期・きっかけ  H24．11 月

勤めも終え、家でゆっくり過ごす時間が増えたことに伴い、運動不足が気になり近所の人

数人で始まりました。

下司町、青武台周辺

今後は地区の文化祭や敬老会など発表の場にも参加していきたいとのことです。

エリア

活動内容

日頃は簡単にできる手芸作品をつくって

楽しんでいますが、これまでの活動で心

に残っているのは地震の被災地に手芸品

をお土産に、慰問に行った事です。その

他の被災地にも慰問品を届けてもらった

り送ったりした事も 4 回あります。

他に地区の文化祭にも作品展示をして

います。

エリア

活動内容

親しみやすい民謡や歌謡舞踏を楽しま

れています。かなり足腰の運動の役に立

っています。

できるだけ着物で練習ということで、

生活にメリハリもでき、楽しくお稽古を

されています。

コメント

コメント
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北中山地区

No 集いの場 開催場所

① 北中山語り部の会 落井町、北中山公民館

② 川島ごぼう研究会 川島町の畑

③ 上戸口男のサロン 上戸口公民館

④ ねむの木 川島町公民館

⑤ 中戸口井戸端 三原さん宅車庫(中戸口町)

⑥ 集団登校見守り活動 集団登校道路
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名称： 北中山語り部の会

場所

(町内名)

北中山地区公民館

(落井町)

開催日

時 間

第 1 金曜日

午後７時 30 分～

【始まった時期・きっかけ】

北中山地区には、面白い伝説、伝承がたくさんあるけれどそれらを知る人も少なくなって

きたと感じ、後世に伝えたいと思い始まりました。

エリア 北中山地区を中心に活動。

コメント 北中山地区のまちづくりにも一役買っています。

名称： 川島ごぼう研究会

場所

(町内名)

川島町の畑

(川島町)

開催日

時 間

５月～１１月

【始まった時期・きっかけ】

小学６年生対象のテーブルマナーで、市長がごぼうの伝統野菜の味に感動して、ブランド

化の提案があり活動が始まりました。

エリア 畑は川島町にあり、研究会メンバーは、地区内住民

コメント
川島ごぼうキャラクターデザインは、北中山小学校ふるさと学習の一環で子供

たちが考案したものを採用し、川島ごぼうの宣伝に一役買っています。

活動内容

北中山小学校ふるさと学習出前講座三峯

狼煙駅伝や、アジサイウォークでの語り

部活動をしています。

北中山地区の歴史と関わりのある県内外

への研修旅行をしています。。

地区外の依頼を受けることもあります。

活動内容

・ごぼうの種まきの場所づくり

・草取り等農作業

・栽培方法の勉強会

等をしています。

A コープや道の駅に出荷していま

す。

年に一度、北中山公民館で食味会を

実施しています。
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名称：  上戸口男のサロン

場所

(町内名)

上戸口公民館

(上戸口町)

開催日

時 間

第４水曜日

午前１０時～

【始まった時期・きっかけ】

福祉先進地研修に参加してサロンの必要性を感じ町内のサロンに男性が参加していなく、

既存のサロンでは、男性の参加が難しかったので男性のサロンを始めました。

エリア 上戸口町内

コメント 気軽に立ち寄れる場所です。

名称：  ねむの木

場所

(町内名)

川島町公民館

(川島町)

開催日

時 間

第１、 第３ 水曜日

午前１０時～１１時３０分

【始まった時期・きっかけ】

平成１７年８月から、井波さん、酒井さん、竹内さん、青木さんの４名が発起人となり、

歌の会ねむの木を立ち上げ活動を始めました。

エリア 川島町内

コメント
サロンでも歌を歌いますが、どちらかと言うと、おしゃべりがメインの楽しい

会です。

活動内容

昔の写真を持ち寄り自分達の子供の頃の

話をしたり、子どもの頃の地図を見なが

ら近所にいた先輩達の思い出話や、暮ら

しぶりを振り返ったり、時には、時事問

題について気の向くままおしゃべりを楽

しんでいます。

活動内容

手づくりの歌の本の中から季節に合わせ

た歌と、会員で歌いたい歌を選んで歌っ

ています。

ハーモニカや、ピアノで伴奏をするとき

もありますが、会員の年齢が上がりアカ

ペラで歌を楽しんでいます。
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名称： 中戸口井戸端

場所

(町内名)

三原さん宅車庫

(中戸口町)

開催日

時 間

フリー

【始まった時期・きっかけ】

子供達に集団登校見守り活動していて、活動終わりになんとなく井戸端が始まりました。

エリア フリー

コメント 三原さんのお人柄で気軽に立ち寄れる場所になっています。

名称： 集団登校見守り活動

場所

(町内名)

集団登校道路

各町内

開催日

時 間

小学校集団登校

【始まった時期・きっかけ】

孫が集団登校するのをきっかけに始める人が多いです。

エリア 北中山地区

コメント 孫さんが卒業しても活動を続けられている方々もいます。

活動内容

御主人の手づくりの長椅子を置き、いつ

でも誰でも声を掛け合いおしゃべりを楽

しんでいます。

移動販売場所ともなり、立ち寄り買物の

手助けにもなっています。

町内にとどまらずいろんな地域の方々の

社交の場になっている。

活動内容

子供達と一緒に通学路を歩いています。

２～３名で子供達を見守りながら歩き、

帰りはゆっくりと雑談をしながら帰って

います。

子ども達と顔見知りになり、子供達との

会話を通じ地域の大人の人の見守り活動

を体感しています。
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河和田地区

No 集いの場 開催場所

① 別司 SRC 東部児童センター(別司町)

② ゆるヨガ 河和田町会館

③ おしゃべりを楽しむ会 ビューティーサロンしばたさんの店内(椿坂)

④ 狂言クラブ ユーカルさばえ・公民館

⑤ 刀那会(となかい) 尾花町

⑥ 河和田自然に親しむ会 河和田地区

⑦ 盆栽クラブ 河和田地区

⑧ 河和田地区ゲートボール協会 河和田地区や水落町屋内ゲートボール場
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名称： 別司
べ っ し

SRC

場所

(町内名)

東部児童センター

(別司町)

開催日

時 間

毎週水曜日

午前 9 時 30 分～11 時 30 分

【始まった時期・きっかけ】

老人会のクラブ活動から始まっています。屋内で出来るのでスティックリングにしました。

エリア 別司町

コメント 皆さんの笑顔と会長さん手作りのスコアボードや名札ボードが素敵でした。

名称： ゆるヨガ

場所

(町内名)

河和田町会館

河和田町

開催日

時 間

第２・４木曜日

午後８時～９時３０分

【始まった時期・きっかけ】

平成２８年４月から。婦人会のクラブ活動だったが、婦人会の解散により消滅。有志が集

まりスタート。

エリア 河和田地区他

コメント 「興味のある方は町内外・年齢・性別問わず歓迎します」とのことです。

活動内容

プレイ前は音楽を流してリラックスして

います。

ラジオ体操から始まり、くじ引きでチーム

分けして真剣かつ楽しくプレイしていま

す。

もぐもぐタイムのおしゃべりを挟みなが

ら時間いっぱい楽しんでいます。

活動内容

メンバーの入れ替わりはあるが、現在

女性９名と町内の先生１名で活動中。

ヨガのみの集まりだが、メンバーが

揃うまでは、おしゃべりなどもしてお

り時には脱線することもあります。

ヨガが始まると皆が集中して気持ち

の良い時間を過ごしています。
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名称： おしゃべりを楽しむ会

場所

(町内名)

ビューティーサロンしば

たさんの店内 (椿坂町)

開催日

時 間

ほぼ毎日

夕方

【始まった時期・きっかけ】

夕方のお散歩仲間が、お散歩のあとに立ち話をしていたことから始まりました。

エリア 椿坂町

コメント とにかく明るくて笑顔がステキな方ばかりです。

名称： 刀那会（となかい）

場所

(町内名)

尾花町公民館

(尾花町)

開催日

時 間

不定期 ７月～９月毎週土曜日

【始まった時期・きっかけ】

町内の伝統の三社太鼓を復活させ町内のお祭りで披露しました。

エリア 尾花町

コメント 伝統行事が受け継がれ地元の方も喜んでいらっしゃいます。

活動内容

雨天などでお散歩が無い日でもメンバー

４名でお茶を飲みながら、おしゃべりを

楽しんでいます。持ち寄りで近くの公園

へお花見に出掛けることもあります。

「おしゃべりカフェまでは遠いので近場

で楽しんでいます」

活動内容

２０代～４０代の方１０名程が中心とな

り町内の子供達と、６０代の方々に習い

ながら練習を積み重ねて、毎年１０月の

お祭りに披露しています。



53

名称： 狂言クラブ

場所

(町内名)

ユーカルさばえ・公民館

河和田地区

開催日

時 間

毎月第 1 土曜日

午後 1 時 30 分～3 時 30 分

【始まった時期・きっかけ】

１１年ほど前に市学芸員の方が室町時代の狂言に越前ゆかりの「塗師」を見つけ出された

ことをきっかけに、ユネスコ遺産登録第１号の狂言を身近のものとして住民グループで始

めました。

エリア 河和田地区他

コメント 「問い合わせは 090-2036-1925 木村さんまでどうぞ」とのことでした。

名称： 河和田自然に親しむ会

場所

(町内名)

河和田地区 開催日

時 間

不定期

【始まった時期・きっかけ】

１９９２年４月発足 河和田には、たくさんの貴重な自然があり、それを守っていくために観

察などを楽しみながら活動を始めました。「この自然を未来に残したいね！」がスローガン。

エリア 河和田地区

コメント 「お問い合せ先 0778-65-0308 谷口さんまでどうぞ」とのことでした。

活動内容

身近に優れた指導者を得られた事で、地

場産業である漆器に関係する狂言です。

「塗師」を創作しています。うるしの里

の活性化事業「狂言 in かわだ」で、毎年

小学校の狂言クラブやアートキャンプの

学生、プロの狂言師などが演じています。

地区内外から観客が来られています。

活動内容

地区外の方含めて５０名弱の会員。

里山環境作りの一環でカタクリやキノ

コ・野鳥の観察会を開催。おしどりやホ

タルの保護や観察。小学校のバードウォ

ッチングクラブの指導(月 2 回)

会長から「３月末頃からカタクリの群生や

ギフ蝶が見られますのでお越しください。」
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名称： 盆栽クラブ

場所

(町内名)

河和田地区 開催日

時 間

年に数回

【始まった時期・きっかけ】

半世紀ほど前に１０年位習っていた数名が興味のある人を集めて結成しました。

エリア 河和田地区

コメント 毎年すばらしい作品を展示され、皆さんの目を楽しませてくださいます。

名称： 河和田地区ゲートボール協会

場所

(町内名)

河和田地区や水落の屋内

ゲートボール場

開催日

時 間

毎週火・木・土

午後 7 時～

【始まった時期・きっかけ】

昭和５６年ぐらいから河和田地区のクラブで結成しました。

エリア 河和田地区他

コメント 市民大会では男女優勝されています。興味のある方大歓迎だそうですよ。

活動内容

メンバー８名で５月のサツキ展、１０月

の文化祭などで作品を発表しています。

サツキ展には河和田地区以外の方も見に

来られています。

剪定の時期に集まったり、サツキ展の終

了後には総会を開き語り合っています。

活動内容

６０代～８０代の男性１４名女性１１

名、漆の里河和田・K.S クラブ・殿上ク

ラブ A.B の４チームで構成され、春・秋

の大会への出場や、コート付近の公園清

掃などをしています。

水落の屋内ゲートボール場でも交流試合

や練習をしています。
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～身近なところで仲間とワイワイ～

健康寿命ふれあいサロンは、町内の人たちが集まって、おしゃべりをしたり、介護

予防について学んだりして “ 元気で長生き ” することを目指しています。

いっしょに 楽しく集いましょう。

一覧に掲載しているサロンに関するお問い合わせ、

新たなサロンの立ち上げについてのご相談は、鯖江市社会福祉協議会(☎ 51-0091)まで。

鯖江地区

№ サロン名 町名 実施場所 開催日 開始時間

1 ザ・はなあかり 本町 4 丁目 鯖江高齢者憩いの家 第２・４火 10:00

2 宮前仲喜会 宮前 1・2 丁目 宮前１丁目ふれあい会館 第４水 13:30

3 多宝グループ 柳町 2 丁目・団地 柳町児童センター 第３火 13:30

4 住２ふれあいサロン 住吉町 2 丁目 みんなの館 鯖江 第２木 10:00

5 住吉町ひまわりの会 住吉町 3 丁目 うららの家 第１火 13:30

6 サロンさくら 桜町 桜町公民館（さくらんぼ会館） 第３水 13:30

7 有寿会 有定町 1 丁目 有定児童センター 第３火 10:00

8 ききょう 有定町 2 丁目 有定児童センター 第３火 10:00

9 さくら会（上鯖江） 上鯖江 1・２丁目 みんなの館さばえ 第２木 10:00

10 友和会 西山町 西山町公民館 第３金 13:30

11 だるま会 旭町 1 丁目・本町１丁目 鯖江公民館 第４水 13:30

12 深江町ふれあいサロン 深江町 深江町公民館 第１・２・３火 10:00

13 柳町 3・4 丁目ふれあいサロン 柳町 3.4 丁目 柳町ふれあい会館 第４月 13:30

14 ふなよんサロン 舟津町４丁目 舟津児童センター 第４水 10:00

15 やかた・さわやかサロン 屋形町 鯖江公民館 最終月 13:30

16 舟津２・３丁目なかよしサロン 舟津町２・３丁目 舟津２丁目公民館 １５日 10:00

17 永睦サロン 本町３丁目 本山誠照寺（研修室） 第３金 13:30

18 あじさい小黒町サロン 小黒町 小黒町公民館 第２火 13:30

19 住１おしゃべり会 住吉町１丁目 住吉１丁目公民館 第 3 火 13:30

20 サロン菜花の会 有定町３丁目 有定児童センター 第１・２・３月 13:30

21 ホノボノサロン 柳町 1・横江町 1.2 丁目 やなぎ・よこえふれあい会館 第２・４月 13:30

22 旭ふれあいサロン 旭町 3・４丁目 旭町４丁目公民館 第４木 13:30

23 ゆずの会 旭町２丁目 旭町２丁目公民館 第４火 13:30

24 サロンふなゴー 舟津町５丁目 舟津５丁目ふれあい会館 第４火 13:30

７ 健康寿命ふれあいサロン 一覧
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新横江地区

№ サロン名 町名 実施場所 開催日 開始時間

1 ふれあいサロン横越 横越町 横越町公民館 第２水 9:30

2 サロンやまびこ 下新庄町 下新庄公民館 第２・３火 13:30

3 ひまわりサロン 新横江１・2 丁目 新横江 2 丁目公民館 第１・２・４火 9:30

4 ふれあいサロン五郎丸 五郎丸町 五郎丸町公民館 第１水 13:15

5 東鯖江いきいきサロン 東鯖江町 東鯖江ふれあい会館 第 2・4 金 13:30

6 新町ふれあいサロン 新町 新町公民館 第３月 13:30

7 コスモスサロン 定次町 定次町公民館 第３水 9:30

神明地区

№ サロン名 町名 実施場所 開催日 開始時間

1 メロン会 鳥羽１・２丁目 ふれあいセンター鳥羽 第１月 10:00

2 にこやか友の会 水落町４丁目 烏ヶ森公民館 第２・４水 13:30

3 神中町すみれ会 神中町 神中児童センター 第４土 10:00

4 サロンほほえみ 神明町 5 丁目 鳥羽中児童センター 第２月 13:30

5 ほのぼのサロン水落町１丁目 水落町 1 丁目 水落児童館 第 2・4 月 10:00

6 野菊の会 神明町 3・4 丁目 岡野公民館 第１月 10:00

7 みゆきふれあいサロン 御幸２・４丁目 東工集会所 第２・４火 13:30

8 つつじケ丘サロン つつじケ丘町 つつじケ丘公民館 第２・４日 10:00

9
水落町３丁目健康寿命いき

いきサロン
水落町 3 丁目 烏ヶ森公民館 第 2・4 火 14:00

10 鳥羽３丁目ハッピーサロン 鳥羽３丁目 共栄集会場 第３金 10:00

11 いっぷくサロン 三六１・２丁目 三六ふれあい会館 第２金 13:30

12 幸町２丁目いきいきサロン 幸町２丁目 幸町２丁目公民館 第２土 13:30

13 田所町ふれあいサロン 田所町 田所町ふれあい会館 第１火 11:00

14 幸町１丁目サロン 幸町１丁目 幸町１丁目公民館 第２火 10:00

15 アゼリヤ会 みどり町内会 みどり会館 毎週火 13:30

16 なかよしサロン 神明町１丁目 林 絹代宅 第２土 13:30

17 御幸１・３ふれあいサロン 御幸１・３丁目/鳥羽町 御幸町中央会館 第３金 13:30

18 丸山町ふれあいサロン 丸山町 丸山町公民館 第２水 13:30

19 ２丁目にこにこサロン 神明町２丁目 神明２丁目公民館 第 4 木 10:00

20 北野２丁目なの花の会 北野町２丁目 北野町公民館 第 1 月 10:00

21 北野なごみ会 北野町１丁目 北野町公民館 第１水 10:00



57

中河地区

№ サロン名 町名 実施場所 開催日 開始時間

1 河端ふれあいの会 下河端町 下河端町公民館 毎月 1 日 13:30

2 いきいきサロンあじさい 上河端町 上河端町集落センター 第３火 9:30

3 花出いきいきサロン 中野町花出 花出コミュニテイ会館 第３月 13:30

4 ウキウキサロン 中野町出口・木引 出口・木引公民館 第４月 13:30

5 下河端仲良し会 下河端町 下河端町公民館 第２水 13:30

6 いきいき舟枝サロン 舟枝町 舟枝町公民館 第３月 9:00

7 樋口ふれあいサロン 中野町・樋口 樋口集落生活改善センター 第２土 14:00

8 スィートピーサロン 中野町・曲木 曲木児童センター 第２月 13:30

9 中野松成ふれあいサロン 中野町・松成 中野松成集落センター 第２土 13:30

10 原いきいきサロン 中野町・原 原ふれあい会館 第３金 10:00

11 新出いきいきサロン 上河端町 新出集落センター 第４木 10:00

12 橋立フラワーサロン 橋立町 橋立町公民館
第２月
第４月

10:00
13:30

13 げんきサロン青葉 橋立町・吉谷町 青葉町公民館 第４木 10:00

14 まち・さくらサロン 中野町・まち まち公民館 第１・3 水 13:30

片上地区

№ サロン名 町名 実施場所 開催日 開始時間

1 すみれ会 南井町 南井町集落センター 第４水 13:30

2 ぼたん 大野町 大野町集落センター 第４水 13:30

3 ふれあいサロン乙坂今北 乙坂今北町 乙坂今北公民館 第１金 10:00

4 サロン秋桜 吉谷町 吉谷町公民館 第２水 13:00

5 やまつばきサロン 別所町 別所町集落センター 第１金 13:30

6 四方谷町いきいきサロン 四方谷町 四方谷町公民館 第１火 13:30

立待地区

№ サロン名 町名 実施場所 開催日 開始時間

1 さつき会 米岡町 吉江米岡ふれあい会館 第１月 10:00

2 せせらぎ会 糺町 糺町コミセン・上下杉本 第４火 10:00

3 石田むつみ会 石田上町 石田上農村ふれあい会館 第１水 10:00

4 明光会 石田下町 本楽寺 第３火 10:30

5 サロンじゃぼんこ 杉本町 糺町コミセン・上下杉本公 第４火 10:00

6 さくら会 糺 糺町 糺町コミュニティセンター 第２火 13:30

7 ほほえみサロン 吉江町 吉江中公民館 第１・３木 13:30

8 糺ニュータウンふれあいサロン 糺町 糺集会所 第２火 10:00

9 サロンひまわり 石田下町 石田下町公民館 第１・３金 10:00

10 中杉本いきいきサロン 杉本町 中杉本公民館 第２火 13:30

11 ピース会 入・平和台 入・平和台公民館 第３日 13:30
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吉川地区

№ サロン名 町名 実施場所 開催日 開始時間

1 華ふれあいサロン 冬島町 冬島町ふれあい会館 第２木 10:00

2 サロンすこやか 川去町 川去町集落センター 第４月 9:30

3 ひらい生き行き広場 平井町 平井児童センター 第３木 10:00

4 あずまふれあいサロン あずま町内会 あずま町公民館 第２木 13:30

5 西和町ニコニコサロン 西和町内会 西和町公民館 第１・３日 10:00

6 いきいきサロンあしたば 熊田町 熊田町ふれあい会館 第１・３金 13:30

7 大倉いきがいサロン 大倉町 大倉町ふれあい会館 第２火 10:00

8 いずみサロン 小泉町 小泉町集落センター 第２月 9:30

9 二丁掛ほっこりサロン 二丁掛町 天谷丹右ェ衛門様宅 第 3 火 13:30

豊地区

№ サロン名 町名 実施場所 開催日 開始時間

1 豊むつみ会 下野田町 下野田町公民館 第４火 10:00

2 あやめ会 下司町 下司町公民館 第３金 10:00

3 とりい鳥さくら会 鳥井町 鳥井町公民館 第３水 13:30

4 なごみ会 当田町 当田町公民館 第２水 10:00

5 石生谷町ひまわり会 石生谷町 石生谷町公民館 第２木 13:30

6 うぐいすサロン 漆原町 漆原公民館 第３火 10:00

7 なごやかサロン下氏家 下氏家町 下氏家町集落生活改善センター 第２火 or 木 13:30

8 ほやほやサロン 上野田町 上野田集落生活改善センター 第３金 10:00

9 岡山シニアサロン 上氏家町 上氏家町公民館 第３木 13:30

北中山地区

№ サロン名 町名 実施場所 開催日 開始時間

1 寿会 戸口町 戸口児童センター 第２・４火 13:30

2 いきいきいそべ 磯部町 磯部集落改善センター 第１水 13:00

3 親和会 中戸口町 中戸口公民館 第２水 9:30

4 川島健康寿命ふれあいサロン 川島町 川島町公民館 第２・４水 10:00

5 サロン野菊の会 上戸口町 上戸口集落センター 第４木 10:00

6 いきいきサロン落井 落井町 落井町公民館 第３火 9:30

7 松成町ふれあいサロン 松成町 松成町公民館 第３木 10:00

河和田地区

№ サロン名 町名 実施場所 開催日 開始時間

1 うすずみ会 上河内町 上河内ふれあい会館 第１月 13:30

2 花つばき会 西袋町(椿坂) 椿坂町公民館 第１水 13:30

3 いきいきサロン片山 片山町 片山町公民館 第４金 10:00

4 笑みのわ 北中町 北中町ふれあい会館 第３火 13:30

5 河和田町レインボーサロン 河和田町 河和田町会館 第４土 13:30

6 いきいきサロン別司 別司町 東部児童センター 第３木 10:00

7 八重桜 東清水町 東清水町公民館 第１水 13:30

8 うすずみ桜 沢町 沢町公民館 第４水 10:00
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８ 鯖江市地域支え合い推進員

高齢化が進み、独居高齢者や高齢者世帯、要介護者・認知症高齢者が増加してきてい
ます。介護ニーズの増大と担い手不足が進む中、国は地域支え合いの体制づくりのため、

全国の市町村に地域支え合い推進員を配置することとしました。

鯖江市も地域支え合い推進員をＨ29 より配置
第１層（市内全域担当 ２名） 市社協 1 名、地域包括支援センター1 名
第２層（各地区担当１０名）  地区公民館に配置（まちづくりの拠点♪）

地域支え合い推進員の役割

高齢者の生活支援サービスや地域支え合いの体制づくり
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令和２年３月 はっけん！！


