
よしかわだより 1月号 

吉川地区頤人口 7,┗┙┙人 世帯数  ┙,┙┘┘世帯 

┏男┚,┛7┘ 女┚,├├┘☎      ℡┘┙月１日現在◁外国人含む☎ 
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新春の舮あい芍つ 
鯖江市成人式鯖江市成人式鯖江市成人式鯖江市成人式    

鎖成┚┗裟１月⒐日┏日┐  

 鯖江市文化センタ▷霤遘 

 ┘┚：┗┗～┘┛：┗┗  

吉川地区新成人頤つ閻い吉川地区新成人頤つ閻い吉川地区新成人頤つ閻い吉川地区新成人頤つ閻い    

    式典終了後 吉川公民館大ホ▷ル霤遘 

┘┛：┚┗～ 受付 

┘├：┗┗～┘7：┗┗頃終了  

参加費 ┘,├┗┗円℡記念写真代☎ 

小学校⒏裟生頤担任頤先生＝お招きし兔嚮ニ 

同窓会＝開催します冉ビンゴゲ▷堙もあ《ます 

 

申込鬮不要扈す頤扈兔当日参加も扈きます冉 

皆さぁぜひい〉し遘下さい冉 

 

日 時 1月鰈0日鰺土鯲 

    午前鰆鰌時～鰆鰈時 

場 所 吉川公民館 調理室 

対 象 吉川小学校1～鰮裟生 

参加費 鰄鰌鰌バ 

持━物 ┿こみンれ』オほれ¡角巾れ 

    入┬物(持━帰┪用鯲 

唄 付 鎖日鰤時～鰆鰛時 土曜日鰤時～12時  

    (吉川公民館┞┇鯲 

 

台 参加費┲添え┆フ学期初┡┋小学校┇配布 

 ビ┬┫申込┟書┋記入ブ┆ジ申込┟く─ビいﾏ 

  

 先着鰈鰌名鰺定員┋┊┪次第ﾎ締┡ε┪鯲 

  

 ¬学裟鰺鰆～鰒裟生鯲┎参加┋┏必ペ保護者 

 ┎方┎ジ付ゾ添い┲ジ願いい〞ブ┞ベﾏ 

福井┎冬┈いえ┐ﾘ水┨うズ┳ﾙ 

吉川公民館┇水┨うズ┳作┪┲┞ブ┧う♪ 

ジ┈┢─━┲ビ｠┃┆┟┳┊┇楽ブく作┪ 

┞ブ┧う！ 

吉川地区事故件数吉川地区事故件数吉川地区事故件数吉川地区事故件数[[[[００Ⅺ００００Ⅺ００００Ⅺ００００Ⅺ００～～～～００Ⅺ０Ⅻ００Ⅺ０Ⅻ００Ⅺ０Ⅻ００Ⅺ０Ⅻ¥¥¥¥            

            人身事故人身事故人身事故人身事故    ００００件件件件    

            物損事故物損事故物損事故物損事故    ０Ⅻ０Ⅻ０Ⅻ０Ⅻ件件件件    

昨年昨年昨年昨年葈葈葈葈今今今今葈葈葈葈時期時期時期時期軏りも軏りも軏りも軏りも焄焄焄焄事故事故事故事故がががが増増増増えていまえていまえていまえていま

すすすす煜煜煜煜日暮日暮日暮日暮れもれもれもれも早早早早くくくく視界視界視界視界葈葈葈葈悪悪悪悪いいいいdededede月月月月蒴蒴蒴蒴特特特特にににに    

運転運転運転運転にににに注意注意注意注意しししし焄焄焄焄赶とりをもって赶とりをもって赶とりをもって赶とりをもって出掛出掛出掛出掛けまけまけまけま    

し﨣うし﨣うし﨣うし﨣う！！！！    

 あ綮ま茣遘硼）扈釁う舮苒いますあ綮ま茣遘硼）扈釁う舮苒いますあ綮ま茣遘硼）扈釁う舮苒いますあ綮ま茣遘硼）扈釁う舮苒います冉冉冉冉    吉川地区吉川地区吉川地区吉川地区頤頤頤頤皆様皆様皆様皆様

に硼稱「ま茣遘鬮に硼稱「ま茣遘鬮に硼稱「ま茣遘鬮に硼稱「ま茣遘鬮兔兔兔兔ますます舮ますます舮ますます舮ますます舮健勝健勝健勝健勝に遘に遘に遘に遘新春新春新春新春を硼を硼を硼を硼迎迎迎迎え頤翔釁釁硼え頤翔釁釁硼え頤翔釁釁硼え頤翔釁釁硼

慶慶慶慶びびびび申申申申茣茣茣茣上上上上綟ます綟ます綟ます綟ます冉冉冉冉    

    旧年中旧年中旧年中旧年中鬮鬮鬮鬮公民館事業公民館事業公民館事業公民館事業にににに格別格別格別格別頤頤頤頤御理解御理解御理解御理解釁釁釁釁御協力御協力御協力御協力をををを賜賜賜賜《《《《兔兔兔兔    

心心心心よ《硼よ《硼よ《硼よ《硼礼申礼申礼申礼申茣茣茣茣上上上上綟ます綟ます綟ます綟ます冉冉冉冉    

    本年本年本年本年〔〔〔〔兔兔兔兔地域地域地域地域頤ふ「あい頤頤ふ「あい頤頤ふ「あい頤頤ふ「あい頤場場場場釁茣遘釁茣遘釁茣遘釁茣遘兔兔兔兔多多多多く頤く頤く頤く頤方々方々方々方々にににに御利用御利用御利用御利用    

い諞譁綮》ようい諞譁綮》ようい諞譁綮》ようい諞譁綮》よう職員一同努力職員一同努力職員一同努力職員一同努力茣遘茣遘茣遘茣遘参参参参《ます頤扈《ます頤扈《ます頤扈《ます頤扈兔兔兔兔何卒何卒何卒何卒よ」茣くよ」茣くよ」茣くよ」茣く    

硼硼硼硼願願願願い茣ますい茣ますい茣ますい茣ます冉冉冉冉    

                                                                    吉川公民館吉川公民館吉川公民館吉川公民館    

                                                                        職員一同職員一同職員一同職員一同    

アドレスQRコード 

 男┎料理教室┲開催ブ┞ベﾏ普段料理┲ビ┬男┎料理教室┲開催ブ┞ベﾏ普段料理┲ビ┬男┎料理教室┲開催ブ┞ベﾏ普段料理┲ビ┬男┎料理教室┲開催ブ┞ベﾏ普段料理┲ビ┬

┊い方┇┢簡単┋作┬┫とニュろ┇ベﾏ時間┲┊い方┇┢簡単┋作┬┫とニュろ┇ベﾏ時間┲┊い方┇┢簡単┋作┬┫とニュろ┇ベﾏ時間┲┊い方┇┢簡単┋作┬┫とニュろ┇ベﾏ時間┲

ズデペ┋ﾎ減塩┇野菜〞┃┗┪┎健康料理┲作ズデペ┋ﾎ減塩┇野菜〞┃┗┪┎健康料理┲作ズデペ┋ﾎ減塩┇野菜〞┃┗┪┎健康料理┲作ズデペ┋ﾎ減塩┇野菜〞┃┗┪┎健康料理┲作

┪┞ベﾏ皆ビ┳ﾎポひパ参加½ビいﾏ┪┞ベﾏ皆ビ┳ﾎポひパ参加½ビいﾏ┪┞ベﾏ皆ビ┳ﾎポひパ参加½ビいﾏ┪┞ベﾏ皆ビ┳ﾎポひパ参加½ビいﾏ 

▽日 時 1111月月月月    20202020日鰺土鯲日鰺土鯲日鰺土鯲日鰺土鯲 

  午後鰮時鰒鰌δ～鰤時 

((((台台台台10101010δ前┞┇┋ジ集┞┪く─ビいδ前┞┇┋ジ集┞┪く─ビいδ前┞┇┋ジ集┞┪く─ビいδ前┞┇┋ジ集┞┪く─ビい))))    

▽会 場 吉川公民館 調理室 

▽材料費 一人 鰄鰌鰌バ 

▽定 員 鰈鰌名(定員┋┊┪次第 

    締┡ε┩ボ┆い〞─ゾ┞ベ) 

▽申込┟ 材料費┲添え┆ﾎ 

   鰆月12日(蕚)┞┇┋吉川公民館┘ジ申込┟

½ビいﾏ 

   ジ電話┇┎ジ申込┟嬰鰺℡62－1020鯲 

▽持━物 ┿こみンれ手拭』オほれ¡角巾 

メニュ. 

-礼飯 

-サバ缶バ.グ 

-小松菜と納豆のい荢り 

 詰め焼き 

-荿ん福ん禔り禔り 

-具だく神ん味噌汁 

日 時 ⒋⒋⒋⒋月月月月┘┗┘┗┘┗┘┗日日日日℡℡℡℡土土土土☎☎☎☎    

11/26鰺日鯲吉川公民館多目的ホろ

ほ┋┆ﾎニュろ]たろを大会ぇへこほ

ソくぇバまろゼ行わ┬┞ブ〞ﾏ 

鰆鰌チろてゼ参加ビ┬ﾎ接戦ゼ繰┪

広ド┩┬┞ブ〞！ 

今裟┏あジい町ゼ優勝ビ┬┞ブ〞ﾏ

ジ┡┇┈うパピい┞ベﾏ 

 

    優勝優勝優勝優勝    あジい町あジい町あジい町あジい町    

    次勝次勝次勝次勝    鎖井町鎖井町鎖井町鎖井町    

    鰒∨鰒∨鰒∨鰒∨    西和町ハ会西和町ハ会西和町ハ会西和町ハ会    

受 付：午後６時 開始：午後６時⒌０分 

場 所：吉川公民館┘階 調理室 

対 象：吉川地区住民 先着 ⒋０名 

持ち物：エプロン・手拭きタオル・三角巾 

申込み：吉川公民館 

 2回目┎健康料理教室┲開催ブ

┞ベﾏ手軽┋簡単┋┇ゾﾎ今話題

┎サバ缶┲使┃〞とニュろ┢あ┪

┞ベﾏふ┫┃┆パ参加½ビいﾏ 

 鰆鰆月鰈鰮日鰺日鯲吉川地

区健康れ福祉く┾アゼ開催ビ

┬┞ブ〞ﾏ健康┋関ベ┫けろ

]┇┏参加ビ┬〞皆ビ┳ゼ

各 々 ┋ 気 ┋ ┊ ┫ ┈ バ ┭ ┲

チ┾｠クブ┆い┞ブ〞ﾏ手洗い┇汚┬ゼゾ━┳

┈嘘┬┆い┫ズ┎手洗いチ┾｠クれ体┎バふン

]ゼ嘘┬い┆い┫ズ┎体幹チ┾｠クやﾎ自δ┎

血管裟齢┲確認ブ〞┪┈ﾎ皆ビ┳｠┎結果┋一

喜一憂ビ┬┆い┞ブ〞ﾏ 

 ┞〞ﾎ今裟┏食生活改善推進員ビ┳┋┨┫試

食会ゼあ┪ﾎ適度┊塩δ濃度┇作┩┬〞┟｠汁

┈ﾎ[にガイな┎い┢┢━ゼふ┫┞わ┬┞ブ

〞ﾏ┨━┨━運動会┋参加ビ┬〞小ビ┊子┉┢

〞━┇┢食┙┩┬┫とニュろ┇大変喜┐┬┆い

┞ブ〞ﾏ 

12/2鰺土鯲クへ]ち]┎つニへろ]┈つニ

をへろ作┪┲ブ┞ブ〞ﾏ吉川小学校┎児童鰈鰥

人ゼ参加ブ┆く┬┞ブ〞ﾏ 

クふくぇバンぉ┇作┃〞へろ]やをへろ┎土

影┋思い思い┎飾┪┲┄デ┆ﾎ┈┃┆┢ズわい

く仕¿ゼ┪┞ブ〞ﾏジ家┇飾┃┆½ビい┍♪    



会場鬮衛川公民館 ⒊階大ホ▷ル扈す  

日  程 内   容 

⒋月 16 日 ℡蕚☎ 

午前⒊⒉時～ 

♪楽しいコンサ▷ト♪ 

⒌月 ⑵日 ℡蕚☎ 

午前⒊⒉時⒌⒉分～ 

ベビ▷タ〞チンヵ 

 

★いつ扈〔参加扈箙ます龝兔準備頤都英〔あ《ます 

頤扈兔睢》―く事前霤舮連絡下芍い冉  

★お子芍ぁ頤必要睢〔頤鬮各自お持ち下芍い冉 

┏オ堙ゔ◁嚮ルヮ睢閻┐ 

★ 喩喩サン交流会霤舮意見や希望内容龝 

あ《ました〉 衛川公民館ー舮連絡下芍い 

悗お問い英わせ先捩 衛川公民館 ６⒋－⒊⒉⒋⒉ま扈 

〈ち〈ち〈ち〈ち〈ち〈ち〈ち〈ち運動会運動会運動会運動会        

    

００Ⅺ０▃ 葈猪健康福祉飯鉙鈊獷荿英わせ罇猪軏ち軏ち膰動会獷釞 

開催禔諟禔た煜 

属曜属葈開催羽あ綠罇焄お父神釭臉譿一緒荿応援禛遧姿譿見﨤 

郞諟禔た煜子供臉葈成長釞見守逸荢益﨤葈焄楽禔い膰動会羡禔 

た菶♪ 

優禔い雰囲気葈膰動会煜保護者及び﨨タ鏸飯葈皆様礼協力 

あ逸益羽う礼祥い諟禔た煜 

  

 

 

吉川公民館埼朔毎月入園前昨採子さ珊碕親燦対象削いろいろ作事業燦行っ崎い擦す甑θǖ月朔採休札し擦すχ 

     ǘ月栽ら昨事業燦採知らせし擦す昨埼腰採誘いあわせ昨琢腰採気軽削御参加託さい甑 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

    

 

属-曜属 公民館等主催-共催 自主鋙!.餧-文化講座等 各種団体活動 

０ 月 休館属[元賊¥     

０ 火 休館属     

　 水 休館属     

▁ 木   花柳 ¬鉷 銧\鉧鋐 衛川禛蕓遧 ｗ‰ｔ… 綱衛 属舞鋗\飼 榎葈舞   

▂ 蕚   子育罇﨨魲鉀! 靏隆鮏ン隆ン 葈び葈び﨨隆"鏸鏆 衛川睆﨤譓睆   

▃ 土   

珠算 花柳 鉑ン鋻鉙! 顥ュ鈊靍.隆 﨨少剣膺 衛川ＳＶＣ 禔﨣礰﨤 

楽音倶楽部 

  

▄ 属 成人式-新成人葈緖茁い     

▅ 月 休館属[成人葈属¥     

▆ 火 休館属     

０Ⅻ 水   

珠算 民謡緖緖福 﨨少剣膺 衛川 SVC 太極拳 錡!靏.銧\鉧鋐 

愛瓢会 佳美会 

  

００ 木   花柳 ¬鉷 銧\鉧鋐 衛川禛蕓遧 ｗ‰ｔ… 綱衛 属舞鋗\飼 榎葈舞 体育協会理事会 

００ 蕚   絵画 子育罇﨨魲鉀! 靏隆鮏ン隆ン 秋桜会   民生委員会 

０　 土   

珠算 花柳 鉑ン鋻鉙! 顥ュ鈊靍.隆 﨨少剣膺 衛川ＳＶＣ 禔﨣礰﨤 

衛川睆﨤譓睆 楽音倶楽部 

お正月膩び釞楽禔譿う会 

[衛川小-青少協¥ 

０▁ 属 

 

    

０▂ 月 高齢者手芸 

書膺[子¥太極拳 﨨少剣膺 綱衛 ｗ‰ｔ… 編物 顥.﨨飯! 着付 

民踊 

  

０▃ 火 休館属 

 

  

０▄ 水   

珠 算  民 謡 緖 緖 福  﨨 少 剣 膺  衛 川 SVC 茶 膺  写 真  太 極 拳       

隝鐱メ#銧\鉧鋐 佳美会 

愛育会 

０▅ 木   花柳 ¬鉷 銧\鉧鋐 衛川禛蕓遧 ｗ‰ｔ… 綱衛 属舞鋗\飼 榎葈舞   

０▆ 蕚 靍.飯靏.﨨閒鉀 絵画 子育罇﨨魲鉀! 詩榎 靏隆鮏ン隆ン 葈び葈び﨨隆"鏸鏆   

０Ⅻ 土 

ちび綠礰靑鑈鈺錡鉑  

男葈料理 

珠算 花柳 顥ュ鈊靍.隆 﨨少剣膺 衛川ＳＶＣ 禔﨣礰﨤      

衛川睆﨤譓睆 

  

００ 属 休館属     

００ 月   

書膺[子¥太極拳 﨨少剣膺 綱衛 ｗ‰ｔ… 編物 顥.﨨飯! 着付 

民踊 

  

０　 火   衛川ＳＶＣ 衛川禛蕓遧 禔﨣礰﨤   

０▁ 水   珠算 民謡緖緖福 﨨少剣膺 衛川 SVC  太極拳 錡!靏.銧\鉧鋐 区長会 

０▂ 木   

花柳 ¬鉷 銧\鉧鋐 生花 衛川禛蕓遧 ｗ‰ｔ… 綱衛 属舞鋗\飼 

榎葈舞 

  

０▃ 蕚   

絵画 子育罇﨨魲鉀! 詩榎 靏隆鮏ン隆ン 葈び葈び﨨隆"鏸鏆 秋桜会 

衛川睆﨤譓睆 

 

０▄ 土 

諸そ作逸講習会楨 

子茁譿華膺  

珠算 花柳 顥ュ鈊靍.隆 﨨少剣膺 衛川ＳＶＣ 禔﨣礰﨤 鉑ン鋻鉙! 

衛川睆﨤譓睆  

  

０▅ 属 

体協﨨魵.鐱葈祭典 

[﨩鏸鏞顗.¥ 

諸そ作逸講習会﨔 

    

０▆ 月   

書膺[子¥太極拳 﨨少剣膺 綱衛 ｗ‰ｔ… 編物 顥.﨨飯! 着付 

民踊 

  

　Ⅻ 火 休館属     

　０ 水   珠算 民謡緖緖福 﨨少剣膺 衛川 SVC  太極拳 隝鐱メ#銧\鉧鋐   

ボカシ配布について 

de月ec属☃水☞荿髜銧錡益届い罇い諟禛煜 

年末年始 ００Ⅺ０▆[蕚¥～dⅪf[水¥諟羡蒴 

休館属羽荢逸諟禛葈羡焄お早目荿髜銧錡釞

取逸荿来罇下神遧様焄礼協力お願い禔諟禛煜 

玽親子で楽しむ えい礼‚„クリスマス珉 

★サンタ神んに会えたよ ★ 

12/15(蕚)┎クリスマス会┏ﾎ┏プ┡┆┎企画 

ﾘ親子┇楽ブ┠ 英語鵯鵺クリスマスﾙ┲行いﾎ英語┋ 

親ブ┟┊ゼ┩絵本┲見た┪・英語┇手膩び┲ブ┞ブた┨ﾏ 

そ┎後ﾎ子┉┢達┏サン』ビ┳ズ┩ﾎプレゼント┲┢┩いﾎ 

大喜び┇ブた！ 

★開放学校〈《お知〉せ★ 

年末年始⒊⒋/⒋⑴℡木☎～⒊/⒍日℡木☎ま扈開放学校頤利用鬮 

扈箙ませぁ 

睢お兔衛川小学校体育館霤器械運動頤授業頤た）鉄棒や 

喩〞ト龝設置芍「遘います頤扈兔開放学校日瞿頤注意事項＝ 

舮確瞼下芍い冉〈」しくお願いします冉 

健康健康健康健康飯鉙鈊飯鉙鈊飯鉙鈊飯鉙鈊葈葈葈葈測定結果測定結果測定結果測定結果軏逸軏逸軏逸軏逸    

    

健康飯鉙鈊荿蒴焄たく神釭葈方荿礼参加頂

睆あ逸益羽う礼祥い諟禔た煜 

衛川地区葈担当保健師神釭益焄測定葈結果

釞分析禔罇下神い諟禔た軏煜参考諟羡荿-- 

ﾜ男性┎方ﾝ 

体重┏重く┊いけ┉体脂肪率┎高い 

ﾘﾘﾘﾘ肥満型肥満型肥満型肥満型ﾙﾙﾙﾙゼ多い傾向┇ベﾏ 

ﾜ女性┎方ﾝ 

筋肉量ゼ少┊┡目┊ﾘﾘﾘﾘ膰動不足型膰動不足型膰動不足型膰動不足型ﾙﾙﾙﾙゼ 

多い傾向┇ベﾏ 

バ┎冬┢寒ビ┋負けペﾎ健康┋過パブた

い┢┎┇ベ┍ﾏ 


