
  

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

   

 

 

  

   

 

 

  

  

  

  

 

 

  

  

 

   

 

   

 

   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

豊地区の世帯数及び人口 

（9 月１日現在） 

世帯数 1,641 戸（前月比 4 戸増） 

人 口  4,700 人（前月比 2 人増） 

１０月の花 コスモス 

花言葉：乙女の真心 

    調和 美麗 

豊公民館 平成２9 年９月２5 日 発行 

住 所：〒916-0073 鯖江市下野田町 26-8-1  

T E L：0778-62-1011 FAX 0778-62-3018 

メール：SC-CC-Yutaka@city.sabae.fukui.jp 

Ｈ Ｐ：http://www.city.sabae.fukui.jp/pageview.html?id=722 

平成２９年１０月号 

第第第第 39393939 回豊公民館長回豊公民館長回豊公民館長回豊公民館長・・・・豊地区体育協会長杯豊地区体育協会長杯豊地区体育協会長杯豊地区体育協会長杯    

ソフトボールソフトボールソフトボールソフトボール大会大会大会大会    結果結果結果結果    

    9 月 3 日(日)西公園グランドで 10 チームが参加して熱

戦が繰り広げられました。結果は以下の通りです。 

    優  勝  上 野 田 町  

次  勝  下 野 田 町 B 

３  位  和 田 町・下 司 町 

 

豊剣道教室豊剣道教室豊剣道教室豊剣道教室    入賞おめでとうございました！ 

第第第第 44446666 回福井県少年少女剣道錬成武生大会回福井県少年少女剣道錬成武生大会回福井県少年少女剣道錬成武生大会回福井県少年少女剣道錬成武生大会    
（敬称略）    

・・・・４４４４年生以下男子年生以下男子年生以下男子年生以下男子    ＣＣＣＣブロックブロックブロックブロック    

２２２２位位位位    鈴木稜麿鈴木稜麿鈴木稜麿鈴木稜麿（（（（豊小豊小豊小豊小 4444 年年年年））））    
     

↑アトラクションでは、かわいい、

ゆたかこども園児による歌やおど

りなど、「 憩
いこい

」による歌謡ショー、

「みすじ会」による民謡と三味線の

演奏、婦人福祉協議会の「豊むかし

むかし」のスライドなど、楽しいひ

と時をすごされました。 

●福井県内では、今年に入り特殊詐欺の被害が多発しています！ 

架空請求詐欺の被害が急増しています。特殊詐欺の被害者は高齢者が多いとのイメージ

ですが、最近は２０歳代から５０歳代までの方が被害に遭うケースが目立っています。 

架空請求詐欺を見破るキーワードは、「有料サイト料金が未納」「民事訴訟の手続きに移

行する」「コンビニへ行け」です。この３つのキーワードが出てきたら、詐欺だと思って、

警察に相談してください！！また、ご家族や友人など、多くの方に伝えていただきます

よう、よろしくお願いいたします。  

●８月２９日から９月７日までの間に、交通死亡事故が５件発生し、９月７日「交通死亡

事故多発警報」が発令されました。交通事故を防止するため、次のことに注意してくだ

さい。①早めにライトを点灯し、ハイビームを活用しましょう②スピードを控え、前を

よく見て運転しましょう③車に乗る時は、全席シートベルト、チャイルドシートを着用

しましょう④体調が優れない時は、運転を控えましょう⑤夜間外出する時は、反射材を

着用しましょう。 【豊駐在所 電話：62-3079】 

９月９日（土）豊地区敬老会が豊公民

館において 170 名の参加で盛大に開催さ

れました。 

多くの来賓が見守る中、厳かに式典が

行われ、昼食後はアトラクションを楽み

充実した一日でした。お体に気を付けて、

来年も元気なお顔を見せてくださいね。

前日からの準備等、ご協力頂いたスタッ

フの皆さん、ありがとうございました。 

○主催：豊地区区長会 豊公民館 

○共催：豊まちづくり推進協議会  

健康福祉委員会 

豊地区敬老会開催されました！ 

喜寿を代表して、鳥井町の四本木凉子さん

が記念品を受け取りました。 

全身をほぐし、心も体もすっきりする健康体操

教室を開催します。体操で、「もやもや」も吹き

飛ばしましょう！ 

【詳しくは 10/25 配布のチラシをご覧ください】 

◎１１月２０日（月）から毎週月曜日４回 

◎豊公民館 小ホール ◎午後７時～ 

◎主催 豊公民館 

 ☆☆☆☆文化祭文化祭文化祭文化祭のののの為為為為10/2610/2610/2610/26午後午後午後午後5555時時時時～～～～29292929日日日日までまでまでまで豊公民豊公民豊公民豊公民

館館館館全館全館全館全館のののの使用使用使用使用がががができませんできませんできませんできません。。。。    

☆☆☆☆選挙選挙選挙選挙のためのためのためのため日程日程日程日程のののの変更変更変更変更があるがあるがあるがある場合場合場合場合がありまがありまがありまがありま

すすすす。。。。ごごごご了承願了承願了承願了承願いますいますいますいます。。。。    

    

日 曜日 行　　事　　名

1 日 休館日（三床山登山道整備）

2 月

3 火

4 水 区長会例会

放課後子ども教室

子育て支援「にこにこ運動会」

ゆたかっこ

6 金 放課後子ども教室

7 土

8 日 豊健康の日

9 月 休館日（体育の日）

10 火 休館日

愛育会役員会

介護予防いきいき講座

放課後子ども教室

女性協議会

ゆたかっこ

13 金 放課後子ども教室

14 土 豊寿会体育大会

休館日

古里をのろしでつなごう

16 月

17 火

18 水

放課後子ども教室

ゆたかっこ

放課後子ども教室

愛育会支部長

21 土 豊の宝めぐりウォーク

22 日 休館日（衆議院議員選挙）予定

23 月

24 火

寄せ植え教室

介護予防いきいき講座

放課後子ども教室

ゆたかっこ

文化祭会場準備

27 金 文化祭準備

花舞クラブ（生花）・子ども煎茶教室

文化祭前夜祭

29 日 文化祭

30 月

31 火 休館日

＊都合により変更する場合もありますのでご了承下さい

土28

日15

水25

木26

木19

金20

木12

１０ 月 行 事 予 定 表

木5

水11



 

  

  

 

 

 

   

 

  

 

 

  

  

   

 

  

   

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

   

  

 

  

 

  
 

  

 

 

 

 

 

 

【日【日【日【日    時】時】時】時】    １０月１０月１０月１０月８８８８日日日日((((日日日日))))    午前午前午前午前８時３０分～午後１時８時３０分～午後１時８時３０分～午後１時８時３０分～午後１時    

【会【会【会【会    場】場】場】場】    豊公民館・三床山豊公民館・三床山豊公民館・三床山豊公民館・三床山    

【主 催】豊まちづくり推進協議会（健康・福祉委員会）【問合先】豊公民館 

【共 催】豊地区青少年育成協議会・豊地区愛育会・豊地区体育協会 
    

「「「「トリックトリックトリックトリック    オアオアオアオア    トリートトリートトリートトリート大作戦大作戦大作戦大作戦」」」」    

みんなでハロウィンの仮装をしてお菓子をもらい

にいこう！お店や「110 番の家」をまわるよ。 

一緒に会場の飾りつけをしてくれる方も募集中！ 

（詳しくは全戸配布のチラシを見てね） 

花花花花のコンテストのコンテストのコンテストのコンテスト作品募集作品募集作品募集作品募集    

個人対象「寄せ植え部門」の作品募集！ 

趣味趣味趣味趣味のののの作品作品作品作品    

皆さんの趣味の手芸品や工芸品など、なんでも 

結構です。出品してみませんか？ 

ジャンボジャンボジャンボジャンボ巻巻巻巻きずしきずしきずしきずし    

息を合わせて 50 名で長―い巻きずしに挑戦！ 

赤赤赤赤ちゃんのちゃんのちゃんのちゃんの写真写真写真写真展展展展    

「ゆたかっこ」達の写真展を開催します。 

＊手型足型（8 月 3日開催）も展示します。 

そのそのそのその他他他他イベントイベントイベントイベント盛盛盛盛りだくさんりだくさんりだくさんりだくさん！！！！！！！！    

日日日日    時時時時    １０月２８日１０月２８日１０月２８日１０月２８日((((土土土土))))午後２時～午後２時～午後２時～午後２時～    

            ２９日２９日２９日２９日((((日日日日))))午前９時～午前９時～午前９時～午前９時～    

場場場場    所所所所        豊公民館豊公民館豊公民館豊公民館    全館全館全館全館    

 日頃公民館を利用している講座生・団体等の成果

発表の場です。ぜひご家族おそろいでお越しくださ

い。前夜祭（10/28）にハロウィン仮装ウォーク「ト

リック オア トリート大作戦」を開催します。豊

地区がゴーストタウンになるかも… 
 

【【【【日日日日    時時時時】】】】    １０１０１０１０月月月月１１１１4444 日日日日((((土土土土))))    ９９９９時時時時からからからから    

【【【【場場場場    所所所所】】】】    豊公民館豊公民館豊公民館豊公民館        多目的多目的多目的多目的ホールホールホールホール    

○○○○参加申参加申参加申参加申しししし込込込込みはみはみはみは、、、、豊寿会町内役員豊寿会町内役員豊寿会町内役員豊寿会町内役員におにおにおにお願願願願いいいい

しますしますしますします。。。。皆様皆様皆様皆様のののの参加参加参加参加をおをおをおをお待待待待ちしていますちしていますちしていますちしています。。。。    

～豊地区子育て支援ネットワークより～ 

 
 

赤ちゃんもお家の人と一緒に参加できます。 

みなさんの参加お待ちしています。 

【日 時】 １０月５日(木) ９：３０～受付 

【会 場】 豊公民館 中ホール 

【対 象】 入園前の親子 

【参加費】 子ども 1 人 100 円（お菓子、保険） 

女性ネットワーク より 

バザーのごバザーのごバザーのごバザーのご協力協力協力協力    

今年も文化祭でおいしいバザーを用意

しています。 

・う ど ん 350 円 

・手打ちそば 450 円 

・ぜんざい  300 円です。 

区長さんを通してバザーの前売り券

を販売します。 

ぜひご協力お願いいたします。 

        

    「第「第「第「第 11111111 回回回回    古里をのろしでつなごう」古里をのろしでつなごう」古里をのろしでつなごう」古里をのろしでつなごう」    

 ふるさとの山「三床山」の秋のイベントとして下記の

とおり行います。歴史ロマンに触れる内容で、山登りを

兼ねて気軽に参加してみませんか。 

 [[[[日時日時日時日時]]]]     １０月１５日(日) 8 時 30 分～12 時頃 

 [[[[集合集合集合集合]]]]  8 時 石生谷町公民館  

 [[[[場場場場所所所所]]]]  三床山頂上 

 [[[[内容内容内容内容]]]]  ①法螺吹鳴 

②歴史講話「山城の楽しみ方」 

講師 鯖江市文化課 主任 深川義之氏 

③のろし点火 

 [[[[主催主催主催主催]]]]  三床山を愛する会  

[[[[後援後援後援後援]]]]  豊地区区長会、豊公民館 

  詳しくは回覧チラシをご覧ください。詳しくは回覧チラシをご覧ください。詳しくは回覧チラシをご覧ください。詳しくは回覧チラシをご覧ください。 

    

応急手当講習応急手当講習応急手当講習応急手当講習・・・・健康体操健康体操健康体操健康体操コースコースコースコース    

<<<<場場場場    所所所所>>>>        多目的多目的多目的多目的ホールホールホールホール    

<<<<時時時時    間間間間>>>>        ９９９９：：：：００００００００～～～～１１１１１１１１：：：：００００００００    

    

三床山森林浴三床山森林浴三床山森林浴三床山森林浴ウォーキングウォーキングウォーキングウォーキングコースコースコースコース    

<<<<受受受受    付付付付>>>>    午前午前午前午前８８８８時時時時２０２０２０２０分分分分        漆原町漆原町漆原町漆原町    五岳園駐車場五岳園駐車場五岳園駐車場五岳園駐車場        集合集合集合集合    

<<<<コースコースコースコース>>>>    漆原漆原漆原漆原町町町町登登登登りりりり口口口口→→→→    和田町和田町和田町和田町登登登登りりりり口口口口下山下山下山下山    →→→→五岳園駐車場五岳園駐車場五岳園駐車場五岳園駐車場    

    

愛育会愛育会愛育会愛育会のののの健康健康健康健康ランチランチランチランチ（（（（無料無料無料無料））））    

<<<<時時時時    間間間間>>>>    １１１１１１１１時時時時３０３０３０３０分分分分～～～～１３１３１３１３時時時時    

※※※※どちらかのコースにどちらかのコースにどちらかのコースにどちらかのコースに事前申事前申事前申事前申しししし込込込込みみみみ

をされをされをされをされ参加参加参加参加されたされたされたされた方方方方にににに限限限限りますりますりますります。。。。    

「第「第「第「第４４４４回回回回    

    豊の宝めぐりウォーク豊の宝めぐりウォーク豊の宝めぐりウォーク豊の宝めぐりウォーク」」」」    

 お宝めぐりで豊地区の歴史文化に触

れてみませんか。 

[[[[日日日日    時時時時]]]]    １０月２１日(土) 

 １３時～１６時３０分 

[[[[コースコースコースコース]]]]    豊公民館→福井工業高等専 

門学校→吉野瀬川河川改修

現場→豊公民館  

[[[[参加費参加費参加費参加費]]]] 無料 

[[[[主主主主    催催催催]]]] 豊の宝を見つけよう応援団 

[[[[後後後後    援援援援]]]]  豊地区区長会、豊公民館 

詳しくは回覧チラシをご覧ください。詳しくは回覧チラシをご覧ください。詳しくは回覧チラシをご覧ください。詳しくは回覧チラシをご覧ください。 

リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル活用品販売活用品販売活用品販売活用品販売（（（（豊小学校豊小学校豊小学校豊小学校 PTAPTAPTAPTA））））    

文化祭（10/29）に、豊小学校ＰＴＡが

リサイクル活用品の販売を行います。 

＜＜＜＜提供希望品提供希望品提供希望品提供希望品＞＞＞＞    

・・・・未使用未使用未使用未使用のののの物物物物…………日用雑貨品、台所用品、

食器、電気製品、傘、学用品、手作りの

品物、食品    

・リサ・リサ・リサ・リサイクルイクルイクルイクル品品品品…………制服、体操服、 

本（雑誌は除く）、自転車用ヘルメット 

＊ぬいぐるみ、おまけ品は遠慮させて頂

きます。＊衣服はクリーニングしてくだ

さい。＊汚れの目立つものは、ご遠慮く

ださい。 

<<<<提供提供提供提供先先先先>>>>    豊小学校に 10/27 までに

お願いします。 

10/15（日）親子ふれあい活動日につき 

午前中は受入が可能です。 

 衆議院議員選挙衆議院議員選挙衆議院議員選挙衆議院議員選挙のののの日程日程日程日程によりによりによりにより、、、、文化祭文化祭文化祭文化祭のののの内容内容内容内容

にににに変更変更変更変更があるがあるがあるがある場合場合場合場合がありますがありますがありますがあります。。。。ごごごご理解理解理解理解のののの上上上上、、、、

ごごごご了承了承了承了承おおおお願願願願いいいいいたしいたしいたしいたしますますますます。。。。    

プログラムはプログラムはプログラムはプログラムは後日後日後日後日配布配布配布配布いたしますいたしますいたしますいたします！！！！    

 
・意外と知らない“いざ

という時”の応急処置を

学びましょう。 

・健康体操で「心も体も

リフレッシュ」しましょ

う！ 

見る、楽しむ、体験する 


