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日 
曜

日 
行  事  名 

2 火 休館日 

3 水 ハーフバースデイ事業 

7 日 休館日 

9 火 
ハーフバースデイ事業 

キッズ塾「キッズダンス」 

11 木 休館日（山の日） 

16 火 休館日 

20 土 キッズ塾「抹茶教室」 

21 日 休館日 

23 火 キッズ塾「キッズダンス」 

24 水 
公民館学級「大人のための折り紙

とクラフトテープ小物つくり」 

26 金 公民館学級「男の料理」 

30 火 休館日 

31 水 

公民館学級「大人のための折り紙

とクラフトテープ小物つくり」 

区長会 

神明公民館 第 372号（2022年 7月 25日発行) 

★住所：鯖江市三六町 1丁目 4-12 

★T E L：51-5065 ★FAX：51-5066 ★Mail：SC-CC-Shinmei@city.sabae.fukui.jp 

★神明地区の人口（7月 1日現在） 

世帯数 6,681戸 男 8,471人 女 8,856人 計 17,327人 前月比人 4人減 

ホームページ 

メールアドレス 

 

※予定は変更することがあります。予めご了承ください。 

 7月 1日（金）、まちづくり応援団

の「楽しんめい」が中心となり、い

つも公民館の花壇を世話していただ

ける方と職員も一緒に、周りの花壇

やプランターに、ひまわりの苗を植

えました。昨年同様、今年も夏休み

が始まる頃には、サンサンとひまわ

りの花が、太陽に向かって咲いてい

るのではないかと期待しています。 

 

６月２５日（土）花あそび教室は、

カラーサンドアート（色付きの砂）を

使い、テーブルヤシの鉢植えに挑戦し

ました。 

ガラス鉢に接着剤で好きな文字等

を描き、そこに少しずつ砂をかけてい

くのが、難しそうでした。 

完成した鉢植えは、カラフルで夏ら

しいアレンジメントになりました。 

 

令和 4年度健康診査・がん検診 

特定検診・がん検診を立待公民館で実施します。神明地区の

方もぜひお越しください。なお、検診には予約が必要です。 

【日 時】 8月 4日（木）９：００～１０：３０ 

【会 場】 立待公民館 

【実施する検診】 特定健康診査・風しん抗体検査 

            肝炎ウイルス検診・ピロリ菌抗体検査 

            肺がん検診・大腸がん検診 

【予約・問合せ】 健康づくり課（アイアイ鯖江内） 

℡52-1138                  Web 

後期高齢者世帯において自己搬出が困難な家庭

粗大ゴミ・資源物を収集し、代行処理を行います。 

実施予定日 9月１1日（第２日曜日） 

★依頼については、公民館または地域の民生委員まで 

お願いします。 

★申請用紙は神明公民館にあります。 

申請期限   8月３1日（水） 

・要望が多数重なった場合には別途臨時の収集日を設

ける場合があります。 

・回収および処分の費用をいただきます。 

（運搬にかかる費用およびクリーンセンターでのご

み処理にかかる費用） 

《問合せ先》 鯖江市壮年グループ連絡協議会 

（担当：山内 090-7085-3415） 

 

鯖江警察署よりお知らせ 
夏期における山岳遭難防止 
〇登山計画は、無理のない「余裕のある計画」

を立てましょう。 

〇テレビ、ラジオなどで事前に「気象情報」を

把握しましょう。 

〇地図、非常食、雨具等の「装備の準備」をし

ましょう。 

〇通信手段としての「携帯電話」等を携行しま

しょう。 

〇「単独」での入山はやめましょう。 

〇下山中の「道迷い、転落、滑落」に注意しま

しょう。 

〇荒天時または危険を感じたら、「無理をせず

下山する」ことを考えましょう。 

〇日没前に「帰宅」できるよう時間配分に心掛

けましょう。 

豆腐チャンプルー 
材料（4人分） 
木綿豆腐 300g   味噌    大さじ 1 ニラ  40g 
油    小さじ 1 鯖味噌煮缶 1缶   ゴーヤ 80g 
作り方 
①  木綿豆腐はキッチンペーパーで包み、重しをのせ

て水切りする。 
② ニラは 3㎝、ゴーヤは縦半分に切り、ワタを除いて

2～3mmの厚さに切る。 
③ 味噌に鯖缶の汁大さじ 1をまぜてゆるめておく。 
④ フライパンを中火で熱して油をひき、ゴーヤがしん

なりするまで炒める。 
⑤ 鯖缶を汁ごと入れて粗くほぐすように炒め③の味噌

とニラを加えて、さらに炒める。 
⑥ ①の豆腐をさいの目に切って入れ、炒め合わせる。 

mailto:SC-CC-Shinmei@city.sabae.fukui.jp


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

北部民生委員児童委員協議会 

・・ 

 

地域支え合い 

推進員だより 

身近な 

遺産巡り 
三日月地蔵 

 6 月 26 日（日）佐々木鯖江市長を始め来賓を迎えて、令和 4 年度『神明地区ひとり暮らし

高齢者の集い』が開催され、約 80名の方々が参加されました。まだコロナ禍なので、いつも通

りとはいきませんが、参加された人はアトラクション（リプル）のギター・マンドリンの演奏で

昭和の曲を聴いたり、一緒に歌ったりして、楽しい時を過ごしました。 

その後のお楽しみ抽選会でも、自分の番号を見ながら、喜んだり、がっかりしたり、例年と変

わらないひと時を過ごしました。 

 神明地区では、ふれあいサロン等の「集い場」

で活躍していただける講師を募集しています。 

神明地区にお住まいの方、例えばこんな特技が

ある方。絵手紙・楽器演奏 

折り紙・手芸・フラワー 

アレンジ・朗読・紙芝居 

工作・料理・編み物・落語 

似顔絵・手品・舞踊・野菜 

作り達人・麻雀・囲碁・将棋・カラオケ・俳句・郷

土史など、何かしらの資格（医療介護など）があ

る方も大歓迎です。 

 ●活動場所：神明地区２１町内のふれあいサロン他 

●活動日時：各ふれあいサロンの開催日時による 

●活動回数：規定はありません。ご自分のスケジュ

ールに合わせて 1回からでもOK 

●報  酬：基本的には無償ですが、各サロンが決

定します。但し材料費等の実費はサロン

側が負担します。 

問合せ：神明公民館 地域支え合い推進員 橋本 克哉 

抹茶教室 
日  時 ８月２０日(土) １０：００～１１：１５ 

会  場 神明公民館 ２階和室３ 

持ち物 ふくさ・３００円（参加費） 

 

キッズダンス 
日  時 ８月９・２３日（火） １０：３０～１１：３０ 

会 場 神明公民館 ３階大ホール  

持ち物 内ズック、水分補給用飲み物 

※年間登録された児童対象の事業です。  大人のための折り紙とクラフトテープ小物つくり 

日  時 ８月２４・３１日、９月７日(水) 

 9:30～11:30 

会  場 神明公民館 １階会議室１ 

持ち物 はさみ・ボンド・洗濯ばさみ１０個 

材料費 ５００円 

定  員 １０名（定員になり次第締切） 

講  師 柴田宣子氏、柴田直美氏 

問合せ 神明公民館（℡５１－５０６５） 

QRコードから 

申込できます 

男の料理教室 

日  時 ８月２６日(金) １８:30～２０:30 

会  場 神明公民館 １階調理室 

持ち物 エプロン・三角巾・タオル等 

定  員 １５名（定員になり次第締切） 

講  師 こっしぇるん。かふぇ 上嶋睦美氏 

問合せ 神明公民館（℡５１－５０６５） 
QRコードから 

申込できます 

今年も、新型コロナ感染拡大防止のため、神明

地区敬老会の式典、イベント等は中止とします。 

該当者の方には、記念品をお渡しします。詳細

につきましては、後日ご案内を送付いたします。 

やさしい脳トレでリフレッシュ体操 
 

日  時 ９月１日(木) １０:０0～１１:０0 

会  場 神明公民館 3階大ホール 

定  員 ３５名（定員になり次第締切） 

講  師 宮本真由美氏 

参加費 無料 

申  込 神明公民館（℡５１－５０６５） 

※新型コロナの状況により延期または中止にな

る場合があります 

公式ワナゲ大会 結果 
                  

     

   

    

第６８回鯖江市民体育大会  
結果報告 

１位  
バレーボール女子・マレットゴルフ 

ソフトボール女子・ボウリング 

２位 卓球男子・剣道・軟式野球 

３位  
ソフトテニス・ソフトボール 

卓球女子・弓道 

 

〈敬称略〉 

順位 男子の部 女子の部 

優勝 山本 工（北野）  北潟 レイ（丸山） 

次勝 坂下 哲夫（みどり町） 笠嶋 せつ子（神中） 

3位 山下 光生（水落４）  天野 隆子（西鳥羽） 

≪主催≫ 老人クラブ連合会 

 

ボウリング大会 

 江戸時代の終わり頃、各地にお経を納

めて修行していた僧が眼病にかかりまし

た。そこで、各地の三日月地蔵に祈願して

回ったところ眼病が治ったそうです。こ

の僧がたまたま鳥羽野にやってきたとき

に、「ここで三日月地蔵を立てなさい」と

夢のお告げがありました。そこで僧はこ

こで寄付金を集めて大きな地蔵を造りま

した。 

その後、明治９年（1,876 年）にここ

で大きな火事がありましたが、不思議な

ことにこの地蔵堂で火が収まり類焼せず

に済んだそうです。以後、村人たちはこの

地蔵を「火除けの地蔵」として大切に守っ

ています。 


