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№３５８ 

鯖江市新横江公民館 鯖江市横越町 1-43-2 

平成 30年 2月 25日発行 ☎ 51‐2969 

http://www.city.sabae.fukui.jp/kosodate_kyoiku/shogaigakushu/ 

shinyokoekominkan/index.html 

 

 

№３１８ 

鯖江市新横江公民館 鯖江市横越町 1-43-2 

平成 26年 10月 25日発行 51‐2969 

http://www.city.sabae.fukui.jp/pageview.html?id=90 

 

【11 月 新横江地区行事予定】 
１日 お兄ちゃんお姉ちゃんと遊ぼう 

２日 文化祭会場準備 

４日 KIDS DANCE 

５日 文化祭 

８日 いきいき講座 

１９日 まちづくり研修会 

２２日 いきいき講座 

２７日 ちょこボラ女子会 

休館日のお知らせ 

１２月 ３日（日） 

    １２日（火） 

１７日（日） 

    ２３日（土:祝） 

    ２６日（火） 

    ２９～３１日（年末） 

新横江地区の現状 

平成 29 年 8 月 1 日現在 （先月との比較） 

世帯数  １,８６０戸  （+12 戸） 

人 口  ５,３１８人  （+17 人） 

 男   ２,５７２人  （+3人） 

 女   ２,７４６人  （+14 人） 

 

【11 月 新横江地区行事予定】 
１日 お兄ちゃんお姉ちゃんと遊ぼう 

２日 文化祭会場準備 

４日 KIDS DANCE 

５日 文化祭 

８日 いきいき講座 

１９日 まちづくり研修会 

２２日 いきいき講座 

２７日 ちょこボラ女子会 

休館日のお知らせ 

１２月 ３日（日） 

    １２日（火） 

１７日（日） 

    ２３日（土:祝） 

    ２６日（火） 

    ２９～３１日（年末） 

新横江地区の現状 

平成 29 年 8 月 1 日現在 （先月との比較） 

世帯数  １,８６０戸  （+12戸） 

人 口  ５,３１８人  （+17人） 

 男   ２,５７２人  （+3人） 

 女   ２,７４６人  （+14人） 

 

【11 月 新横江地区行事予定】 
１日 お兄ちゃんお姉ちゃんと遊ぼう 

２日 文化祭会場準備 

４日 KIDS DANCE 

５日 文化祭 

８日 いきいき講座 

１９日 まちづくり研修会 

２２日 いきいき講座 

２７日 ちょこボラ女子会 

休館日のお知らせ 

１２月 ３日（日） 

    １２日（火） 

１７日（日） 

    ２３日（土:祝） 

    ２６日（火） 

    ２９～３１日（年末） 

新横江地区の現状 

平成 29 年 8 月 1 日現在 （先月との比較） 

世帯数  １,８６０戸  （+12 戸） 

人 口  ５,３１８人  （+17 人） 

 男   ２,５７２人  （+3人） 

 女   ２,７４６人  （+14 人） 

 【３月 新横江地区行事予定】 

  １日 子育てサロンサザエさん 

  ４日 婦人会総会/女性セミナー 

１２日 各種団体交流会  

１４日 いきいき講座 

２３日 ハーフバースディ 

２８日 いきいき講座 

休館日のお知らせ 

３月 １１日（日） 

    １３日（火） 

１８日（日） 

    ２１日（祝：水） 

    ２７日（火） 

新横江地区の現状 

平成 30 年 2 月 1 日現在 （先月との比較） 

世帯数  １,８９６戸  （-5戸） 

人 口  ５,３９３人  （-2人） 

 男   ２,６１１人  （-2人） 

 女   ２,７８２人   

 

↑町内公民館の屋根雪を下している新横江2丁目の皆さんと雪に埋もれた車 

２月５日からの２回にわたる降雪で、 

福井県は五六豪雪以来の大雪にみまわれました。鯖江市では

災害対策本部が、各地区公民館には除雪基地が設置され、また公民館は自主避難所となっ

ておりましたが、新横江地区では避難してこられた方はおられませんでした。 

雪かきをする姿はもちろんですが、例年の積雪程度ではなかなか下すことのない屋根雪

を下している姿も見られ、今回の雪の凄まじさをもの語っています。除雪業者の皆さんに

は、体力の限界まで除雪作業をしていただいたおかげで道が通れるようになり、車がすれ

違えるようになりました。“鯖江市は、新横江地区はここまで降らない”と思っていた私

たちの考えを直し、大雪へも備えていかなければなりませんね。 

http://www.city.sabae.fukui.jp/kosodate_kyoiku/shogaigakushu


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【11 月 新横江地区行事予定】 
１日 お兄ちゃんお姉ちゃんと遊ぼう 

２日 文化祭会場準備 

４日 KIDS DANCE 

５日 文化祭 

８日 いきいき講座 

１９日 まちづくり研修会 

２２日 いきいき講座 

２７日 ちょこボラ女子会 

休館日のお知らせ 

１２月 ３日（日） 

    １２日（火） 

１７日（日） 

    ２３日（土:祝） 

    ２６日（火） 

    ２９～３１日（年末） 

新横江地区の現状 

平成 29 年 8 月 1 日現在 （先月との比較） 

世帯数  １,８６０戸  （+12 戸） 

人 口  ５,３１８人  （+17 人） 

 男   ２,５７２人  （+3 人） 

 女   ２,７４６人  （+14 人） 

 

新横江２丁目福祉会議 
2/18 新横江２丁目公民館にて福祉会議が

行われました。毎年年に一度行われており、参加

者は区長・副区長・会計・事務局・民生児童委員・

福祉委員・新旧健康づくり推進員の計１３名。高

齢者の見守り活動についての話し合いがもたれ

ました。 

新横江２丁目では先日の豪雪の中、町内公民館

の屋根の雪下ろしをボランティアの方々で行っ

ています。災害時では日頃の町内での助け合いが

より大切に感じられました。 

 

こんにちは、地域支え合い推進員の

宇野です。今回は町内の福祉の活動に

ついて紹介させていただきます。 

 

３月の子育てサロンはお楽しみ会!! 

保育園のホールで園児の皆さんと楽

しい時間を過ごしましょう。 

日 時 ３月１日（木）10：00～ 

場 所 新横江保育園 ３階ホール 

参加費 無料 

問合せ 新横江公民館☎51-2969 

１月２１日(日)に行われた卓球・バドミント

ン大会の結果をお知らせします。 

■卓 球■      ■バドミントン■ 

優勝 横越町      優勝 五郎丸町 

次勝 五郎丸町     次勝 新横江 2 丁目 

３位 新横江 1 丁目   ３位 東鯖江 

※2/25 に予定していた綱引き大会は中止と 

させていただきました。 

女性セミナー 

 

 

 

“どんな服が自分に似合うの？”誰しも

が悩んだことがあるはず。それは自分を知

らないから。肌、目、髪の色、自分を知れ

ば似合う色やスタイルが見えてくる！！ 

日時 ３月４日(日)14：30～(予定) 

場所 新横江公民館 

講師 サロン KAIKA 奥村 亜紀子 氏 

地区婦人会・JA たんなん女性部の総会終了

後の開催となりますが、セミナーにはどなたで

も参加いただけます。お気軽にお越しください。 

“おしゃれの第一歩は 

「自分を知る」ことから“ 

～開学40年～ 

 

申込〆切は3月9日(金)まで!! 

高年大学受講を希望される方は、お忘れなく

お早めにお申し込み下さい。 

※平成29年度受講生の方も申し込みが必要と

なります。 

申込方法 高年大学、各地区公民館、市教育政策 

生涯学習課にある申込書に記入の上、 

お申込みください。 

申 込 先 高年大学、各地区公民館、市教育政策 

生涯学習課 

問合せ先 鯖江市高年大学 ☎52-8824 

 

 

鯖江市指定無形民俗文化財 

 

場 所 北中山公民館（落井町） 

練習日 ４月～（第2土曜日 19:30～） 

 男女年齢は問いません。音頭は健康で楽しく

唄い、ボランティアや伝統芸能の保存継続に尽

力できます。 

H30年度 高年大学申込迫る!!  

地区体育協会よりお知らせ 

子育て支援ネットワーク委員会よりお知らせ 

やんしき音頭(唄)の練習を開始します  


