
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

     

   

   

    

  

 

                                   

                                   

 

 

 

       

  

  

 

こんにちは、地域支え合い推進員です。H29 年度

の配置より、地域でご高齢な方々がいつまでも元気で

過ごせるために新横江地区社会福祉協議会（区長会・

民生委員・福祉委員など福祉に携わる団体・代表）を

元に、地域で何ができるか活動を続けています。 

コロナウイルス感染拡大防止のため、支え合いの一

環である人とふれあうこと集まることができない状

態ですが、こんな時こそ互いに連絡を取りながら、健

康維持に励んで乗り切りましょう。 

 

令和 2年 4 月１２日（日）より 

新横江地区体育協会から 

 

● 合宿通学      ６月２６日（金）～２７日（土） 

★ ハーフバースディ  ５月１５日（金） 

● Niti 日（金） 

現在発生している新型コロナウイルス感染拡大を防止するため、次の行事が中止と

なりましたので、お知らせいたします。参加者、開催者の健康、安全面を第一に考慮

した結果です。楽しみにしてくださった皆様には、ご迷惑をおかけしますが、ご理解

をいただきますようお願いいたします。 
 

区長会長           奥田 俊雄 さん 

新横江をよくする会長      （総会で決まります。） 

民生・児童委員新横江支部長  佐竹 裕美 さん 

社会福祉協議会長       山田 喜久代さん 

赤十字奉仕団新横江分団長     石本 洋子 さん 

スポーツ協会長        窪田 善男 さん 

 

新横江地区スポーツ協会に 

ＱＲコード 

婦人会長            山内 すずえさん 

愛育会長           嶋田 明美 さん 

老人クラブ連合会長      真田 権右衞門さん 

鯖江消防団新横江分団長    岸本 直樹 さん 

子育て支援ネットワーク委員会 堀  みどりさん 

防犯隊長           竹内 元昭 さん 

名称が変更になりました！  

 

新横江地区社会福祉協議会 

絆／ きずな 

 

絆／ きずな 

★ 子育てフェスタ  ５月２４日（日） 

【休館日のお知らせ】 ５月３日（日）～６日（水）・１２日（火）・１７日（日）・２６日（火） 

ホームページ 

新型コロナウイルス感染・拡大防止のため 

5 月 10日（日）まで開館時間が変更になります。 

・ 平日、日曜日 8：30～17：15     

・ 土曜日    8：30～12：30 

【転任のあいさつ】 

この度の人事異動で神明公民館に転任すること

となりました。短い間ではありましたが、温かい

地区の皆様に支えられ、笑顔で楽しく勤務するこ

とができました。誠にありがとうございました。

新任地でも新横江公民館で学んだことを忘れず

に、頑張っていきたいと思います。 

 最後に、皆様のご健勝とご活躍をお祈り申し上

げ、お礼の挨拶とさせていただきます。  

中嶋 いづみ 

※  新型コロナウイルス感染拡大を防止するため、

行事等が中止や日程変更になる場合があります。 

               
 

 

 

             から、今年度より「認定こども園」として活動していきます。 

年々多様化するニーズに応えながら、皆様と共に歩んでいける施

設をめざしております。  

A．保育園と幼稚園の良いところをいかし、両方の役割を果たす新し

い施設です。 

●保護者の方が働いている、働いていないに関らずお子さんを受

け入れ、教育・保育を行います。 

●地域の子育て家庭を対象に、様々な子育て支援を行います。 

＊ご不明な点・ご質問などございましたら、お気軽にお問合せ下さい。 

TEL：0778-52-3883 

 

地区公民館での 

   おしゃべりカフェ 

町内でのふれあいの場企画 

野菜の朝市企画など活動が

でてきました 
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新横江支え合い部会 

できることから 

やってみよう！ 

 

 

昭和５０年より長年保育園として親しまれてきましたが、この

度、お子様や保護者の皆様、そして地域の全ての子育て家庭の

方々にとって、より利用して頂きやすい施設になりたいとの思い

から、今年度より「認定こども園」として活動していきます。 

 

 

 

【着任のあいさつ】 

この度、鯖江公民館より異動してまいりました。 

毎日が緊張と学びの日々で心の余裕がないのです

が、１日も早く笑顔で対応ができるよう心掛け、

地域の皆様に助けていただきながら頑張りたいと

思いますので、ご指導のほどよろしくお願いいた

します。            金田 美由紀 

 

 
１４日（木）区長会 
２３日（土）スマイルくっきんぐ 

 ５月１０日（日）までの期間（変更あり） 

  文化講座・サークル・地域団体を含む 

  全て行事・活動・貸館 

【新横江地区行事予定】 

            

地域で何ができるかな？ 

何が必要だろう？？ 

💛 おしゃべりカフェ  ５月休み 

● 体育大会       ６月 ７日（日） 

●日（金）～２７日（土） 

５月２２日（金）新横江公民館で予定の集団健診は、新型コロナウイルス感染拡大防止により中止と

いたします。各地区公民館、嚮陽会館、立待小学校体育館、アイアイ鯖江での５月、６月の集団健診も

中止です。受診券通知についても送付時期を延期いたします。受診を予定していた皆様には御迷惑をお

かけしますが、ご理解いただきますようよろしくお願いします。   健康づくり課（５２－１１３８） 

 

Q. 認定こども園とは？ 

 

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


☆ リトミック“ぴよぴよ”教室 

（リトミック幼児教育）10：00～12：00 

      →第 3火曜日に開講  

 

                                                        

☆ シルバーカラオケ（カラオケ）10：00～12：00 

    →老人クラブに加入していることが入会の条件 

☆ 新横江地区囲碁クラブ（囲碁）13：00～17：00 

    →木曜日も同じ時間に開講 

☆ 鯖江スティックリングクラブ（スティックリング）13：30～16：30 

    →水曜日・木曜日も同じ時間に開講 

★ 青空女声コーラス（コーラス）20：00～22：00  

☆ 鯖江つつじクラブ（ソフトバレー）9：00～11：00 

    →木曜日・金曜日同じ時間に開講 

☆ チームアクア（テニス）11：00～13：00 

☆ コスモスＴＣ（テニス）13：00～15:00 

    →水曜日は 13：30～15:30に開講 

★ 新横江卓球クラブ（卓球）20：00～21：45 

★ ハッピーズ（ソフトバレー）20：30～21：30 

→金曜日も同じ時間に開講 

★ レディースラシ（ソフトバレー）20：00～22：00 

（開館日のみ） 

☆ いきいきカラオケ教室（カラオケ）10：00～12：00 

   →第 1・2・3木曜日に開講 

☆ 太極拳なごみ会（太極拳）10：00～12：00 

☆ 琴恵流大正琴（大正琴）13：00～16：00 

→第 2・4 木曜日に開講 

★ 新横江着付け教室（着付け）19：.30～21：30 

★ 鯖江フォークダンスサークル(フォークダンス)19：00～21：00 

★ 新横江ショートテニスクラブ（ショートテニス）19：45 ～21：45  

    →開館日の日曜日も同じ時間に開講 
 

★  フェニックスクラブ 

     (ソフトバレー)19：30～21：30 

☆ サタデーソフトバレー（ソフトバレー）9：30～11：30 

☆ さくらドリームサッカースクール 

（幼児・小学生低学年のサッカー）9：00～12：00 

    →月２回（不定期）に開講 
 
★ 鯖江東ソフトバレークラブ(ソフトバレー)17：00～19：00 

★ 倶楽部新横江（テニス）19：00～22：00 

☆ 健康リズム体操（体操）10：00～11：00 

☆ 新民踊クラブ（民踊）13：30～15：30 

☆ 琴恵流大正琴・和楽（大正琴）13：00～16：00 

→第 1・3 金曜日も同じ時間に開講 

★ 鯖江ロシア語教室（ロシア語）19：00～21：00 

    →第 1･3金曜日に開講 

★ リフレッシュ体操（ストレッチ体操）20：00～21：00 

★ Jazz Club（楽器演奏）19：30～21：30 

    →4～6月のみ土曜日に開講 

☆ ラ・ポール（ソフトバレー）10：00～12：00 

★ 新ＴＪＭ－Ｖ（バドミントン）20：00～22：00 

 

 

☆ 詩吟講座（詩吟）9：30～11：30 

☆ 太極拳 ゆらぎ（太極拳）10：00～12：00 

    →土曜日も同じ時間に開講 

☆ 着物同好会（着付け）10：00～12：00 

    →第 1・3水曜日に開講 

★ やっしき音頭研究会 19：30～21：20 

    →第 1・3水曜日に開講 

★ Medel yoga（ヨガ）20：00～21：30 

→第 2・4 水曜日に開講 

★ 英会話（英語）19：30～21：00 

★ HSBC(バドミントン) 20:00～21：40 

★ 鯖江エスキーテニスウインズ（エスキーテニス）20：00～22：00 

★ ソフトバレーを楽しむ会（ソフトバレー）20：00～21：30 

★ アイリス（ソフトバレー）20：00～22：00 

☆は日中（ 8：30～17：00）に開講している講座 

★は夜間（17：00～22：00）に開講している講座 

 

 すべてのクラブで、 

随時会員募集中です。 

 公民館利用停止期間は 5 月 10 日（日）までです。 

状況により変更になる場合がありますので、見 

学等ご希望の方は、新横江公民館までお問い合わ 

せください。      ☎ ５１－２９６９ 

【新横江地区の現状】令和２年 4月 1 日現在 （先月との比較） 
世帯数  １,９５７戸 （+１２戸） 
人 口  ５,４４２人 （+８人）  男 ２,６５４人 （-２人） 女 ２,７８８人 （+１０人） 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=rpuoy4ky&id=D38BAEE269C56F5853637ABD55A9FD120E5A155D&thid=OIP.rpuoy4kyI6SaF6OW5hAhgQHaIr&mediaurl=http://2.bp.blogspot.com/-ndD2rVzn3qw/Vq89CkbdoXI/AAAAAAAA3k8/3LtmUO2l9QY/s800/junbiundou_kata.png&exph=800&expw=683&q=%e7%84%a1%e6%96%99%e3%82%a4%e3%83%a9%e3%82%b9%e3%83%88%e4%bd%93%e6%93%8d&simid=607994151816793083&selectedIndex=27
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=sQtg%2bwX9&id=060C41A7CB327C94D6EB7183E9FF6CD11A00F2B6&thid=OIP.sQtg-wX9TR7j8YmN44NTmQHaG6&mediaurl=http://2.bp.blogspot.com/-nHt1kpS-ZSc/Vy2wzEmyYdI/AAAAAAAA6h4/SvWds5eUAiUUfrpsgi6nCzvdkgrYhZyMwCLcB/s800/takkyu_tabletennis_man.png&exph=746&expw=800&q=%e7%84%a1%e6%96%99%e3%82%a4%e3%83%a9%e3%82%b9%e3%83%88%e5%8d%93%e7%90%83&simid=608049316392797085&selectedIndex=6
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=WrhO07F0&id=57CA611F63C8BDEA2B093599D721D4B97E076C56&thid=OIP.WrhO07F0xqUT_wH65ZZK4QHaGE&mediaurl=https://illust8.com/wp-content/uploads/2018/11/sports_badminton_racket_shuttle_illust_2136.png&exph=680&expw=830&q=%e7%84%a1%e6%96%99%e3%82%a4%e3%83%a9%e3%82%b9%e3%83%88%e3%83%90%e3%83%89%e3%83%9f%e3%83%b3%e3%83%88%e3%83%b3&simid=608008393948203321&selectedIndex=207

