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№３５９ 

鯖江市新横江公民館 鯖江市横越町 1-43-2 

平成 30年 3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

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） 

  P  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） 

 
【４月 新横江地区行事予定】 

１１日 いきいき講座 

１５日 狂犬病予防接種 

    （10：20～10：50） 

２２日 穴田川堤防整備 

２５日 いきいき講座 

２７日 ハーフバースディ 

    社協ささえあい部会 

休館日のお知らせ 

４月  １日（日） 

１０日（火） 

    １５日（日） 

    ２４日（火） 

    ２９日（日：祝） 

新横江地区の現状 

平成 30 年 3 月 1 日現在 （先月との比較） 

世帯数  １,９０２戸  （+6戸） 

人 口  ５,４０７人  （+14人） 

 男   ２,６１９人  （+8人） 

 女   ２,７８８人  （+6人） 

 

        退任のご挨拶 

早いもので豪雪だった冬も終わりを告げ、桜の季節となりました。 

私儀、任期満了により三月末日をもって公民館長を退任することにな 

りました。この二年間、多くの方々とお知り合いになれたこと、色々なこ 

とを勉強、または経験させていただいたことに心から感謝申し上げます。 

私達の新横江地区は、公民館での文化・スポーツ講座がとても盛んな地区の一つですが、そ

の活動が社会教育を通した仲間づくりにとどまらず、それを地域づくりにつなげてゆくことが

大切だと思われます。 

 そして、住民の皆様方お一人お一人が、地域の課題を自分事としてとらえ、 

地域の中でご自分の居場所と出番を見つけて、みんなが主役のまちづくりに 

主体的に参画されることを心より願っております。 

お世話になった皆様方に心から御礼を申し上げ退任のご挨拶と 

いたします。 

本当にありがとうございました。     新横江公民館長  齋藤 晉 

「おしゃれの第一歩は『自分を知る』ことから」をテ

ーマに 3/4（日）女性セミナーが行われました。   

サロンKAIKAの奥村亜紀子氏を講師に婦人会総会終了

後、目や髪・肌の色で自分に似合う色味が変わってくる

こと、また心理学の“ジョハリの窓”を用いて「人から

見た自分」と「自分が思う自分」とでは印象が違うこと

などお話ししていただきました。 

参加された方の感想 

🌼自分の事は意外とわからないものだと実感した。周りの 

人が見ている自分の印象も洋服や小物、メイクに取り入 

れながらおしゃれを楽しめるようになれたらと思う 

🌼お話をきいて笑顔とおしゃれには共通点があることを知 

った。自分をもっと知ってみたい、またどんな自分にな 

りたいか考えるきっかけになった。 

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） 

 

ふれあいサロン五郎丸（会員数28名） 

場所：五郎丸町公民館  

日時：第 1もしくは第 2水曜日 13:00～ 

・9/6 社会福祉協議会から職員さんがこられ

てのクイズに新聞を使ったゲーム、11/1 JA

福井県厚生連の方がこられての健康体操を行い

ました。男性の方も 4・5 名いらっしゃり皆さ

んとても仲良く活動されていました。最後に斎

藤さんのハーモニカの伴奏で、季節の歌を歌わ

れて始終楽しい会でした。五郎丸町にお住いの

方の参加を募集中とのことです。 

 

 

こんにちは、地域支え合い推進員の

宇野です。今回は五郎丸町のサロンを

紹介させていただきます。 

 

感
謝
状
表
彰 

３月の「子育てサロンサザエさん」を１日（木）に

行いました。今回は新横江保育園のホールをお借り

し、保育園の園児の皆さんと一緒に COSAPO 人形

劇団さんの人形劇を鑑賞しました。 

カエルさんが出てきて一緒に歌を歌ったり、バスや

電車に乗った気分で海や西山公園などいろんな所を

旅したりと、とっても楽しい時間を過ごしました。 

 ３/３（土）に嚮陽会館にて平成２９年度鯖江市教

育委員会感謝状授賞式が行われ、新横江地区からは５

名の方が表彰されました。感謝状は”学校教育･社会教

育･スポーツおよび学術文化の振興発展に寄与された

方”へ贈られるものです。 

■受賞者■ 

福岡 京子 氏（文化講座等の企画運営） 

中村 勝行 氏（社会教育施設協力者） 

古木 義一 氏（社会教育団体指導者） 

齋藤 正之 氏（社会教育団体指導者） 

田中 一徳 氏（社会体育の部） 

子育て支援ネットワーク委員会より 

 
地区会長  福岡 二三代さん 

副会長  福岡 保子さん 

副会長  福岡 智江さん 

下新庄会長  福岡 智江さん 

役員  木水 みき代さん 

役員  宮本 美典さん 

五郎丸会長  堀 智恵美さん 

   役員  禿 知子さん 

   役員  堀 清美さん 

 

4/13㈮ 社会福祉協議会総会 19:30～ 

4/14㈯ 老人クラブ総会 13:30～ 

4/14㈯ 体育協会総会 19:00～ 

 

各種団体の総会 

 

平成30年度の 

婦人会役員をご紹介します 

 


