
  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ご成人おめでとうございます 

【新横江地区の現状】平成 30 年 4 月 1 日現在 （先月との比較） 
世帯数  １,９０３戸 （+１戸） 
人 口  ５,３９９人 （-８人）  男 ２,６１８人 （-１人）女 ２,７８１人 （-7 人） 
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【５月 新横江地区行事予定】 
７日（月）区長会          9 日（水）いきいき講座・公民館協力員会・子育て支援ﾈｯﾄﾜｰｸ委員会 

１０日（木）公民館運営協議会    １１日（金）ちょこボラ女子会開講式 
１７日（木）子育てサロンサザエさん １８日（金）体育大会合同会議 

  ２３日（水）いきいき講座      ２６日（土）スマイルくっきんぐ 

【５月 新横江地区行事予定】 
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【休館日のお知らせ】 
２月３日（日） 

  １１日（月・祝） 

  １２日（火） 

  １７日（日） 

  ２６日（火） 

 
 

 1 月 13 日（日）鯖江市成

人式が文化センターで行わ

れた後、公民館に会場を移

し、新横江地区新成人のつど

いを開催しました。 

 47名の皆さんは懐かしい

友人やお世話になった恩師

の先生方との再会を喜び、近

況を語り合ったり、ビンゴを

して楽しい時間を過ごしま

した。 

新成人の皆さんにとって

思い出に残る一日となった

のではないでしょうか。 

【2 月 新横江地区行事予定】 

7 日（木）開放学校利用者説明会   １４日（木）体育協会理事会 

８日（金）民生委員会        ２2 日（金）ハーフバースデイ 

 １３日（水）区長会          ２４日（日）体育協会「綱引き大会」 

       いきいき講座       ２７日（水）いきいき講座 

 

 

  

 【新横江地区の現状】平成 31 年１月 1 日現在 （先月との比較） 
世帯数  １,９１５戸 （0 戸）  

人 口  ５,３９３人 （0 人）  男 ２,６１５人 （0 人）女 ２,７７８人 （0 人） 
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老人クラブ連合会 

 新春の集い 
 1 月 19 日（土）老人クラブ連合会「新春

の集い」が行われ、会員約 90 名が元気で新

しい年を迎えられたことを喜びました。 

 浄覚寺坊守 禿知子氏による「年の初めに思

うこと」と題した講演と落語を聞いて大笑い

し、美味しいぜんざいを食べ、皆さんにっこ

り笑顔になりました。 

 笑うことは健康のもとですね。 
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許佐羅江清水を守る会  

場所：五郎丸町（定次地籍）許佐羅江清水 
 
町内でのボランティア活動として、五郎丸町の

許佐羅江清水を守る会の方々が月に1回水場の清

掃を行っています。（期間 3 月から 11 月まで）

平成 24 年度に湧き水場を整備しようと市から認

定を受けて、守る会が結成されました。綺麗な水

場でトミヨ（淡水魚）を飼育されて、町内の憩い

の場となっています。 

 
 

●横越町         岩壁 範幸 さん 

新町           関   弘治 さん 

○下新庄町       山形 和夫 さん 

定次町       恩地 彦雄 さん 

〇五郎丸町       奥田 俊雄 さん 

新横江１丁目   石本 浩   さん 

◎新横江２丁目   田中 一徳 さん 

東鯖江         小部 隆充 さん 

定次団地       田中 孝治 さん 

１年間よろしくお願いします。 

（※◎は区長会長、○は副会長、●は監事です。） 

平成31年度 文化講座申請について 
 

新年度の文化講座説明会を1月31日（木）

19:00より行います。平成31年度も引き続き講

座を継続される方は、必ず代表者の方がご出席く

ださい。（代理可） 

また、新規で講座を開設される方はまず公民館

までご連絡ください。（℡51-2969） 

学習期間 平成 31年 4月～11月 

対  象 原則として鯖江市在住で６０歳以上の学習 

意欲のある方 

学習場所 鯖江市高年大学（舟枝町 4-23-1） 

受 講 料 年間 6,500円（※自治会費 3,500円含。 

但し、実習用の学習教材費は実費負担） 

申込期間 H31年 2/1(金)～3/8(金)【期間厳守】 

申込方法 高年大学、市役所教育政策･生涯学習課 

各地区公民館に備え付けの申込用紙に必要 

事項を記入の上、お申し込み下さい。 

問 合 先 鯖江市高年大学 ℡52-8824 

※学習内容・行事などについては、市のホームページ

や地区公民館にある募集要項をご覧ください。 

また、平成３０年度受講生の方も申し込みが必要と

なります。 

鯖江市社会教育研究集会 
「開かれ、つながる社会教育へ」 

日時  平成３1年３月２日（土）１２:３０～ 

場所  鯖江市嚮陽会館 多目的ホール 

日程    

 

12:30 受付 

13:00 文化講座発表（吉川吟詩会・吟の舞クラブ）   

13:15 開会行事 教育委員会感謝状授与式 

社会教育委員活動発表 

14:00 実践発表（神明公民館・勤労青少年ホーム） 

14:40 講演 

 『子どもは皆で育てよう 

～子育てでつながる家庭・地域社会～』 
         講師：天野 ひかり 氏  

（親子コミュニケーションアドバイザー） 

※会場後方にて、各地区公民館等事業のパネル 

展示をしますので是非ともご覧ください。 

 

こんにちは、地域支え合い推進員の宇野です。 

今回は地域でのつどいの場について紹介させて

いただきます。 
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