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合宿通学 

 

【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） 

【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） 

ボランティア大募集!! 

【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） 

【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） 

【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） 

【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） 

【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 

【４月 新横江地区行事予定】 
４日（木）社協「おしゃべりカフェ」  １８日（木）社協「おしゃべりカフェ」 

５日（金）民生委員会         １９日（金）合宿通学実行委員会 

８日（月）区長会           ２２日（月）社会福祉協議会支え合い部会 

９日（火）社会福祉協議会総会     ２３日（火）新横江をよくする会総会 

 １０日（水）いきいき講座        ２４日（水）いきいき講座 

１１日（木）社協「おしゃべりカフェ」  ２５日（木）社協「おしゃべりカフェ」 

１３日（土）老人クラブ連合会総会    ２６日（金）ハーフバースディ 

      体育協会総会        ２８日（日）穴田川堤防整備 

１４日（日）日赤奉仕団総会 

 

  

 公民館のお手伝いをし
てくれる子どもたち（小
学生～中学生）集まれ!! 
 内容については、後日
学校を通して募集のチラ
シを配布します。 
 

 ちょこボラ会員さん、お友
達やちょっと興味がある方
誰でも大歓迎。特に、新しい
方を募集しています！ 

5月10日（金）19時から
開講式を行います。 

ちびボラ☆ 
（ちびっこボランティア） 

 

ちょこボラ女子会 
（ちょこっとボランティア） 

 

【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 

 【新横江地区の現状】平成 31 年 3 月 1 日現在 （先月との比較） 
世帯数  １,９２０戸 （+１０戸）  

人 口  ５,３８７人 （+１７人）  男 ２,６１５人 （+６人）女 ２,７７２人 （+１１人） 

  

 

【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 

【休館日のお知らせ】 

４月２日（火） 

   ７日（日） 
   県知事・県議会議員選挙 

   １６日（火） 

   ２１日（日） 

   ２９日（月・祝） 

   ３０日（火・祝） 
 

※協力していただける方、興味がある方は公民館までご連絡ください。℡51-2969 

＜ゴールデンウィークにおける開放学校の利用について＞ 

 4/29（月）～5/2（木）まで利用できません。 

 6月21日（金）～22日（土）
に鯖江東小学校4年生を対象に
合宿通学を予定しています。 
 その期間、スタッフとして協
力していただける方を募集して
います。 
  

№３７１ 

鯖江市新横江公民館 鯖江市横越町 1-43-2 
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Ｅ-mail SC-CC-Shinyokoe＠city.sabae.fukui.jp 

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

shinyokoekominkan/index.html 
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ホームページ 

ホームページ 

ホームページ 

 3月3日（日）婦人会の総会終了後

「女性の目線で考える防災」をテー

マに女性セミナー“講演会”が行わ

れました。 

 NPO法人 まちの防災研究会 理

事長 松森 和人 氏を講師にお迎え

し、命を守る3つのポイント（災害

を甘く見ない・正しく学ぶ・地域や

職場とつながる）、災害時に男性で

は見落とされがちな生活基盤づくり

（衛生面や子ども・高齢者への対応

等）を中心にお話をしていただきま

した。 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=p77FI7en&id=C7B1147B97C36CDFA1CBD5FAE2B2C8A5F2D778A0&thid=OIP.p77FI7enIJnEO9YMJOn43wHaDT&mediaurl=https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/09/54/3c02b9561f0f0e9b675ade1e36662ed6.png&exph=390&expw=874&q=%e7%84%a1%e6%96%99%e3%82%a4%e3%83%a9%e3%82%b9%e3%83%88%e3%83%9c%e3%83%a9%e3%83%b3%e3%83%86%e3%82%a3%e3%82%a2%e6%b4%bb%e5%8b%95&simid=608054500299115441&selectedIndex=216
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=O0wJBIYd&id=9A2106EDB4579302EE1A475DEF576112AEC65232&thid=OIP.O0wJBIYdq4gv6DY58YAkwgHaHb&mediaurl=http://sozaiya3.net/wp/wp-content/uploads/2016/07/bousai4-528x530.png&exph=530&expw=528&q=%e7%84%a1%e6%96%99%e3%82%a4%e3%83%a9%e3%82%b9%e3%83%88%e9%98%b2%e7%81%bd&simid=608050845250816478&selectedIndex=59
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=jlDuPioO&id=BA24306C06214A4AF539FF98F72EFF5361746184&thid=OIP.jlDuPioOq1xRwKWZK-nqDwHaD7&mediaurl=http://www.wanpug.com/illust/illust731.png&exph=365&expw=688&q=%e7%84%a1%e6%96%99%e3%82%a4%e3%83%a9%e3%82%b9%e3%83%88%e6%a1%9c&simid=608030512947920994&selectedIndex=2&qpvt=%e7%84%a1%e6%96%99%e3%82%a4%e3%83%a9%e3%82%b9%e3%83%88%e6%a1%9c
http://www.city.sabae.fukui.jp/kosodate_kyoiku/shogaigakushu


 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【男子】6 チーム参加   【女子】3 チーム参加    【混合】3 チーム参加 

優勝 下新庄町     優勝 下新庄町    優勝 下新庄町 

次勝 五郎丸町     次勝 定次町     次勝 定次町 

３位 新横江１丁目   ３位 新横江2丁目  3位 新横江2丁目    

平成３１年度 

婦人会・愛育会役員をご紹介  
＜婦人会＞ 

  地 区 会 長    堀   晴美  さん 

   副会長  齋藤 英子  さん 

    〃   禿   知子  さん 

  下新庄会長  木水みき代  さん 

     役員  三田村好美  さん 

      〃   石本 菊子  さん 

五郎丸会長  禿   知子  さん 

    役員  堀   清美  さん 

     〃   堀   陽子  さん 

＜愛育会＞ 

  会 長    嶋田 明美  さん 

  副会長    林  恭子  さん 

おめでとうございました!! 

おしゃべりカフェ 
「おいでの～」再開 

おしゃべりカフェを 3 月から再開しました。

４月からは開催日が毎週木曜日に変更になりま

す。どなたでもお気軽にご参加ください。 
 
開催日時：毎週木曜日 10:00～11:30（4 月～） 

場  所：新横江公民館 1 階入り口横ロビー 

参加費：100 円 出入り自由 

新横江 2 丁目福祉部会 

開催日：2 月 17 日（日） 

場 所：新横江 2 丁目公民館 

参加者：区長、副区長、会計、事務局、民生・児童

委員、福祉委員、健康づくり推進員、町内

公民館長、壮年会会長 計 15 名 
 

毎年、町内の高齢者の見守り、災害時の連絡体制

について話し合っておられます。 

昨年度は 1・2 丁目合同の避難訓練を行っており、

実際に災害が起こった場合の動きをどうしたらよい

のか等、課題が見えてきたのではないでしょうか？ 

今年度は、見守り活動の一環として町内の人が集

まれる場づくりの内容を話し合っておられました。

町内でのつながりが活性化する良い機会となるとい

いですね。 

 

 

 ３月の子育てサロンサザエさんは、しょっぱんさ

んによる「楽しいコンサート」を開催しました。 

 20組45名の親子は、音楽に合わせて一緒に歌っ

たり、体を動かしたりしながら楽しい時間を過ごし

ました。 

「親子で音楽に親しむ機会が余りないので、とて

もよかった」という声がありました。 

３月２日(土)鯖江市社会教育研

究集会が嚮陽会館で行われました。 

その開会行事の席上において感

謝状授与式が行われ、新横江地区か

らは次の方が表彰されました。 
 

◎坂下浩二さん（定次町） 

 公民館協力員を10年間務られ 

 ました。 

子育て支援ネットワーク委員会 

3/7 

 

 

 

こんにちは、地域支え合い推進員の宇野です。 

今回は新横江 2 丁目で行われている福祉部会に

ついて取材してきました。 

 

https://www.sozai-library.com/sozai/1057
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=RNNh6F%2bv&id=F7FB49FDFE91D7D451C3D6E706F207C1F591082D&thid=OIP.RNNh6F-vbar1NvOltkz9nAHaCS&mediaurl=http://denryoku-jiyuka.net/system/item_images/images/000/002/299/medium/fd9987b0-5e25-4578-9366-e6a902b3a332.jpg?1444712774&exph=139&expw=450&q=%e7%84%a1%e6%96%99%e3%82%a4%e3%83%a9%e3%82%b9%e3%83%88%e7%b6%b1%e5%bc%95%e3%81%8d&simid=607990492452621400&selectedIndex=22&qpvt=%e7%84%a1%e6%96%99%e3%82%a4%e3%83%a9%e3%82%b9%e3%83%88%e7%b6%b1%e5%bc%95%e3%81%8d
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=75k19k5q&id=E7A9C2CCC8E924B628419870861FA098734E6ED3&thid=OIP.75k19k5qNa9p2DDSrI2n2gHaHa&mediaurl=http://frame-illust.com/fi/wp-content/uploads/2017/06/coffee-9934.png&exph=600&expw=600&q=%e7%84%a1%e6%96%99%e3%82%a4%e3%83%a9%e3%82%b9%e3%83%88%e3%82%ab%e3%83%95%e3%82%a7&simid=608054165296516654&selectedIndex=54

