
  

 

 

  

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【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】 
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 
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【休館日のお知らせ】 

３月８日（日） 

   １０日（火） 

   １５日（日） 

   ２０日（金・祝） 

   ２４日（火） 

   ２９日（日） 

   ３１日（火） 

 

【３月 新横江地区行事予定】 

１日（日）婦人会総会・女性ｾﾐﾅｰ 中止 １７日（火）団体交流会 延期または中止 

５日（木）区長会           １９日（木）愛育会総会 

子育てｻﾛﾝ「ｻｻﾞｴさん」 中止  ２５日（水）いきいき講座 中止 

  ６日（金）民生委員会         ２６日（木）福祉タクシーチケット交付 

１１日（水）いきいき講座 中止     ２７日（金）ハーフバースディ 中止 

１２日（木）公民館運営協議会 

 

 

  

 【新横江地区の現状】令和２年２月 1 日現在 （先月との比較）    
世帯数  １,９４２戸 （-２戸）  

人 口  ５,４４８人 （０人）  男 ２,６６０人 （+２人）女 ２,７８８人 （-２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） 
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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 

社協「おしゃべりカフェ」 
毎週木曜日 開催 
３月から再開します。中止 

ＱＲコード 
ＱＲコード 

2月８日（土）防災組織立ち上げに向け

「地域防災研修会」が行われました。講師

に北中山地区まちづくり委員会 産業建設

部会長 五十子利雄 氏をお迎えし、“防災

を核にしたまちづくり”と題して講演をし

ていただきました。 

北中山地区まちづくり委員会は３部会

に分かれており、産業建設部会では福井豪

雨の教訓をもとに自主防災組織を作り、地

区・町内防災訓練や防災セミナーなどを実

施し、みんなで安全安心な北中山を目指し

て活動しています。 

新横江地区も住民一人ひとりが防災を

自分事として捉え、「自分たちのまちがよ

くなる」という気持ちを持って防災の取り

組みが継続して行われることを期待しま

す。 

2/８ 

 

 

＜災害はいつ起こるか分からない！＞   主催 新横江をよくする会 

絆／ きずな 

 

絆／ きずな 
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【参加者の感想】 

・災害が起こった時には、常に自分にふりかかることを再認識しました。 

・規模が大きすぎて、いったい自分が何をどうすればよいのか分かりませんでした。 

【新横江をよくする会役員の感想】 

 北中山地区の防災組織と各町内の防災訓練内容等を分かりやすく説明してくださり、新横江地区も今年目標である

防災組織を作り、９町内が毎年新横江防災の日を決め、一斉に防災訓練ができるところまで進化していかなくては、

想定外の災害に耐えられないと実感しました。 

 防災に対して無知であっては、どこで災害にあっても無力になってしまいます。昨年は３町内のみ実施の防災訓練

をさらに、今年は全町内に広げたいと思います。北中山地区町内で実施しているきめ細かな防災訓練計画を参考に、

ぜひとも新横江地区民や各種団体等のご協力をお願いする次第です。 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=qcd3krXC&id=B41F9B7748E57A13EC8B9340F62B85E34D006773&thid=OIP.qcd3krXCZxZfEPm1HwrWOQHaGa&mediaurl=https://www.sozailab.jp/db_img/sozai/34458/1b5d807fe4e6e55e70ea81f525328582.jpg&exph=554&expw=640&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=608049665042090952&selectedIndex=162
http://www.city.sabae.fukui.jp/kosodate_kyoiku/shogaigakushu


 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・体育大会              ６月 ７日（日） 

・合宿通学   ６月２６日（金）～２７日（土） 

・敬老会            ９月１２日（土） 

・コスモス祭         １０月１１日（日） 

・文化祭              １１月  １日（日） 

  １２月１３日（日） 

・公民館大掃除        １２月２０日（日） 

・新成人のつどい        １月１０日（日） 

子育てサロン「サザエさん」 

oonnonn  ３月の子育てサロン「サザエさん」は楽し

いコンサートを開催します。 

音楽に親しみましょう♪ 

日 時 ３月５日（木）10:00～11:00 

場 所 新横江公民館 大ホール  

出 演 しょっぱんさん 

参加費 無料 

問合せ 新横江公民館（℡51-2969） 

１月２５日（土）会員約９０名が参加して、老人

クラブ連合会「新春の集い」が開催されました。 

FK企画による歌謡ショーでは、新春にふさわし

い華やかな歌と踊りを鑑賞しました。その後、美味

しいぜんざいを食べ、抽選会で盛り上がりました。 

皆さん、心も体も暖かくなりましたね。 

【卓球】6 チーム参加   【バドミントン】7 チーム参加 

優勝 横越町      優勝 新横江２丁目 

次勝 新横江１丁目  次勝 横越町 

３位 五郎丸町       ３位 新横江１丁目 

中止 

 

 

おしゃべりカフェ「おいでの～」 

日 時：毎週木曜日 10:00～11:30（1・２月休み） 

参加費：月 100 円 お菓子持ち寄り  

主 催：新横江地区社会福祉協議会 

支え合い活動の一環として、地域の交流の場、健康

推進、お互いの見守りの効果もあることから「おしゃ

べりカフェ」を H29 年度に立ち上げました。    

集まっていただいた方から「毎週あったらいいな」

との声があり、月 2 回から毎週の活動となって 1 年が

経ちました。 

今回は記念に表彰状をお配りし、皆さん満面の笑み

で受け取っていただけました。「おいでの～」では集ま

った方で自由にやりたいことを企画して活動していま

す。どなたでもお気軽にご参加ください。 

 

 

 
こんにちは、地域支え合い推進員の宇野です。 

今回は新横江公民館で行っているおしゃべりカ

フェの活動を紹介します。 

 

R２年度 行事予定 
 

歌と踊りを楽しむ 1/25 
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