
 9月 行 事 予 定 表 
日 曜日 行  事  名 

１ 木 
子育て支援ネットワーク委員会 
放課後子ども教室 皆で楽しく歌おうクラブ  

         スティックリング 

２ 金 放課後子ども教室 豊っ子チャレンジ1・２年 

３ 土 放課後子ども教室 お茶クラブ 

４ 日 休館日 ソフトボール大会（スポーツ協会） 

５ 月 民生委員会 

６ 火  

７ 水 区長会例会 

８ 木 
ハーフバースデイ事業（子育て） 

ニコニコカフェ 

放課後子ども教室 スポーツ 

９ 金 
放課後子ども教室 ハンドベル 

敬老会記念品配布準備 

１０ 土 敬老会記念品配布 

１１ 日  

１２ 月 愛育会役員会 

１３ 火 休館日 

１４ 水 介護予防いきいき講座 

１５ 木 

ニコニコカフェ 
おひるねアート＆ヘッドセラピー（子育て） 
放課後子ども教室 皆で楽しく歌おうクラブ  

         スティックリング 

１６ 金 放課後子ども教室 豊っ子チャレンジ３～６年 

１７ 土 放課後子ども教室 花舞クラブ 

１８ 日 休館日 

１９ 月 休館日（敬老の日・祝） 

２０ 火 社会福祉協議会 合同研修会 

２１ 水  

２２ 木 
ニコニコカフェ 

放課後子ども教室 工作 

２３ 金 休館日（秋分の日・祝） 

２４ 土  

２５ 日 豊の宝めぐりウォーク  

２６ 月 愛育会支部長会 

２７ 火 休館日 

２８ 水 介護予防いきいき講座 

２９ 木 ニコニコカフェ 

３０ 金 
放課後子ども教室 季節の行事 

女性協議会 防災講演会 

※ 状況により変更・中止する場合があります。 
  ご了承下さい。 
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豊地区の世帯数及び人口（令和４年８月１日現在） 

世帯数： 1,691戸（前月比 5世帯減） 

人 口：4,648人 (前月比 8人減） 

 7月1９日（火）豊公民館の中ホールでスポーツ系の

文化講座とスポーツ少年団の代表者が参加し、救急救

命講習会を開催しました。講師には鯖江丹生消防組合

の畑さん、坂下さんに来て頂きました。 

 今回は公民館で活動中に事故（病気やけが、熱中

症）が起きた場合の対応について学びました。救急車

要請の通報の仕方、観察（意識や呼吸）の仕方、救急

車が到着するまでの処置の仕方を学びました。 

 心肺蘇生法として、胸骨圧迫とＡＥＤの使い方を学

びました。質問がたくさん出て、皆さん熱心に参加し

ていました。 

 活動中に誰かが突然倒れた場合は、 

 ・通報する人は近く（現場）にいる人。 

 ・うつ伏せで倒れている場合には呼吸確認のため 

  にも愛護的に９０度ずつ２回で表に向ける。 

 ・ＡＥＤを使う。 

 ・熱中症で倒れた場合、意識がない、または意識が 

  あっても自力で水が飲めない場合はすぐ救急車を 

  呼ぶ。 

 以上のことを最後に皆さんで確認しました。 

 まだまだ暑い日が続きます。自分の体調に十分注意

をして、安全に活動して下さいね。 

ＡＥＤの指導 人形を使って胸骨圧迫の練習 

うつ伏せの人を表に向ける方法 

春日神社例祭において、浦安の舞が奉納されます。 

今年は鳥井町の子ども達が巫女役で舞を舞います。 

◎日 時  １０月  １日（土） １５時３０分～ 

◎場 所 春日神社（鳥井町） 

◎巫女役 

  ６年 三田村 凛 さん 

 ５年 淺野 花栞 さん 

  ５年 三木 優奈 さん です。 

※「浦安の舞」とは、心の安らかという意味で、平和  

 を祈る舞のことです。 

公民館のＡＥ

Ｄは１階の第

１会議室の横

の壁にあるん

だね！ 

入
賞 

困りごとは  

地域包括支援センターは、高齢者の総合相談窓口として、地域の

皆さんが住み慣れた地域で安心して自分らしく暮らしていけるよ

う、「保健師」・「社会福祉士」・「主任ケアマネージャー」の３

職種を配置し、医療・保健・福祉・介護などのさまざまな面から、

高齢者やその家族を支える市の委託機関です。 

毎日の生活の中で、なにか不安なこと、相談したいことはありま

せんか？なんでもご相談ください！ 

豊地区の皆さんの相談窓口は  鯖江西地域包括支援センターです。 

  鯖江西地域包括支援センター 

（エレガント セニールガーデン内）  

 吉江町37‐7‐1 TEL 53‐2776   

４月から地域の相談窓口が、より身近になりました。  

鯖江西地域包括支援センターへ 

お知らせ 

１０月１６日（日） 

お知らせ 豊 健 康 の 日 

三床山森林浴ウォーキングを開催します。 
詳しくは、後日配布のチラシをご覧下さい。     

主催：豊まちづくり推進協議会 健康福祉委員会 

 ２年ぶりに市民体育大会が開催されました。コロナ禍
での大会で、中止した競技もあり、全部で２４競技とな
りました。豊地区ではそのうち１３競技にエントリー
し、以下の競技で入賞しました。  
 
         １位 ゲートボール男子 
         ２位 ゲートボール女子 
                バレーボール男子 
                綱引男子 
                水泳女子 
             ３位 ショートテニス 
                ソフトボール 
                剣道 
                テニス男子 
                バレーボール女子 
                軟式野球 
                綱引女子 
  ご参加してくださいました選手の皆さん、ありがとう
ございました。          
               豊地区スポーツ協会 

mailto:SC-CC-Yutaka@city.sabae.fukui.jp


日時：９月３０日（金） 
   １９時３０分～２０時３０分  
会場：豊公民館 ２階 小ホール 
講師：藤田 裕之氏 
    （現立待地区防災協議会 会長、鯖江市 
 防災危機管理課長、防災危機管理監歴任) 
内容：地域防災を考える 
定員：３０名 

令和４年度 放課後子ども教室 

夏休み企画 ソーラーライト作り 

～ちょっと報告～ 

子どもたちは元気に町内ラジオ体操 
夏休みに入り、町内の子ども会ではラジオ体操が始まりました。

今年は豊地区全町内でラジオ体操を行いました。 

豊地区青少年育成協議会では、毎年ラジオ体操をする子ども

たちに参加賞としてお菓子を渡しています。今年も子どもたちにお

菓子を用意しました。 

コロナ禍のなか、なかなか集まって遊ぶことができない子どもた

ちですが、ラジオ体操で元気に体を動かせたことと思います。 

第９回豊の宝めぐりウォーク 西部編 
 秋の一日、下記の通り実施致します。今回は秘所的なスポットもあります。お宝めぐりで豊の歴史・文化
に触れてみませんか？ 

◇日 時  ９月２５日（日） １３時～１６時３０分 
◇コース  和田の５か所 

       豊公民館（集合）→仰明寺→旧盡誠小学校校舎→和田太陽光発電所  

       →和田石切場→三の和田溜息→豊公民館（解散） 

◇参加費 無料   

◇コロナウィルス予防でマスク着用 

◇主催 豊の宝を見つけよう応援団 後援 豊地区区長会・豊公民館 

◇参加申込 ９月２1日（水）までに豊公民館へ （電話・faxでもOKです。） 

◇その他、詳しくは回覧チラシをご覧ください。 

 ↓下記の地域のいいね！を見つけよう～ぐるっとさばえ「公民館」～対象事業です。 

  ８/８(月) 夏休み企画として、エコプランふくいから講師を
およびして、自然エネルギー体験教室を開催しました。まず、地
球温暖化でどんなことが起こっているかを学んで、今日から一人
一人が節電で出来ることを考えました。次に、太陽光を日常生活
に上手に利用する“牛乳パックでソーラーライト作り”をしまし
た。完成したライトを暗いところにもっていって、みんなで明か
りを楽しんでいました。          

 チャレンジクラブで、
自宅に持って帰った子ど
もたちのミニひまわりが
花を咲かせたと報告があ
りました！！ 

＜ミニひまわり＞ 

 季節の行事を楽しむクラブで植

えたハロウィンかぼちゃの実が２

つできました！残念ながら発見が

遅れて穴があいていましたが、大

きなかぼちゃでした。 

＜ハロウィンかぼちゃ＞ 

敬老会記念品配布について お知らせ 

新型コロナウィルス感染症の影響により、本年度も

敬老会の式典・イベント等は中止いたします。

対象者の方には、心ばかりのささやかなお祝いの品

として記念品を配布させて頂きます。 

お受け取りをよろしくお願いいたします 

 9月1０日(土)より 

豊地区区長会 

豊まちづくり推進協議会  
健康福祉委員会 

敬老会の対象者は 

昭和２２年１２月３１日生まれ 

までの７５歳以上の方です。 

 地域のイイネ！を見つけよう～ぐるっとさばえ「公民館」～ 

 市内１０地区公民館等で実施している行事に、市内にお住まい、お勤めの人であればだれ

でも参加できます。各地区を巡って、「体験」や「座学」で地域の魅力や宝を再発見しま

しょう。詳しくは、市ホームページをご覧ください。 

 女性協議会  

    防災講演会 

 参加者募集 

参加者募集 

 先月の豪雨により福井で大規模な水害が起
こりました。豊地区でも災害がいつ起こって
もおかしくありません。災害に備え、女性で
もできること、女性だからできることを考
え、防災講演会を開催します。 
 女性協議会員以外の方でも参加できますの
で、お電話にてお申込下さい。 
（豊公民館☎６２－１０１１） 

おひるねアート＆ヘッドセラピー 

 参加者募集 

公式LINE  

日時：９月１５日（木）午前１０時～１１時３０分  

会場：豊公民館 １階 中ホール 
講師：金本友美氏(ヘッドセラピスト・美容師）          
対象：豊地区の未就園児とその保護者１５組（先着順） 
申込：申込書を記入の上、豊公民館まで持参 
   ※申込書は、豊公民館・ゆたかこども園・のぞみ保育園にあります。 

   または、公式ラインから必要事項記載の上、メッ 
   セージを送信 
    □保護者氏名 □お子さん氏名・年齢 □住所  
    □電話番号 

豊地区子育てネットワーク委員会 公式LINE＠387kyqzo 

主催：子育て支援ネットワーク委員会 

 床に寝転んだ子ども
の周りに背景や小物を
並べて真上から撮影す
る“おひるねアート”
と、頭皮をマッサージ
する“ヘッドセラ
ピー”をしませんか？ 


