
 １0月 行 事 予 定 表 
日 曜日 行  事  名 

1 土 放課後子ども教室 お茶クラブ 

2 日 休館日 三床山登山道整備 

3 月  

4 火 健康・福祉委員会 

5 水 区長会 

6 木 
ニコニコカフェ 
放課後子ども教室 歌おうクラブ 
放課後子ども教室 スティックリング 

7 金 
豊地区健康診査 
放課後子ども教室  
豊っ子チャレンジ１・２年生 

8 土 西部民児協理事会 

9 日  

10 月 休館日（スポーツの日） 

11 火 休館日 

12 水 民生児童委員 

13 木 ニコニコカフェ 
放課後子ども教室 スポーツクラブ 

14 金 放課後子ども教室 ハンドベル 

15 土  

16 日 
豊健康の日（三床山ウォーキング） 
古里をのろしでつなごう 

17 月  

18 火 休館日 

19 水  

20 木 
手形足形アート作り（子育て） 
文化祭会場準備 

21 金 文化祭展示準備 

22 土 
放課後子ども教室 花舞クラブ 

文化祭前夜祭（ミニコンサート） 

23 日 文化祭 

24 月  

25 火 休館日 

26 水 市長と語り合う会 

27 木 
ゆたかっこ広場（子育て） 
放課後子ども教室 工作クラブ 

28 金 放課後子ども教室 季節の行事 

29 土  

30 日 マイナンバーカード出張受付 

31 月  

【大きめ花壇の部】市長賞

令和４年 １０月号 

豊公民館 HP 

豊地区の世帯数及び人口（令和４年９月１日現在） 

世帯数：１，６９５戸（前月比 ４世帯増） 

人 口：４，６５２人 (前月比 ４人増） 

 

豊公民館 令和４年９月２２日 発行 

住 所：〒916-0073 鯖江市下野田町26－8－1  

電 話：0778－62－1011 ＦＡＸ：0778－62－3018 

メール：SC-CC-Yutaka@city.sabae.fukui.jp  メールアドレス 

HP：https://www.city.sabae.fukui.jp/kosodate_kyoiku/shogaigakushu/yutakakominkan/index.html 

鯖江市健康診査のご案内（会場：豊公民館） 

 豊公民館にて健診を実施します。毎年一回検診を受けま

しょう。なお、受診には予約が必要です。 

実施する健診 

特定健康診査、風しん抗体検査 
肝炎ウィルス検診、ピロリ菌抗体検査 
肺がん検診、大腸がん検診 Web予約用QRコード 

日時：１０月７日（木） 
   午前９時～午前１０時３０分 

会場：豊公民館  
予約：電話（鯖江市健康づくり課（アイアイ鯖江内） 

   ☎52-1138）または Web 

 ９月６日（火）鯖江市区長会連合会主催の「花によるまちづくりコンクール」の審査が行われました。６１件の応募した

花壇のうち豊地区からは、大きめ花壇の部で“下野田町花の会”がみごと「市長賞」を受賞したほか、２町内が受賞さ

れました。おめでとうございます。 

【大きめ花壇の部】地区区長会長賞  

【小さめ花壇の部】 

優秀賞 

  どの花壇も地区一斉の春の種まきで 

育てた苗を中心に植栽されています。 

マイナンバーカード出張受付を行います 
日 時： １０月３０日（日）午前９時３０分～１１時３０分 
場 所： 豊公民館 １階 第１会議室 

持ち物： ①通知カード・申請書 

      ②本人確認書類２点 （うち１点は顔写真つき） 

           ③住民基本台帳カード （お持ちの方のみ） 

問合先： 鯖江市役所市民窓口課 電話0778-53-2206 

日時 １０月２２日(土) お昼１２時～午後８時     

         ２３日(日) 午前 ９時～午後３時 

場所 豊公民館  多目的ホール 中ホール 

お知らせ 

屋外ミニコンサート２０２２ 演奏：煙谷 惇さん 
秋の夜空に響きわたる サクソフォーンの音色をお楽しみください。 

１０．２２（土） １７：１５～１８：００ 

    豊公民館前広場にて 

※整理券が必要です（１２０枚予定） 

詳しくは全戸配布のチラシをご覧ください。 

 今年度も展示を中心としたミニ文化祭となります。 

 豊公民館にすてきなかざぐるま！ 

素敵なかざぐるまを豊公民館玄関ロビーに飾ってあります。これ

は下野田町の有志の皆さんが作って、公民館へ寄付してくださった

ものです。 

風があたるとくるくると回る様子はとてもきれいです。公民館へ

来られた時は、ぜひご覧になってくださいね！ 
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第43回豊公民館長・豊地区 
スポーツ協会長杯ソフトボール大会 

   【結果報告】 
 優勝 上野田町 
 次勝 下野田町 
 三位 和田町・青武台町内会 

9月４日（日）西公園グラウンドにて3年ぶりにソフトボール大会が開催
されました。7町内が参加し、みごと上野田町が優勝されました。おめでと
うございます！ 

 参加者募集 

主催：子育て支援ネットワーク委員会 

公式LINE  

豊地区子育てネットワーク委員会  

公式LINE＠387kyqzo 

  ８月２８日（日）豊公民館で、「コロナ禍に

おける避難所体験会」が、豊まちづくり推進

協議会安全・防災委員会主催で行われ、６０

名程が参加しました。 

 入り口で消毒、検温、健康状態の確認を行

い、多目的ホールでは、各町内に分かれた避

難所のパーテーション設置体験や非常持出

袋・防災マップの説明を受けました。 

 災害はいつ起こるかわかりません。もしも

に備える事は大切ですね。 

コロナ禍における避難所体験会 

※申込は豊公民館へお願いします。☎62-1011 

主催：豊まちづくり推進協議会 健康福祉委員会 

【日 時】１０月１６日（日） 
    午前８～１２時頃 

【集 合】豊公民館 午前８時 

【内 容】①法螺吹鳴
ほらすいめい

  

     ②歴史講和「のろしについて」 

     ③のろし点火 

【主 催】三床山を愛する会  

【後 援】豊地区区長会 豊公民館 

【問合せ】事務局（舘）電話（０９０）２８３０ー４５３５ 

【その他】当日受付 参加賞があります 

詳しくは、回覧チラシをご覧ください。 

  記念に赤ちゃんの手形・足型をとりましょう！シー

ルや飾りをつけて、素敵なアート作品にできます。 

作品は文化祭で展示いたします。 

●日 時：１０月２０日（木）午前１０時～ 

●場 所：豊公民館 中ホール 

●対象者：豊地区の未就園児とその保護者１５組 

                   （先着順） 

●持ち物：タオル(汚れてもいいもの)・飲み物(水分補

給) 

●申 込：①申込書を記入の上、豊公民館まで持参し

て下さい。（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。） 

        ②公式ラインから必要事項記載の上、 

      メッセージを送信して下さい。 
    □保護者氏名 □お子さん氏名・年齢 □住所  

    □電話番号 

 ふるさとの山 三床山の秋のイベント「古里をのろしでつな
ごう」を下記により実施します。今年は３年振りの開催になり
ますが、戦国時代の伝達手段ののろしはロマンあふれるもので
す。秋の季節、眺望が素晴らしい三床山に気楽に登って楽しみ
ませんか。 

 なお、当日は「豊健康の日“三床山森林浴ウォーキング”」
と同時開催され、同行程で行動いたします。 

 参加者募集 

第14回古里をのろしでつなごう 

主催：子育て支援ネットワーク委員会 

 ９月１５日（木）おひるねアートとヘッドセラピー体験を開催し、
8組の親子が参加しました。 

 まず最初にヘッドセラピストの金本友美氏に指導してもらい、セル
フヘッドマッサージをしました。産後は抜け毛や頭皮のトラブルを抱
えている人が多いですが、頭皮の血流量を増やすことで、解決できる
そうです。頭を触る癖をつけて頭を柔らかくしておきましょう！ 

 セラピー体験の後、
下野田町に滞在してい
る京都精華大学の学生
さんに作ってもらった
“おひるねアート”を
使って撮影会をしまし
た。ママたちはお子さ
んの撮影を楽しんでい
ました♪ 

 この“おひるねアー
ト”は文化祭でも展示
する予定です。 


