
 11月 行 事 予 定 表 
日 曜日 行  事  名 

1 火 休館日 

2 水  

3 木 休館日（文化の日） 

4 金  

5 土 
放課後子ども教室   
  お茶教室お点前披露 
マイナンバーカード出張受付 

6 日 休館日  

7 月 
民生委員会 
公民館学級 「ピラティス体験」 

8 火  

9 水 区長会 

10 木 
ニコニコカフェ 
放課後子ども教室 スポーツクラブ 

11 金 放課後子ども教室 ハンドベル 

12 土  

13 日 

高齢者のつどい（社会福祉協議会） 
ソフトバレーボール大会（スポーツ協会） 
花のまちづくり研修会（ふるさと環境委員会） 
マイナンバーカード出張受付 

14 月  

15 火 休館日  

16 水  

17 木 
ニコニコカフェ 
放課後子ども教室 歌・スティックリング 
育児相談＆トイレトレーニング（子育て支援） 

18 金 
放課後子ども教室  
豊っ子チャレンジ３～６年生 
スマートフォン講座 

19 土  

20 日 休館日 

21 月 高齢者学級「母の認知症から学んだこと」 

22 火  

23 水 休館日（勤労感謝の日） 

24 木 

ニコニコカフェ 
ゆたかっこ広場（子育て支援） 
ハーフバースデイ（子育て支援） 
放課後子ども教室 工作クラブ 

25 金 放課後子ども教室 季節行事を楽しむ 

26 土  

27 日  

28 月 公民館学級「ピラティス体験」 

29 火 休館日 

30 水  

令和４年 １１月号 

豊公民館 HP 

豊地区の世帯数及び人口（令和４年１０月１日現在） 

世帯数:１，６９５戸（前月比 増減なし） 

 人 口:４，６５３人 (前月比 1人増） 

 

豊公民館 令和４年１０月２５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 

マイナンバーカード出張受付を行います 
  まだ申し込まれていない方はこの機会をぜひご利用下さい。 

日 時：  11月５日(土)・１１月１３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 

 子育て支援ネットワーク委員より 
 
 子育て広場「ゆたかっこ」を再開します。未就
園児さんの遊び場として、子育て世代の交流
の場としてご利用下さい。 
 
 日 時：毎月第４木曜日 
      （１０、１１月予定 １０/27、11/24） 
      10時～11時30分 
 場 所：豊公民館 中ホール  
 対 象：未就園児とその保護者 

    (健康チェックをお願いします。) 

豊健康の日  

豊まちづくり推進協議会 健康福祉委員会主催 

 また、登り終えて豊公民館に戻って

きた参加者の皆さんは、公民館に設

置した“石窯”で焼いたやきいもを受

け取りました。こどもたちは「久しぶり

にやきいもを食べた。おいしい！」と

笑みがあふれていました。 

 １０月１６日（日）豊健康の日“三床山森林浴ウォーキング”が３年

ぶりに開催されました。また、同行程で“古里をのろしでつなごう”

も同時開催しました。７３名の方が豊公民館を出発して石生谷登り

口より三床山頂上を目指しました。 

 登頂後、秋晴れの空にのろしが上がると、豊公民館からもその煙

がよく見えました。 

 子どもの手が離れたので参加したという上氏家町の女性は、「身

近にこんなよいところがあるなんて知りませんでした。参加してよ

かったです。来年も参加したいです。」と喜びを語っていました。 

お知らせ 

 ７月の講座が大好評！“ピラティス体験講座”を11月にも
開催します。  
 骨格のゆがみや筋力不足を効果的に解消することができるエ
クササイズです。運動不足や姿勢のゆがみが気になる方はぜひ
ご参加ください。 

参加者募集 

●日 時：１１月７日（月）・２８日（月） 
     受付：９時４０分～ 
     開始：１０時 終了：１１時 
●場 所：豊公民館 １階 中ホール 
●講 師：坪田 愛依 氏 

●対 象：２０ 名まで 

初心者 
大歓迎！ 

申込は、お電話（６２-１０１１）もしくは、公民館窓口へ直接お

申し込みください。参加者が定員に達していない場合は当日で

も可能です。 

公民館学級 

 ふれあいサロンなどで毎回大人気の健康づくり課 山本進氏
より、ご自身の体験をもとに、認知症について知ってもらいた
いあれこれをお話していただきます。 

参加者募集 

●日 時：１１月２１日（月） 
     １３時３０分～１４時３０分      
●場 所：豊公民館 １階 中ホール 
●講 師：山本 進氏 
●対 象：豊地区民６５歳以上の方、または  
     その家族３０ 名まで（先着）       

申込は、公民館窓口へ直接お申し込みください。参加者が定

員に達していない場合は当日でも可能です。 

担当：地域支え合い推進員 渡辺 

高齢者学級 

※変更する場合があります。ご了承ください。 

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


放課後子ども教室 活動報告 

 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 

  トイレトレーニングのお話を聞いた後、保健師・栄養士さんに育児

相談ができます。離乳食や歯磨きなど身近な疑問をお気軽にご相談下

さい。 
 
●日 時：１１月１７日（木）午前１０時～１１時３０分 

●場 所：豊公民館 １階 中ホール 

●対象者：未就園児とその保護者20組（先着順） 

●持ち物：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 

他地区からの参加者多数!! 豊のお宝に感激!! 

 9月25日(日)、良い天気に恵まれ「豊の宝めぐ

りウォーク 西部編」が実施されました。市のホー

ムページ『地域のイイネ！を見つけよう～ぐるっと

さばえ「公民館」～』を見て、北中山・河和田・鯖江・

神明地区の方々も30名近く参加してくださいま

した。 

 和田町の宝の場所巡りを終えた北中山地区のあ

る女性は、「石間歩を初めて訪れました。鯖江にあ

んな雰囲気の場所があるなんて知りませんでし

た。」と感動冷めやらぬ様子でした。 

 「豊にお住まいの方も、6月の“アジサイ健康

ウォーキング”で一万本の紫陽花を見に北中山へ

是非おいでください。」と付け加えられました。 

一部 

フレイル予防で元気に暮らそう 

   鯖江西地域包括支援センター 

   保健師 井上 とみ子氏 

二部 

「高齢者は歯が命！健康長寿はお口から」 

   竹内歯科医院  

   院長 竹内 良成氏    

日時：１１月１３日（日） 午前１０時～１１時３０分 

場所：豊公民館 １階 中ホール  

申し込み先 豊公民館 ６２－１０１１ 担当 渡辺まで 

主催：地区社会福祉協議会 共催：西部地区民生委員豊支部 

 

 学ぼう、いきいき長生きの秘訣 

対象 70歳以上の方 先着50名！ 

参加者には粗品をプレゼントします 

  第40回丹生郡少年剣道錬成大会 

 会 場  越前町立越前体育館 

 開催日   令和４年９月２５日（日） 

 結 果 

 小学生団体の部 優勝 豊剣道教室Ａ 

   （大将：水野 新大 中堅：森 孔明） 

 小学５・６年生の部 ２位 水野 新大 

              ３位   森 孔明 

    中学生の部       ３位 森池 秋良 

豊剣道教室 

がんばっています！ 

※申込は、公民館窓口へ直接お申し込みください。 

石間歩の説明（熊野神社にて） 

三床山登山道整備 
 10月２日（日）ふるさと環境委員会と豊地区壮年会、有志の皆さ

んにご協力いただき、三床山の登山道整備をしました。３年ぶりの

登山道整備でしたが、皆さん手際よく作業されていました。 

 登山道の清掃や階段の取り付け、補修の作業、また頂上では草

刈り機やチェーンソーを手に、傾斜のある茂みの中に入り込み、雑

木や雑草の伐採作業に精を出してくださいました。おかげ様で１０

月１６日の三床山森林浴ウォーキングの時には、頂上で気持ちよく

過ごすことができました。 

 これから秋の紅葉を迎え、豊地区以外の人もたくさん訪れるこ

とと思います。きれいになった三床山を楽しんでいただけます。 

 早朝からご参加下さった方々、ありがとうございました。 

階段の補修 頂上の草刈り 

 １１月５日（土）に保護者の方を招待して、お点前披露会を開催する

ことになりました。 

 １０月１７日（土）は、お点前披露に向けて、先生に注意されたとこ

ろを直しながら、皆さん一生懸命練習しました。 

 披露会でこれまでの練習の成果を発揮できるといいですね！ 

＜放課後子ども教室１１月活動予定＞ 

11/ 5 (土) お茶教室お点前披露会 

11/10 (木) スポーツ 

11/11 (金) ハンドベル 

11/17 (木) 歌・スティックリング 

11/18 (金) チャレンジ3～6年生 

11/24 (木) 工作 

11/25 (金) 季節行事を楽しむ 

お茶（煎茶）教室 


