
令和４年 １２月号 

豊公民館 HP 

豊地区の世帯数及び人口（令和４年１１月１日現在） 

世帯数:１，６９４戸（前月比 １世帯増） 

 人 口:４，６４３人 (前月比 １０人減） 

 

豊公民館 令和４年１１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 

 毎年恒例のお正月飾り用の寄せ植え講座を開催します。土や
鉢、必要な道具などは用意してありますが、自宅にある鉢や飾
りを持参してもかまいません。 
 玄関を華やかに彩って新年を迎えましょう！ 

参加者募集 

●日 時：１2月２０日（火）１９時～ 
●場 所：豊公民館 １階 中ホール 
●講 師：小林 鈴子氏（小林農園） 

●対 象：２０ 名まで 

公民館学級 

日 
曜

日 
行  事  名 

1 木 
子育て支援ネットワーク委員会 
ニコニコカフェ 
放課後子ども教室 歌・スティックリング 

2 金 
民生委員会 
放課後子ども教室 チャレンジ １・２年生 

3 土 
放課後子ども教室  
クリスマスパーティーwithイングリッシュ 
マイナンバーカード受付 

4 日 休館日 

5 月  

6 火  

7 水 区長会 

8 木 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 

10 土  

11 日 公民館大掃除 

12 月  

13 火 休館日 

14 水 
西部3地区福祉会議 
青少年育成協議会 

15 木 
クリスマス会（子育て支援ネットワーク） 
ニコニコカフェ 
放課後子ども教室 歌・スティックリング 

16 金 放課後子ども教室 チャレンジ ３～６年 

17 土 公民館学級 漬物(千枚漬け)講座 

18 日 休館日 

19 月  

20 火 公民館学級 お正月寄せ植え講座 

21 水  

22 木 
ゆたかっこ広場（子育て支援ネットワーク） 
ニコニコカフェ 
放課後子ども教室 工作 

23 金  

24 土  

25 日  

26 月 
民生委員会定例会 
歳末慰問品配布 
放課後子ども教室 きっずダンス 

27 火 休館日 

28 水  

29 木 休館日 

30 金 休館日 

31 土 
休館日  
(年始は1/1(日)～1/3(火)まで休館いたし

ます。） 

＊状況により変更・中止する場合があります。 

豊公民館大掃除にご協力ください  

【日 時】 １２月１１日(日) ９時～ 
【持ち物】 雑巾・手袋・マスク・掃除に必要な物 

ご協力よろしくお願いいたします。 
※ 大掃除に備え、靴箱に常駐している靴(シューズ）と傘をお持ち
帰りくださいますようお願い致します。 

の 行 事 予 定 表 

 「豊地区はたちのつどい」を開催いたします。詳しくは、

“鯖江市はたちのつどい”のご案内に同封のチラシをご覧

ください。 

    日時 令和5年1月8日（日） 

        14時45分～1７時（予定） 

   場所 豊公民館 中ホール 

 ※館内ではマスクの着用をお願いします。 

お知らせ 

「豊地区はたちのつどい」について 

★日時 令和５年１月８日（日） 

       開場１２時 

       開始１３時～１３時４０分 

★会場 鯖江市文化センター 

鯖江市はたちのつどい 式典 

 花苗等材料代は、その都度集金いたします 
 申込は、前日までに豊公民館の窓口、又はお電話で 
 お願いします。 

マイナンバーカード出張受付を行います 

 日 時： １２月３日(土)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 

日赤奉仕団よりお礼 
募金額 19,788円 

皆様の温かいお心ありがとうございます。  

当田町 

豊地区ミニ文化祭開催 
 １０月２２日（土）、２３日（日）豊地区ミニ文化祭を開催しました。点灯式オープ

ニングでは、ハンドベルクラブの子どもたちの発表、そして煙谷敦さんのサクソ

フォーン演奏で、会場は大いに盛り上がりました。 

  中ホールでは豊小学校児童の作品展示や、ハロウィーン衣装を着て写真を

撮影できるフォトスポットがあり、ご家族で楽しまれていました。 

 多目的ホールでの豊地区の保育園児の作品、各種団体による活動展示など、

昨年より展示物も増え、２日間で４５０名以上が来館しました。また、３年ぶりに

全町内が花車を展示し、コンテストを行いました。会場は花に包まれ華やかな雰

囲気になりました。２３日に花車コンテストの表彰式を行い、最優秀賞には、当

田町が選ばれました。おめでとうございます。 

【優秀賞】 石生谷町        

【努力賞】下野田町  下氏家町   青武台町内会 

中ホールの様子 

下司町  
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  １１月５日（土）放課後子ども教室お茶教室“お点前披露会”を開
催しました。保護者の方をお招きし、１年間の練習の成果を見ていた
だきました。 
 最初は緊張していた子どもたちでしたが、先生の助言を受けながら
上手にお茶を入れて振舞っていました。 

【結果】 

優勝 下野田町Bチーム 

次勝 漆原町 

三位 下野田町Aチーム 

豊駐在所より  

人対車の交通事故多発！！ 

お茶（煎茶）教室 お点前披露会 

主催：豊地区スポーツ協会 

 参加者募集 

公式LINE  

豊地区子育てネットワーク委員会  

公式LINE＠387kyqzo 

かぼちゃとアスパラガスのにんにく炒め 

食生活改善推進員さんより 

減塩食でバランスの 

良いメニューをご紹介します！ 

主催：子育て支援ネットワーク委員会 

クラリネットミニコンサート！みんなでクリスマスソング 

をきこう。サンタさんからプレゼントがもらえるよ♪ 

●日 時：１２月１５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) 

●参加費：無料 

●申込み：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 

漬物講座（千枚漬け） 

おいしいよ 

☆ 日  時  １２月１７日（土） ９時３０分～１１時３０分 

☆ 場  所  豊公民館  調理室 

☆ 材料代  １セット ７００円（当日集金） 内訳： 大蕪 ３個、甘酢 他 

         お正月に食べ頃になります。 

☆  持ち物     蕪を漬けておく容器 （できれば丸い容器で蓋付き）  

          三角巾・使い捨ての手袋・手拭きタオル・エプロン・マスク等 

☆  申込み   １２月７（水）までに豊公民館へ電話でお申し込みください。   

☆ 日 時  令和５年１月２1日（土） ９時３０分～１２時 
☆ 場 所  豊公民館 中ホール、調理室 
☆ 材料代  １セット ７,０００円 （当日集金）  約１５㎏ （大豆2升分） 
         ９月頃から食べられます。 
☆ 持ち物    桶（みそ玉を入れておく容器） 
         三角巾・使い捨ての手袋・手拭きタオル・エプロン・マスク等 
☆ 申込み  令和５年１月７日（土）までに豊公民館へ電話でお申し込みください。          

 
参加者募集 

 １１月１３日(日) 「高齢者健康のつどい」が開催され、５１名の皆さんが集いま

した。 

 西地域包括支援センターの井上とみ子氏、竹内歯科医院院長の竹内良成氏の

お二人を講師にお迎えして、高齢者のフレイル予防について学びました。簡単な

体操を毎日続けたり、外出などで人との交流を保ったりすることの大切さや、歯

の健康が健康長寿に大きく関わること、嚥下の能力を衰えさせないための唾液

腺マッサージや唇や舌の体操などを楽しく教えて頂きました。 

 当日は民生委員児童委員さんや福祉委員さんも参加して会場のお手伝いをし

て頂きました。 

社会福祉協議会では今後も、このような「高齢者健康のつどい」を開催してい

く予定です。 

フードドライブ 
～家庭に余っている 
  食品をお持ちください～ 

寄付していただきたい食品 

・お米（精米した米、２年以内） 

・パスタ、そう麺などの乾麺 

・缶詰、レトルト、インスタント食品 

・海苔、お茶漬け、ふりかけ 

・粉ミルク、離乳食、お菓子 

・調味料（醤油、食用油など） 

※ 令和５年１月１０日以降の賞味期限 
   が残っている常温保存可能なもの、 
  未開封のもの 

   開催場所/日時 

鯖江市役所・地区公民館 

１１月２８日（月）～１２月１１日（日） 

９：００～１７：00 

ハーツさばえ店・ハーツ神中店 

１２月９日（金）～１２月１１日（日） 

営業時間内 

【問合先】 

  鯖江市役所市民相談課 ☎53-2204 

                  環境政策課 ☎53‐2227 

１１月１３日(日) 豊地区ソフトバレーボール大会を開催しま

した。約４0人が参加し、９チームに分かれて試合をしました。 

久しぶりの大会で、皆さん和気あいあいと楽しんで、町内の

交流も深まったようです。 

優勝チームの皆さん 

材料（６人分） ３３kcal 塩分０．１g 

かぼちゃ    １/５個（１６０ｇ） 

アスパラガス  ４本（８０ｇ） 

しめじ           小３/５パック（６０ｇ） 

にんにく        1かけ（１０ｇ） 

赤唐辛子     １本（０．５ｇ）少なめに 

オリーブ油   小さじ２（８ｇ） 

塩        小さじ１/７（０．８ｇ） 

こしょう     少々（０．２ｇ） 

作り方 

① かぼちゃは火が通りやすいように薄くき

る（５㎜ 幅を目安に）。アスパラガスは斜め

に切る。にんにくはみじんぎりにし、しめじは

石づきを小房に分ける。赤唐辛子は種を除

き輪切りにする。 

② フライパンにオリーブ油、にんにく、赤唐

辛子、かぼちゃを入れ弱火にかける。にん

にくの香りが立ったらしめじ、アスパラガスを

炒め合わせる。塩・こしょうで味をととのえ器

に盛りつける。 

手形足型アート作り 

子育て支援ネットワーク委員会活動の様子 

トイレトレーニング＆ 

 すくすく育児相談 

トイレトレーニングの講師、
内藤雅子氏より親子遊びも教
わりました。赤ちゃんもスキ
ンシップでにこにこ笑顔♡ 

放課後子ども教室 

きっずダンス

みそ作り講座 

    日 時 12月２６日（月） １０時～11時 

   場 所 豊公民館 中ホール 

  講 師 坪田 愛依 先生（坪田バレエスクール代表） 

  内 容 ジャズ＆ヒップホップダンス 

  持ち物 内ズック・水筒 

  対 象  豊小学校児童（１～6年生） 20名（先着順）  

  申込み 小学校より配布されるチラシに記入の上、 

        12月12日（月）～19日（月） 豊公民館へ 

        午後５時までにご持参ください 

  ※ ダンス当日の送迎は保護者の方でお願いします。 

 
参加者募集 

 放課後子ども教室    

 11月は交通死亡事故が最も多く発生す
るつきです！過去５年間に県内で発生した
交通死亡事故を見ると、人対車の事故が１
１月中に１３件発生しており、１０月の３件か
ら急増しています。また１３件中１０件（約８
割）は歩行者が道路を横断中に発生してい
ます。 

 日没が早まるこの時期、悲惨な交通事故
を無くすため、ドライバーは 

 〇「歩行者ファースト！子ども・高齢者・ 

  歩行者を守る気持ちで、思いやり運転」 

 〇「明るい服装・反射材の着用」 

をお願いします。 
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