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振興会

新会長あいさつ

坂井 諭一氏

振興会の一端を担うことになりました、千合谷の坂井
です。
現代に至っては、様々な課題を抱えています。地区で
は住民の皆様方それぞれが頑張っておられます。
コウノトリに子供が生まれました。恵まれた自然と伝
統をはぐくむ白山地区を、さらに明るく住みたくなるま
ちにむけて行こうではありませんか。よろしくお願い致
します。

第 18 回 しらやま振興会 総会
日時：４月２１日（土）１９：００～
会場：白山公民館

講堂

平成２９年度事業報告や決算、平成３０年度
事業計画案・予算案・役員改選等が審議され、今年度は、
安全安心で住みよい地域づくりを地域住民で考え取り組
みます。総会はスライドを使いながら、昨年度の活動報告
が各部から行われた後、本年度事業や予算に関して、熱心
な審議が行われました。

第 1 回 サポートしらやま総会
総会

「サポートしらやま」総会あいさつ
高齢者の生活を地域で支援する「サポートしらやま」が昨年
11 月に発足し半年が経過しました。まだまだひよっこで足取り
は不安定ですが、現在 22 人の支援員に登録していただき、部屋
掃除やゴミ出し、玄関前除雪など 16 件の活動を実施しました。
２年目を迎え、支援員の態勢強化や活動項目の充実など課題も
多く抱えています。皆さんのご意見や要望に耳を傾けながら、
一歩一歩前進していかなければと思っています。
少子高齢化が進み、地方では人口減少と地域づくりの担い手
不足に苦しんでいます。しかし生き残りのためには、農村の特
性である「人と人のつながり」
「支え合いの心」を発揮し、住み
たくなる地域づくりを実現することが大切です。
サポートしらやまは高齢者の困難を住民の力で解決する組織
です。こうした支え合いは地域活動の全てに共通するものです。
私たちの活動が住みよい白山の一翼を担えれば幸いです。今後
とも皆さんのご協力をよろしくお願いします。
（会長・山下裕己）

日時：5 月 9 日（水）１９：3０～
会場：白山公民館

講堂

昨年 11 月に設立されたサポートしらやま
の第 1 回目の総会が開催されました。

太陽の広場 桜祭り
日時：４月８日（日） １０：３０

～

本年も桜まつりが開催されました。今年の桜まつりは、
例年に無い程寒く、桜を眺めながら雪を体感するという
異例な状況となりました。イベントでは安養寺こども園
のお遊戯ショーや絵利菜さんの歌謡ショーが行われました。飲食コーナーではミニ
うどん、草餅、海鮮焼き、たこ焼き等が販売され賑わいを見せておりました。
本年は、桜吹雪よりも餅の吹雪が空を舞って会場を楽しませていました。

バンハーMTG ～心の絆
4 月 28 日～30 日 恒例となったバンハーMTG ～心
の絆～ が今年もまた、開催されました。最終日には延べ
バイク数 350 台、参加者総勢 400 名のアメリカンライ
ダーたちが安養寺町太陽の広場で再会を喜び合っていま
した。安養寺町の住人も開催当初はハーレーの爆音に驚い
ていましたが、今年などはもうそんな季節になったかと風
物詩の一部となっていました。

～

ついにコウノトリ孵化に成功！
県は１０日、越前市白山地区で飼育
されている国の特別天然記念物、コウノ
トリのペア、「ふっくん」（雄）と「さ
っちゃん」（雌）が産卵した有精卵４個
全てが同日までに孵化（ふか）したと発
表しました。
７日午前１０時４０分ごろ、飼育ケー
ジ内の巣で１羽のヒナが誕生している
のを確認したあと、２羽目が８日午前８
時４０分ごろ、３羽目が１０日午前８時
３５分ごろ、４羽目が同日午後１時５分
ごろに誕生しました。7 年目にしての快
挙となりました。 【写真提供：福井県】

テーマは花 皆さんから花の写真を募集します

しらやま振興会 自然環境部

毎年全戸配布させていただいている「しらやまカレンダー」のテーマが今年は花に決定しました。そこで、
地域のみなさまから花の写真を募集します！
野に咲く可憐な花から、町内自慢の花壇、群生する見事な花たち・・・などなど、白山に咲く花であれば
なんでも OK です。多くの作品の応募をお待ちしています！カメラ、スマホでとった最高の一枚を！
【締め切り】１0 月末まで（写真はデータで、住所、氏名、撮影日と場所をお知らせください）
＜ソフトボール大会＞

強豪相手に接戦制す！！
第 8 回越前市いきいきシニアクラブ連合会会長杯ソフトボール大会が、4 月 28 日越前市東運動公園で開催
されました。その結果強豪の味真野チームに大逆転、国高チームに大接戦の末破り、見事優勝に輝きました。
ここ最近優勝から遠ざかっていた白山チームでしたが、畠監督・コーチをはじめ選手が心を新たにして戦い
に挑みました。見事優勝したことで、白山老人クラブの団結力や底力を関係者に示すことができた一日でした。
（結果）
味真野戦 （11 対 9）

国高戦

（10 対 9）

（優勝メンバー）
監 督： 畠 二三雄
コーチ： 棗 明
選 手： 黒田照夫 小泉孝一 辻 克己 名田淳賢
南出隆司 橋本弥登志 山内武夫

前野

巧

オリオン電機㈱様よりテレビの寄贈
3 月 14 日 オリオン電機㈱様より 32V ハイビジョンテレビ極音（きわね）を、
寄贈していただきました。良い音で見るって、すばらしい。のキャッチコピー通りの
耳に優しい音と映像で大変素晴らしいテレビです。公民館のロビーに設置してありま
すので、併設されている「茶房 かたかた」で温かい飲み物と一緒に、是非一度皆様
も体験してはいかがでしょうか。

子育てサークル
ご案内

かたかた Café
未就園児のお子さんと保護者の方が
楽しく遊んだり気楽に交流できる場
として、またお友達づくりの場とし
て赤ちゃん教室を開催します。

6 月 12 日（火）
13:30～15:00
場所：白山公民館 和室

５月１７日（木） 振興会運営委員会
２１日（月） はつらつ教室
２３日（水） 特別事業検討会議
２７日（日） 地区体育祭

６月の予定

６月１２日（火） かたかた café

リトミック＆
ベビーマッサージ

公民館休館日は毎週月曜日（17:15～22:00）

【お問合せ・お申し込み】白山公民館

℡28-1045

★準備の都合がありますので、6/5(火)までにお申し込みください

転任のご挨拶

白山《コウノトリ・GG》大会
5 月 6 日、お天気にも恵まれ、白山小学校グランドにてグランド
ゴルフの大会が開催されました。60 名あまりの参加選手が白熱し
たゲームを繰り広げました。
グランドゴルフはロングホール、砂場ホール、障害有ホールなど
カップインするには力加減が難しいですが、老若男女 誰もが和気
藹々と楽しみながら出来るスポーツです。
興味のある方は、ぜひともご連絡を！
【お問合せ】白山公民館 ℡28-1045

しらやまスポーツ文化クラブ
健康体操教室のご案内
指導：運動普及推進員
会場：白山公民館
時間：9:30～11:30

体操教室の日程
◆ ６月１８日（月）
◆ ８月２０日（月）
◆１０月１５日（月）
◆１１月１９日（月）
◆１２月２０日（木）

野尻医院 しらやま診療所
今後の診療予定日（毎週金曜日）

５月 11 日、18 日、25 日
６月 1 日、8 日、15 日、22 日、29 日
診療時間 受付 13:00～15:30 診療 13:30～15:30

白山商工会議所内

越前市菖蒲谷町 19-8-6
℡29－2822

新緑の青葉が繁れる季節、４月の定期
異動により白山公民館へ転任してまい
りました。
地域のみなさまの温かいご指導、ご支
援を賜りますようよろしくお願いいた
します。
主事 上坂祐美子
主事 宮崎真由美

◆ ７月１９日（木）
◆ ９月２０日（木）
◆１０月２２日（月）
◆１１月２６日（月）
◆１２月２７日（木）

－ 今月のひとこと－
梅雨の時期は季節の変わり目で、雨
が降ると気温が下がったり、晴れて
気温が上昇したりします。体調を崩
さないようこまめに体温調節をし
て、健康に過ごしましょう！

高齢者肺炎球菌
予防接種受付中です。
緑色のハガキを持って
お越しください。

