
（順不同・敬称略）

〒916-0141越前町西田中4丁目 501
TEL:34-7771(直通) FAX:34-7772
E-MAIL:etoko.asahi@gmail.com
ホームページ:http://asahi-area-c.net/

（第25号／平成27年5月）朝日地域コミュニティ運営委員会だより

4 月 24日、越前町生涯学習センターにて

総会が開催され、本年度予算や事業計画

など、全議案が承認されました。

事業計画に沿ってみなさんで”ｅ－とこ”

を形成していきましょう！

区長委員

団体長委員

専門部会委員

平成27年度 ｅ－とこ朝日 事業計画

役職名 氏　名

委員長 佐々木　正純

副委員長 時田　和一良

副委員長 孝久　治宏

副委員長 寺坂　律子

監  事 近藤　克弥

監  事 水島　伸子

会  計 内藤　尚子

書  記 佐々木　博隆

顧　問 坪川　和夫

～本年度役員の皆さんです～

氏　名 区　名

1 坪川　和夫 西田中区

2 竹内　英樹 内郡区

3 吉田　龍雄 朝日区

4 月田　善尋 上川去区

5 久保　吉男 春日区

6 三村　克弥 岩開区

7 尾崎　哲二 佐々生区

8 塩屋　輝明 田中区

9 橋本　敏夫 市区

10 千秋　秀樹 乙坂区

11 川端　　修 栃川区

12 城戸　幸一 宝泉寺区

13 山口　賢治 境野区

14 藤﨑　嘉文 大畑区

15 渡邉　清一 小倉区

16 渡邉　久志 脇区

17 松村　紀一 上糸生区

事業
番号

事　業　名 事　業　概　要

1 先進地視察研修事業
・先進地視察を行うことで、専門部会員のまちづくりに対する
  意欲の高揚を図り、これからの活動の参考に資する

2
越前ふるさと音頭
「みんな美し越前町」普及事業

・あさひまつり等への参加を促すため指導者を養成し、派遣依頼
  のあるところに出向き指導していただく
・講習会　5月下旬

3
古墳公園と自然池を融合した「自然
ふれあいゾーン」整備事業

・自然池周辺、登山道、カタクリ群生地整備
・古墳公園周辺清掃（遊歩道、子供広場、休憩所他）
・春、秋の2回 町民参加による清掃奉仕

4 花いっぱいまちづくり事業
・花いっぱいまちづくり（花壇）コンクールの実施
・応募5月下旬～6月下旬、審査9月下旬、表彰10月中
・栽培講習会の実施

5 イルミネーション設置事業
・道の駅、街中等にイルミネーションを設置する
・点灯12月～1月

6 ホタル鑑賞会
・ホタルについての勉強会　6月
・ホタルの生息地を鑑賞する　6月

7
朝日の歴史文化発信事業
(泰澄ゆかりの秘仏 特別拝観ツアー)

・大谷寺、八坂神社、日吉神社、朝日観音福通寺
・募集30名　11月上旬

8
連続講座
「朝日の歴史文化に親しむ」事業

・連続講座　5回開催　古墳、仏像等
・朝日の文化財ウォーキング　1回

9
番城谷山古墳見学と
まが玉づくり体験事業

・番城谷山古墳見学
・まが玉づくり体験　夏休み期間中　水曜4回、土曜1回の全5回

10 地域伝統芸能等保存事業
・朝日地域における伝統芸能、文化財について写真、映像に記録
　し、ｅ－とこ朝日のホームページから広く発信する
・本年度は、八坂神社の祇園祭を発信する

11 楽しい英語ふれあい事業
・園児、小学1・2年生対象　11月上旬　外国人講師
・外国の歌と踊り､カードゲーム､オリエンテーリングゲーム等

12 伝統文化子ども教室事業
・抹茶　対象 小4～中学生　10名　月2回の全6回
・ゆかた着付け　対象 親子 ７月コ－ス3回 5組 8月コ－ス3回 5組
・お花　対象 親子　平日の夜　全12回

13 あさりんのほっぺ事業

・子育て中のお母さんが集まる場づくり
　毎週火曜・木曜の9:00～17:00開放
・親子対象のイベント開催　お母さん達の自主サ－クル企画
・親子スキンシップ体操　月2回

14 e－とこ寺小屋事業
・毎週月曜・水曜・金曜の16:00～17:15開放
　種目　卓球、けん玉、将棋、囲碁、オセロ、こま、バランスボール

15 プログラミング事業
・ソフトなしでできるホームページの作り方
・対象　小学校高学年～中学生　全6回　10名

16 あさひまつり出展事業
・町民とのふれあいの場づくりおよびe－とこ朝日のPRのため、
　お祭り広場に出展する

17 季節のイベント事業
・コンサート　1回
・クリスマスコンサート　12月
・桃の節句（ひなまつり）

18 コミセンギャラリー
・常設展示(誰でも自由に展示できる)
・テーマ展示(スポット的に展示、団体または個人)

19 ダンス・民謡教室事業 ・キッズダンス 全8回

20 見守り・防災マニュアル作成事業
・｢見守りマニュアル｣、｢防災マニュアル｣について充実を図る
・先進地視察

21 防災研修会等開催事業
・災害時における初動（第一次避難所までの避難等）体制等に
　ついて研修会等を開催する。
・見守り体制も防災と表裏一体として捉え並行して推進する

22 健康ウォーキング事業
・ノルディックウォーキング 毎月第2火曜・第4土曜　9:00～10:30
　冬期間(12月～3月)は、第2・第4火曜に朝日体育館
・講習会開催

23 スティックリング事業

・月2回開催　「いつでも、誰でも、どこででも、楽しめる
  スポーツ」であり、安全に楽しめるため、主に高齢者を対象とし
　町民の健康づくりを推進する
・講習会開催

氏　名 所　属

1 野　　賢一 越前町社会福祉協議会

2 森下　定信 越前町商工会　朝日支部

3 佐々木　正純 朝日商店振興協同組合

4 時田　和一良 越前町観光連盟

5 木下　賢一 朝日地区民生委員児童委員会

6 為国　信一
青少年育成越前町民会議　朝日支部

町民運動朝日地区推進協議会

7 遠矢　東洲 朝日福寿会連合会

8 時田　静香 朝日婦人会

9 高橋　　滋 朝日地区壮年団連絡協議会

10 五島　邦代 朝日地区婦人福祉協議会

11 牛若　いく子 朝日地区赤十字奉仕団

12 水島　みつい 越前町食生活改善推進員

13 安井　賢二 越前町文化協議会　朝日支部

14 笠原　秀樹 朝日地区体育協会

15 久保　福治 越前消防団

16 高山　　登 鯖江交通安全協会　朝日分会

17 未　　　定 えちぜん男女共同参画まちづくり推進協議会

18 佐々木　俊夫 朝日中学校ＰＴＡ

19 北嶌　昭典 朝日小学校ＰＴＡ

20 佐々木　政幸 糸生小学校ＰＴＡ

21 荒木　隆徳 常磐小学校ＰＴＡ

氏　名

1 寺坂　律子 自然環境・産業部会 部会長

2 時田　典和     　〃 副部会長

3 藤川　明宏 歴史文化部会 部会長

4 御嶽　貞義     　〃 副部会長

5 高松　一彦 青少年育成部会 部会長

6 浦井　江利子     　〃 副部会長

7 内藤　仁之栄 ふれあい部会 部会長

8 時田　静香     　〃 副部会長

9 木下　新一 安全安心部会 部会長

10 青山　武男     　〃 副部会長

所　　属



楽しく丁寧に教えてもらえます！

夕方のあいた時間に

卓球・将棋・囲碁・けん玉などを楽しみませんか

※運動のできる服装でお越しください。

※参加される方はスポーツ保険に加入していただきます。
（１年間 1,８５０円、６５歳以上 1,000 円 途中加入でも同額）

越前町合併１０周年を記念してつくられた、越前ふるさと音頭「みんな美し越前町」

多くの町民の方に習得していただきたく、指導者を養成します。ご興味ある方はこの

機会にお申込みください。一緒に普及に努めましょう！

◆日時

５月２９日(金) 午後 7時３０分～９時頃

◆場所

朝日コミュニティセンター ホール

◆講師

東 智子氏 （「越前ふるさと音頭」振付）

◆申込

事務局までご連絡ください（Ｔｅｌ：34-7771)

※依頼があれば、ボランティアで指導していただきます。（6 月上旬～7月予定）

◆◆◆コミセンギャラリー 作品紹介◆◆◆

ただいま朝日コミュニティセンターに飾られている作品のご紹介です。

●怪獣コレクション 牧野 圭輔氏 数十点

●写真 新田 玲子氏 ５点
賞歴：福井新聞社主催「第 16 回福井写真グランプリ」 女性の部 一席 他多数

※ｅ－とこ朝日ではコミセンギャラリーに飾る作品を募集しております。申込みは随時受け付けておりますが、

催事等の関係により出品数、展示場所、範囲についてご相談する場合もあります。不明な点はご相談ください。

すべての応募受付･ご質問等は

e－とこ朝日事務局（Tel:34-7771）までお願いいたします。

おしらせ

育児支援活動の輪「あさりんのほっぺ」では、子どもと楽しめるイベントに参加したり、

ワイワイお茶しながら企画やアイデアを出しあうママさんを募集しています。

子育ての悩み相談や情報交換の場として活用してください。年齢は問いませんので、

まずはお気軽にご連絡ください。お待ちしています。

（5/12～展示予定）

桜の季節に文化財ウォーキング

4月 11日、朝日の文化財6箇所を巡るお花見ウォーキングがあり、

町内外 30 名が朝日地域をウォーキングしました。桜の季節にもピ

ッタリで、朝日の歴史に浸りながら、春を満喫しました。

ｅ－とこ寺子屋

場所 朝日コミュニティセンター

日時 毎週月・水・金曜 午後 4時～

講師 仲保 進一郎 先生

※卓球台、ラケット各種完備で、ラージボール卓球もあります。
初心者大歓迎ですので、この機会に先生に教えてもらいましょう！

2 本のポール(ストック)を
使って歩行運動を補助す
るので、膝や足首に無理
な負担がかかりません。

足腰への負担が少ないとされるノルディックウォーキング、

ｅ－とこ朝日でポールの貸し出しをおこなっていますので、是非一緒にウォーキングしましょう！

朝日コミュニティセンター 清掃

4 月 18 日、朝日コミュニティセンター

の清掃をしました。専門部会員が植木

剪定や花の苗を植え、センター前は綺

麗に衣替えをしました。

開催

場所

毎月第 2火曜・第 4土曜 午前 9時～

越前町営球技場

～ 4月のe－とこ活動の様子 ～


