
《募集》 花だんコンクール(フラワーロード含む)

①大きな花だんの部･･･概ね５０㎡を超えるもの
②小さな花だんの部･･･概ね５０㎡未満のもの

※小さな花だんが複数ある場合、合計５０㎡を超える場合は、

大きな花だんの部となります。

《申込締切》6月 30日(火)まで

《審査》 9月上旬

《表彰式》 10月予定

※各部、町長賞・委員長賞・優秀賞・あさりん賞を決定し表彰します。

※申込用紙は朝日コミュニティセンターにございます。

また、ｅ－とこ朝日ホームページからもダウンロードできます。

あなたの素敵な花だんをコンクールに応募してみませんか。

〒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26号／平成27年 6月）朝日地域コミュニティ運営委員会だより

自然環境・産業部会

朝日がもっともっとｅ－とこになるよう日々活動している5部会101名の専門部会員の皆さんです。

アイデアを出し合ってどんどん進んでいきましょう！

歴史文化部会 青少年育成部会

ふれあい部会

安全安心部会

歴史ただよう古墳群や日本庭園、子どもたちの遊び場など素晴らしい宝『古墳公園』を

私たちの手で再生させるため、今年も草刈りボランティアを募集します！

◆日時

６月２１日(日) 午前８時～1０時

◆集合

作業のできる服装で古墳公園集合（幸若苑北側駐車場）

◆申込

６月１５日（月）までにお申し込みください。

① お名前（フリガナ） ② 住所 ③ 連絡先（当日連絡がとれるもの）

④ 草刈り機持参の有無

◆留意事項

・手鎌または草刈機をご持参ください。

・くまでや竹ぼうき等草刈りに必要な道具をお持ちの方はご持参ください。

・雨天により中止する場合は、当日朝７時までにご連絡します。

皆さまのご厚意をお待ちしています！！

職　名 氏　名 区　名

1 部会長 寺坂　律子 内　郡

2 副部会長 時田　典和 朝　日

3 書記 宮崎　敏幸 気比庄

4 書記 前田 真喜子 小　川

5 馬谷　友江 中　野

6 木下 美智代 栃　川

7 上野　　誠 気比庄

8 水野　彰雄 頭　谷

9 安井　耕策 小　倉

10 青山　　栄 西田中

11 桒原　静雄 上川去

12 牧野　末子 上川去

13 三上 紀代美 上川去

14 大橋 留美子 田　中

15 谷口　　緑 栃　川

16 獅子原 達雄 小　倉

17 野村　武次 小　倉

18 髙橋　　満 田　中

19 伊藤　　勉 上糸生

20 高橋　正治 天　王

21 堤　惣一郎 気比庄

職　名 氏　名 区　名

1 部会長 藤川　明宏 朝　日

2 副部会長 御嶽　貞義 朝　日

3 書記 寺坂　大地 内　郡

4 書記 佐々木 真理子 内　郡

5 沢崎　　博 西田中

6 渡辺　久志 下糸生

7 千秋　政子 朝　日

8 辻　洋次郎 西田中

9 岡本　健一 宝泉寺

10 内藤　尚子 内　郡

11 福島　一郎 西田中

12 山口　賢治 境　野

13 竹内　勇樹 栃　川

14 千秋　秀男 乙　坂

15 森下　良夫 宝泉寺

16 漆﨑　　順 下糸生

17 野村 喜代之 下糸生

18 水島　秀夫 大谷寺

19 渡辺　俊之 上糸生

20 藤野　祐子 上川去

職　名 氏　名 区　名

1 部会長 高松　一彦 市

2 副部会長 浦井 江利子 福井市

3 書　記 岡本 トシ子 気比庄

4 書　記 清水 めぐみ 乙　坂

5 佐々木 俊夫 青　野

6 佐々木 政幸 大谷寺

7 荒木　隆徳 青　野

8 鷲田 みよ子 西田中

9 為国　信一 茱　原

10 田村　美紀 天　王

11 飛田　　真 岩　開

12 薄田　信浩 佐々生

13 辻川　純子 天　王

14 荒木　修司 青　野

15 山本　泰弘 田　中

16 北　惠津子 大　畑

17 仲保 進一郎 春　日

職　名 氏　名 区　名

1 部会長 内藤 仁之栄 栃　川

2 副部会長 時田　静香 西田中

3 書　記 上野　養治 気比庄

4 書　記 青山　千穂 佐々生

5 飛田　浩平 西田中

6 佐々木 千恵子 越前市

7 松橋　　樹 西田中

8 岩崎　由孝 春　日

9 坪川　邦江 西田中

10 橋詰 喜美代 佐々生

11 佐藤　光宣 茱　原

12 清水 すみ子 乙　坂

13 加藤　友章 牛　越

14 松村　圭二 上糸生

15 坂下 千津子 天　谷

16 古﨑　竜司 下糸生

17 三谷　大夢 天　王

18 森下　三聖 宝泉寺

19 藤田　真喜 栃　川

20 北嶌　昭雄 西田中
自然環境・産業部会の様子

青少年育成部会の様子

職　名 氏　名 区　名

1 部会長 木下　新一 栃　川

2 副部会長 青山　武男 気比庄

3 書　記 畑　　文隆 気比庄

4 書　記 橋本　弘美 朝　日

5 渡邉　庄治 西田中

6 山口　典朗 金　谷

7 上阪　良美 内　郡

8 阪下 登代治 内　郡

9 横田　幸子 青　野

10 藤田　彦一 朝　日

11 寺坂　和美 内　郡

12 山田　治美 佐々生

13 宮川　絹祥 佐々生

14 桑原　美保 上糸生

15 三田村 廣仁 天　王

16 吉田　義広 金　谷

17 渡邉　照夫 上糸生

18 斉藤 美恵子 気比庄

19 牛若　祐喜 下糸生

20 駒　　啓一 天　谷

21 木下　賢一 気比庄

22 柳生　隆子 上川去

23 和田　則弘 下糸生



7 時････････ホタルの一生についての紙芝居など
7時 30 分････バスで出発
8時････････現地到着（小川区）

（親子でホタル鑑賞）

9時････････現地出発
9時 30 分頃･･コミュニティ到着･解散

※運動のできる服装でお越しください。

※７月以降は毎月第 1・第 3木曜の午前 9時～11 時に活動予定です。
こちらも是非ご参加ください。

ホタルの成育する環境を守るため、

朝日地域に生息するホタルの鑑賞会を実施します。

《日時》 6月 2０日（土）午後7時～９時30分
※小雨決行

《集合》 午後 7時 朝日コミュニティセンター

《対象》 親子 《定員》25名

《講師》 河和田自然に親しむ会 谷口 利恵子 氏

《持ち物》 雨具、筆記用具

《締切》6月 15日(月) ※定員になり次第終了

※長靴・長袖長ズボンなど、虫に刺されにくい装いで

お越しください。なお、補虫網は持ち込めません。

親子ホタル鑑賞会 ホタル紙しばい

もあるよ!!

《期間》7月～12 月の第 1･第 3 月曜日 午後７時 30 分～８時４５分

《場所》朝日コミュニティセンター １階会議室

《対象》小学生以上の親子

《定員》親子１０組

《講師》池坊 原 洋子 氏

《費用》2回 1,400 円（お花代・お花はお持ち帰りいただけます。）

※花器･剣山その他必要なものはこちらでご用意します。

★３教室とも、締切は 6月 22日（月）です。

ただし、定員になり次第受付終了とさせていただきます。予めご了承ください。

★お花教室（全１２回講座）

★ゆかた着付け教室

★抹茶教室（全6回講座）

《開催日》

7月コース(全 3回)･･･7 月４日(土)･1１日(土)･２５日(土) 午前 9時～11 時

8月コース(全 3回)･･･8 月１日(土)･８日(土)･２２日(土) 午前 9時～11 時

《場所》朝日コミュニティセンター １階和室

《対象》親子

《定員》7月コース 10 組、8月コース 10 組

《講師》浦井 江利子 氏

※浴衣をお持ちの方は、持ち込みでお願いします。

ない方は練習用浴衣をお貸しします。

《期間》7月～9月の第 2･第４月曜日 午後 4時 30分～6時

《場所》朝日コミュニティセンター １階和室

《対象》小学 4年～中学生

《定員》10名

《講師》表千家流 河崎 清子 氏

《費用》6回 2,000 円（抹茶・お菓子代）

※ふくさをご持参ください。

日常生活とは少し違った環境の中で、礼儀作法や集中力を身につけながら伝統的

な和の心を育みましょう。ゆかた着付け教室とお花教室は親子で一緒に学べます。

スティックリングとは、福井運動公園事務所でカーリングをヒントに考案されたスポーツです。

天候に左右されることなく、冬場でも活動できるスティックリングを今から始めてみませんか。

日時

場所

６月２３日（火） 午前 9時～11時

朝日コミュニティセンター 1階ホール

講師 小川 一介 氏 （えちぜんスポーツクラブマネージャー）

スティックリングの道具

◆◆◆コミセンギャラリー◆◆◆

現在、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。

●日本画 すみれ会 数点

すみれ会・・・メンバー6名で風景や花など
思いのままに描いている日本画サークルです。

※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。

●写真 岡山 勝彦氏 鳥の写真数点

今の季節に見られる野鳥

昨年の抹茶教室の様子

●写真 幸若の会 幸若舞の歴史 ５点


