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（第37号／平成28年5月）朝日地域コミュニティ運営委員会だより

4 月 18 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28年度 ｅ－とこ朝日 事業計画

～本年度役員の皆さんです～

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

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 三村　克弥

顧　問 孝久　幸一

氏　名 区　名

1 孝久　幸一 西田中区

2 竹内　英樹 内郡区

3 佐々木　博隆 朝日区

4 月田　善尋 上川去区

5 森谷　紀年男 春日区

6 松田　利美 佐々生区

7 久保　忠昭 宇田区

8 酒井　和幸 気比庄区

9 笠原　重則 田中区

10 千秋　秀樹 乙坂区

11 木下　多加志 栃川区

12 城戸　幸一 宝泉寺区

13 荒木　博文 青野区

14 獅子原　裕 小倉区

15 渡辺　康仁 脇区

16 水島　秀夫 大谷寺区

17 伊藤　　勉 杖立区

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 坪川　和義 朝日地区壮年団連絡協議会

10 城戸 恵美子 朝日地区婦人福祉協議会

11 岡本 トシ子 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 平井 寿々代 えちぜん男女共同参画まちづくり推進協議会

18 髙松　恒雄 朝日中学校ＰＴＡ

19 丹羽　直明 朝日小学校ＰＴＡ

20 樋村　昌介 糸生小学校ＰＴＡ

21 藤井　伸也 常磐小学校ＰＴＡ

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、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
丹生高校生と語るe－とこ朝日の
まちづくり事業

・意見交換会の開催　１０年後、２０年後を見据えたまちづくりを行う
  ためには、若い方の意見を聞くことが重要であり、e－とこ朝日の活動に
  ついて、また、高校生がどのようなまちを望んでいるかについて意見
　交換しこれからの活動に活かす

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(日赤合同)、秋(丹生高等合同)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
・花だんコンクールの実施
・応募:5月下旬～6月下旬　審査:9月中旬　表彰:10月中旬
・栽培講習会の実施

5 イルミネーション設置事業
・道の駅にイルミネーションを設置する
　点灯:11月～1月

6 ホタル鑑賞会
・「親子ホタル鑑賞会」　勉強会の後、鑑賞する
・定員25名　小川予定　6月中旬　19:00～21:30

7 e－とこ朝日うまいもん市事業 ・朝日のうまいもんを試食、販売等

8 土産袋等デザイン事業
・国体に向け、ホッケーをイメージしたお土産袋をデザインする
・ホッケーのまちのイメージアップと売り上げの向上に寄与する

9 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、朝日観音福通寺他1ヶ所
・募集30名　11月6日(日)

10
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　石塔、懐かしの鯖浦線等
・朝日の文化財ウォーキング　「三床山のろし」10月中旬

11
事業名変更

番城谷山古墳見学とまが玉づくり体験事業→
まが玉づくり体験事業

・まが玉づくり体験　夏休み期間中の水曜日　全5回
・子ども会へのPR　日時は、上記に限らすに対応

12
事業名変更

地域伝統芸能等保存事業→朝日地域の映像
アーカイブ事業に

・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
　本年度は鯖浦線等を発信する

13 楽しい英語ふれあい事業
・園児、小学1・2年生対象　11月6日(日)　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

14 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 小4～中学生 月2回の全6回

15 あさりんほっぺ事業
・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　2回　お母さん達の自主サークル企画

16 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

17 地元の産業めぐり事業
・朝日地域の工場等を訪問し地元の産業の良さを知ってもらうと共に
  大人になったら地元で働く意欲を喚起する
・夏休み期間中に実施

18 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

19 季節のイベント事業
・親子ウォークラリー　プラントピア 30組
・コンサート　1回
・ボウリング大会　1回

20 コミセンギャラリー
・個人、団体等、誰でも自由に展示できる
・展示場所　朝日コミュニティセンタ－1階ホ－ル
・展示期間　約1ヶ月

21 キッズコーラス事業
・対象　保育園年長児、小学生、中学生 　募集予定　20名
・9月～10月の土曜の13:00～　全8回

22 あさりん演芸館事業
・笑いを通して、健康の促進とふれあいの輪を広げる
・年1回開催

23 見守り・防災マニュアル作成事業
・｢一時避難所運営マニュアル(区公民館等)｣を作成する
・先進地視察　1回

24 防災研修会等開催事業
・災害時における初動（第一時避難所までの避難等）体制に等ついて
  研修会を開催する
・見守り体制も防災と表裏一体として捉え地元説明会を推進する

25 健康ウォーキング事業
・毎週2火曜　9:00～10:30　冬期間(12月～3月)は、朝日体育館
・講習会　2回

26 スティックリング事業
・毎週火曜日 　9:30～11:30　朝日コミュニティセンター
・講習会　2回

27 太極拳事業
・週1回の連続して10回　 平日の午前中　9:30～11:00
・朝日コミュニティセンター

28 高齢者教室事業
・男の料理教室
・認知症
・口腔ケア等



※運動のできる服装でお越しください。

男性もお気軽にどうぞ。

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５日(日) 午前８時 30 分～１０時頃

◆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

５月２７日（金）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！！

桜の季節に乙坂山ファミリー登山

4月10日、乙坂山の会と一緒に桜が満開の乙坂山に登り

ました。頂上付近では、歴史文化部会の御嶽副部会長か

ら芝築山城跡のお話があり、悠久の歴史に浸りながら、

朝日地域を一望しました。途中、可愛く咲き誇る草花から

春を満喫できました。

～ ４月のｅｰとこ活動の様子 ～

朝日コミュニティセンター 清掃

4月 17日、朝日コミュニティセンターの清掃をし

ました。植木周辺の草取りや側溝を清掃し、セン

ターはより綺麗になりました。これからも皆さん

が気持ちよく利用できるようにしていきます。

毎週

場所

火曜日 午前 9時～11 時

朝日コミュニティセンター 1階ホール

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活動できるスティックリングを、ｅ－とこ朝日で始めてみませんか。

対象

日時

場所

6 月 1８日（土）午前 10 時～12 時頃

保育園児・小学生と親（祖父母も大歓迎です）

プラントピア（越前町立福井総合植物園） 正面玄関前集合

※当日、国体マスコット「はぴりゅう」が来て、みんなのウォークラリーを応援してくれます！詳しくは次号や別途チラシをご覧ください。

申込 先着 30組 （お電話でお申込ください）

おしらせ

毎年大人気「親子ホタル鑑賞会」を今年も実施します。6月 25 日（土）午後 7時に朝日コミ

ュニティセンターに集合していただき、ホタルについて少し学んだ後、貸切バスで小川区（奥糸生）

へ移動し鑑賞します。詳しくは次号や別途チラシでお知らせします！今年もたくさんのホタルが見ら

れますように！

ウォーキング仲間大募集！～ノルディックウォーキングは、認知症予防に効果アリ～
ノルディックウォーキングは下半身だけでなく、全身の抗重力筋を刺激します。大股で少し速く歩く

ことで脳に強い刺激が伝わりどんどん活性化し、認知症のリスクを減らすそうです。

スティックの貸し出しもしていますので、まずは体験してみてください。一緒に楽しく歩きましょう！

●毎週火曜9時～ 場所：町営球技場 ※参加す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）

※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。

現在コミセンギャラリーでは、下記の展示品がございます。是非ご覧ください。

●ちぎり絵 こぶし会の皆さん 数点

満開の桜の木の下で食べる
お弁当は最高でしたね！

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。

もりあげよう！

福井国体 2018


