
 

℮

日 時：7月 30日（土）午後（予定） 

場  所：あさひまつり お祭り広場（予定） 

内  容：1チーム 15分以内（出入り、あいさつ等含む） 

締  切：7月 15日（金） 
 

※踊り、ダンス、ジャンルは問いません。 

よさこい チアダンス ヒップホップ ベリーダンス 

民謡 フラダンス などなどご応募お待ちしています！ 
 

※時間、場所等決まり次第ご連絡させていただきます。 

※マスク着用、熱中症対策をしっかりとりながら楽しみましょう！ 

園芸のプロに育て方のコツを教えていただきましょう！ 

6 月 12 日（日） 午前 10時～11時 30分 

朝日コミュニティセンター（e-とこ朝日） 

①ベゴニア、ケイトウの栽培方法  ②花だんの 1年間を通しての栽培体系 

福井県総合グリーンセンター 緑と花のアドバイザー 見谷 晴美 氏 

役職名 氏名 

委員長 時田 和一良 

副委員長 平井 勝治 

副委員長 時田 静香 

副委員長 浦井 江利子 

監  事 近藤 克弥 

監  事 来田 多美子 

会  計 内藤 尚子 

 
顧 問 孝久 幸一 

顧 問 寺坂 律子 

 

  氏名 所属 

1 大橋 直之 越前町社会福祉協議会 会長 

2 佐々木 正純 越前町商工会 朝日支部 支部長 

3 佐々木 正純 朝日商店振興協同組合 理事長 

4 時田 和一良 越前町観光連盟 役員 

5 為国 信一 朝日地区民生委員児童委員会 会長 

6 為国 信一 青少年育成越前町民会議 朝日支部 支部長 

7 安井 賢二 朝日福寿会連合会 会長 

8 橋谷 清美 朝日婦人会 会長 

9 千秋 政幸 朝日地区壮年団連絡協議会 会長 

10 城戸 恵美子 朝日地区婦人福祉協議会 会長 

11 漆崎 まり子 朝日地区赤十字奉仕団 委員長 

12 千秋 政子 越前町朝日食生活改善推進員 会長 

13 内藤 仁之栄 越前町文化協議会 朝日支部 支部長 

14 笠原 秀樹 朝日地区スポ－ツ協会 会長 

15 山口 典朗 越前消防団 副団長 

16 高山 登 鯖江交通安全協会 朝日分会 分会長 

17 上野 誠 朝日中学校ＰＴＡ 会長 

18 萩原 克博 朝日小学校ＰＴＡ 会長 

19 上野 順一郎 糸生小学校ＰＴＡ 会長 

20 中山 英治 常磐小学校ＰＴＡ 会長 

 

  氏名 所属 

1 青山 栄 自然環境・産業部会 部会長 

2 月田 文夫     〃 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 清水 道代     〃 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 和田 則弘 安全安心部会 部会長 

10 青山 武男     〃 副部会長 

 

  氏 名 区名 

1 孝久 幸一 西田中区 

2 内藤 英世 内郡区 

3 佐々木 武文 朝日区 

4 齊藤 重人 上川去区 

5 吉田 静夫 春日区 

6 藤井 登紀実 佐々生区 

7 天谷 定幸 宇田区 

8 酒井 和幸 気比庄区 

9 宮永 秀憲 田中区 

10 清水 伸仁 乙坂区 

11 梅下 秀樹 栃川区 

12 木下 久仁雄 天王区 

13 爲國 孝一 茱原区 

14 八田 正仁 横山区 

15 松村 弘幸 中野区 

16 山内 敦雄 杖立区 

 

団体長委員 

専門部会委員 

区長委員 

（順不同・敬称略） 

本年度役員の皆さんです。 

よろしくお願いいたします！ 

 募 集 

表彰式 

審 査 

締 切 

花だんコンクール（フラワーロードを含む） 
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り合計 50㎡を超える場合は、大きな花だんの部となります。 

※町長賞、委員長賞などを決定し表彰します。 

※申込用紙は e-とこ朝日事務局にあります。e-とこ朝日ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞからもﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ出来ます。 

6月 30日（木）   

8月 10日（水） 

9月 28日（水） 午後 7時～7時 30分 

日 時 

場 所 

内 容 

講 師 

伝統文化子ども教室 

おまつり、花火大会、 

夏のイベントにゆかたで

お出かけしませんか。 

 
《開催日》 7月 9日(土)･１6日(土)･２3日(土) 午前 9時～11時  

《場 所》 朝日コミュニティセンター（e-とこ朝日） 

《対 象》 親子 ※小学 4年生以上なら個人受講可     《定 員》 先着 5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。 

※あさひまつりが中止の場合は、ゆかた着付け教室も中止となります。 

ゆかた着付け教室 


