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遠敷公民館だより・遠敷まちづくり協議会だより
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（遠敷地区の動きを写真で紹介します）
①小浜市制70周年を記念して遠敷まちづくり協議会
と区長会で横断幕をつくり、東小浜駅口交差点の石

メール ph-onyu@city.obama.fukui.jp
遠敷地区の⼈口・世帯数 令和 3 年 10 月 31 日現在
男 1,557 ⼈（－ 5）

油スタンド跡地に掲示しました。（10/21）
回収がおこなわれました。（11/6）
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1,565 ⼈（－ 4）

計 3,122 ⼈（－ 9） 世帯数 1,297 軒（－ 7）
※（ ）は前月比

②小浜美郷小学校ＰＴＡによる今年度２回目の資源
3

女

③⼦ども会役員会を開催し、クリスマス会の中止とプ
レゼントをすることが決まりました。（11/13）
④マイナンバーカード出張申請の受付が遠敷公民館
でおこなわれました。（11/18）

旧遠敷小学校のプール解体工事スケジュール
旧遠敷小学校のプール解体工事が以下のスケジュールで始まります。
 11 月下旬～12 月上旬 解体工事準備（現場確認と近隣への周知）
 12 月上旬～ 工事開始（仮設工事、解体工事の開始）
 令和 4 年 2 月下旬 工事終了（解体工事の終了）
 3 月中旬 小浜市による工事検査
工事期間中は騒音等により近隣の皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理
解とご協力をよろしくお願い致します。（詳細は別途お知らせします）

遠敷駐在所より

～ 車上ねらいが発生しています！ ～

11 月中、遠敷駐在所管内で車上ねらいが発生しています。鍵をかけて車庫内
にとめてあった車の窓ガラスが割られ、車内の現金が盗まれるという被害です。
車上ねらいの被害に遭わないためには、◆車内に貴重品を置いておかない
◆車内にカバンや荷物を置いたまま車から離れない ◆必ず窓を閉め、キーを
抜き、鍵をかける ◆車庫のシャッターを確実に下ろす ◆駐車場や車庫にセ
ンサーライト、防犯カメラを設置する ことが重要です。車上ねらいの被害に
遭わない対策をお願いします。
新型コロナワクチン接種について
〇安⼼して年末年始を迎えるため、
今こそワ
クチン接種をご検討ください。
・今冬にも来るとされる第６波に備え、11
月までに 2 回の接種をご検討ください。

主な行事予定
12 月 22 日（水）老⼈クラブ
寄せ植え造り
12 月 22 日（水）区長会

（特に、接種率が相対的に低い 12 歳から 30 代までの若い世代の⽅）
・接種対象外の 12 歳未満の⼦どもを守るためにも、周りの⼤⼈が接種することが
⼤切です。

12 月・年末年始
の休館日

「ふるさとづくりの会」のイベントで、10 月 31 日（日）深まりゆく
秋の鯖街道を歩いてきました。マップの「ここからスタート」までは舗
装された県道（マップの濃茶線）を車で着。そこから鯖街道の根来坂越
えルートへ（橙色線）。根来坂峠からは山歩きルート（緑線）を遠敷峠
まで行き、昼食。遠敷峠からは遠く白山を望むことができます。帰りは
県道を下り 3km 余りの紅葉の散策を楽しみました。皆さんも鯖街道を
歩いて見ませんか。「山歩きマップ」は公民館にあります。
ここからスタート

6 日（月）
13 日（月）
19 日（第 3 日曜日）
20 日（月）
27 日（月）
29 日（水）～１月 4 日（火）

〇接種を受けたい⽅、接種を迷っている⽅、お気軽にご相談ください。
福井県新型コロナワクチン接種相談センター
ＴＥＬ ０７７６－２０－２２１０（２４時間受付）

福井県ホームページより
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今回のルート（「山のてっぺん上根来 山歩きマップ」より一部抜粋）
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神秘の自然現象

雲海 を見てきました！

すこやか会で「健康に食べよう会」を開催
10 月 30 日（土）、食生活改善推進員（すこやか会）の皆さんによる「健康に食べよう会」が開催されました。
今回はコロナ禍での開催ということもあり、お弁当は「パッククッキング」（下記参照）で作り、栄養指導を受
けた後、持ち帰っていただきました。
災害時でも日常でもひとり暮らしでも簡単に作れる
『パッククッキング』をご存知ですか？
◆材料を切って食品用ポリ袋に入れ、①空気を抜きな
がら②しっかり口を結んだら、③沸騰したお湯で 20
～30 分煮るだけ！

滋賀県と福井県の県境に位置する「おにゅう峠」は、美しい雲海が現れることで
知られています。秋には紅葉も楽しめ、⼭の⽊々が⾊づき、とても幻想的な風景に。

◆1 つのなべで、同時に何種類もの料理を作ることがで
きます！

11 月 6 日（土）「ふるさとづくりの会」のイベントで、5 時に公民館に集合し
て、おにゅう峠の雲海を見てきました。5 日（前日）は雨が降り、6 日の朝は放射

◆なべに残った水は、何回でも使えます
※自然災害などでガスや水道、電気などのライフライ

冷却の予報が出されてはいましたが、「日頃の行いが良いことは果報に結びつく」
と言われるとおり、当日は絶好の雲海日和となりました。今月号の表紙の雲海もこ

ンが使えない場合でも、カセットコンロと、なべ、
水、食品用ポリ袋があれば、簡単に温かい食事を作

の日撮影したデジカメ写真で、このページの雲海はスマホです。雲海を見通せる場
所はいくつかあるそうで、皆さんも最高の展望ポジションを探してみませんか。

ることができます。

遠敷地区老人クラブの大会結果

第 22 回親善グラウンドゴルフ大会（Ｒ3.10.27 写真①）

ペタンク大会（Ｒ3.10.26 写真③）

【団体】優勝 遠敷Ａ

優 勝 チーム（河島 勇、芝田栄子、前田武夫）

準優勝 遠敷Ｂ

【個人】優勝〈男〉竹内勝夫

準優勝 チーム（谷 義治、石橋ハルミ、蒲田八重子）

〃 〈女〉前田里美 準優勝 竹内清美

３ 位 チーム（竹内勝夫、田中正夫、中村志津子）

第 31 回親善ペタンク大会（R3.11.4 写真②）

スティックリング大会（R3.11.2 写真④）

優 勝 遠敷Ｅ（溝口阿希夫、芝田栄子、藤井栄子）

優 勝 チーム（河島 勇、竹内勝夫、石田一枝）

準優勝 遠敷Ｂ（前田武夫、上林基夫、前田里美）

準優勝 チーム（溝口阿希夫、中村志津子、前田里美）
３ 位 チーム（上林基夫、蒲田八重子、芝田栄子）

①

③

ペタンクとは
フランス発祥の球技です。

③

南フランスの方言で「両足
を揃えて」の語源に由来。
コート上に描いたサーク
ルを基点として⽊製のビ

②

④

ュット（目標球）に金属製

②

④

合って、相手より近づける

③いろんなものが
一緒に作れる

11 月 7 日（日）、旧下根
来小学校に保管していた敬
老会用の座椅子を旧遠敷小
学校まで運び、カビ取りを
して、新しい箱に保管しま
した。あわせて古い資料類
の運搬もしていただきまし
た。m（_ _）m

新・公民館講座「苔玉工房」を開催
11 月 13 日（土）10 時から新しい公民館講座第 1 回「苔玉工房」を開催しました。今回の苔玉作りのテーマ
は「活着」。活着とは移植した株が植えつけ場所で根付いて成長すること。最初に講師の岡本先生（岡本水草フ
ァーム代表）から土の玉の作り方を教わりました。この土は先生の手作り特製のもの。土の玉に糸を巻いて固め
ていきます。そこに、活着しやすいユキノシタ、ヘビイチゴ等の⼭野草を貼りつけて糸で固定、最後に苔を貼り
つけて糸で巻き苔玉の完成です。この後、苔玉の育て方を学びました。ちなみに置き場所で先生のオススメはト
イレだそうです。活着するまでは 2～4 ヶ月かかりますが、成長が楽しみです。（次回は 1 月に予定）

のブール（ボール）を投げ
ことで得点を競うスポー
ツです。
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②上の方を
しばる

区長会で清掃作業等をしました

遠敷地区老人クラブのメンバーが大活躍！！
小浜市老人クラブ連合会の大会結果

①しっかり
空気を抜く

（ホームページ http ://www1.city.obama.fukui.jp/obm/kouminkan/onyu_k/）
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