【平成３０年度ふるさと未来づくり協働推進事業】
■ 活動母体
小浜地区まちづくり協議会
・代 表 者
木下 弘明
・人
数
46 人
・構
成
各地区代表、団体長
市議会議員

小 浜 地 区
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Ｎｏ

１

２

３

４

５

６

実施日

活 動 内 容

活 動 写 真

参加人数
（人）

事業費
（円）

H30.5.27(日)

【全体事業】
「敬老会」
健康で元気な毎日を過ごす為にも、
食事会・アトラクション等を通して楽
しく語り合い、親交を深め、多くの方々
とコミュケーションを図り、生きる活
力を高めます。

H30.6.3(日)

【全体事業】
「補助事業」
クリーンアップ大作戦に伴い、各区
で溝掃除、草取り等を実施により、土
のう袋を購入して配布する。

250 人

24,192

H30.11.4(日)

【全体事業】
「ふれあい夢まつり」
地域住民のふれあいと親睦を目的と
し、アトラクション・売店・作品展・
バザー等を行い協力団体等の交流と親
睦の機会となりました。

1500 人
(スタッフ
含む)

496,478

H30.4.8(日)

【市街地活性化部会】伸西会
伸びゆく西部をつくる会による「桜
まつり」が行われ、宝探し、ゲーム大
会などが実施されました。

H30.5.3(木)～
5 日(土)

H30.6.10(日)

【市街地活性化部会】
「まちの駅」二周年イベントを実施す
る。濱参道に灯籠を設置。アカペラコー
ラスグループ「カウンターメジャー」公
演・第一回おばまタウンミーティング
「小浜の魅力・再発見!」などの催しが
行われまちの駅周辺は大変賑わいまし
た。
【市街地活性化部会】小浜西組
「小浜西組重伝建選定 10 周年記念」
小浜西組10 周年行事が小浜西地区内
で記念式典・町並み再発見・賑わい広場
など多彩なイベントが行われ大変賑わ
いました。
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199 人
(該当者 890
人)
1,054,277
(全体 261
人)

50 人

延べ 2000 人

1000 人

4,043

150,000

７

８

H30.8.9(木)

H30.8.26(日)

H30.9.9(日)
９

１０

１１

１２

【市街地活性化部会】区長会
「市長と語る夢トーク」
区長会・各種団体より小浜地区の課
題を提案してもらい市長と今後のまち
づくりについて活発に意見交換が行わ
れました。
【市街地活性化部会】
(駅通り商店街振興組合)
「いす 1－ＧＰ」第 12 回小浜大会が行
われ16 チームが参加して熱戦を繰り広
げました。来年も実施する予定です。
【市街地活性化部会】祭礼委員会
「旭座de 放生祭本稽古とそぞろ歩き」
出番区 12 区が演し物を 8 月末から各
区集会場等で稽古に励んで来ました。
本日が近ずくと浴衣を着て本稽古が始
まります。各区本稽古の所へ廻りスタ
ンプを押してもらい、また、旭座での舞
台で本稽古の姿を皆様に披露すること
で祭を盛り上げ活性化と、祭の伝承に
努めました。

H30.9.15(土)
～16(日)

【市街地活性化部会】祭礼委員会
今年の初日は午前中雨が降り午後か
らしか奉納宮入が出来ませんでしたが
二日目はまちの駅広場にお旅所を設置
し、12 区の演し物が全て結集して催し
が出来ました。
また、宵宮も出来て楽しい祭りでした。

H30.9.29(土)

【市街地活性化部会】祭礼委員会
「福井しあわせ元気国体イベント参
加」
50 年ぶりの福井しあわせ元気国体イ
ベントに嶺南代表として放生祭の大太
鼓と山車の 13 区が参加し、全国の多く
人達に見て頂きました。

H30.10.21(日)

【市街地活性化部会】中部振興会
「旭座イン・コミニュテイ」
はまさん会・駅前商店組合・社会福祉
協議会と共同でまちの駅を中心にイベ
ントが行われました。中部振興会とし
ては旭座を使用して若狭の祭りの二団
体による創作太鼓と獅子の競演が行わ
れました。
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64 人

150 人

700 人

30,000 人

200 人

300 人

270,270

１３

１４

１５

１６

１７

１８

１９

H30.11.4(日)

H30.12.16(日)

H31.1.14(月)

H30.5.8(火)
～11(金)

H30.6.7(火)
～8(水)

H30.7.10(火)
～12(水)

H30.11.10(土)

【市街地活性化部会】区長ＯＢ有志の会
「小浜・祭りの写真コンテスト」
小浜地区の夏祭りを題材に放生祭な
どのスナップ写真を募集しています。
年々市外、県外からの応募が多くなり
多くの人に知られるようになりまし
た。
【市街地活性化部会】
「旭座クリスマスジャズナイト」
毎年行われている白井 淳夫ジャズ
コンサートが今年も盛大に行われまし
た。
固定客も多く定着して行きました。
【市街地活性化部会】(東部振興会)
「どんど焼き」塩竈海岸
八幡神社の宮司により、新年の無病息
災を祈願する祈祷が行われ、その後、
お札、お守り、お飾り、その他正月用
具のお焚きあげが行われる。参加者に
は、ぜんざいがふるまわれました。
【健康体育部会】(体育協会)
「小浜地区体協混合バレー大会」
各区対抗で試合が行われ、元気のよい
掛け声と笑いが交差し試合の勝ち負け
と同時にスポーツを楽しんでみんな大
汗をかいていました。
【健康体育部会】(体育協会)
「スティックリング大会」
各区対抗により、区間の親睦と交流
を図り、冬の運動不足を解消し、交流
による楽しいひと時を過ごしました。
【健康体育部会】(体育協会)
「小浜地区体育協会バドミン
トン大会」
今年より第一回混合バドミントン大
会が開催されました。10 チームが参加
され、若い人達のパワーあふれるプレ
ーが繰り広げられました。
【健康体育部会】(体育協会)
「卓球大会」
各地区対抗の卓球大会が行われ、区間
の親睦と交流が図られました。また、卓
球ブームの中参加チームも増えて来ま
した。
優勝 飛鳥区 準優勝 駅前町
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1500 人

170 人

800 人

200 人

160 人

150 人

80 人

62,271

【健康体育部会】
「スティックリング大会」
２０

H31.2.24(日)

人

【健康体育部会】(体育協会)
「ソフトバレーボール大会」
２１

２２

２３

２４

２５

２６

H31.3.5(火)
～7(木)

H30.4.7(土)
～
H31.3.23(土)

H30.7.31(月)

H30.8.8(水)

H30.12.22(土)

H30.12.22(土)

人

【健康体育部会】
「ふれあい健康教室」
毎月２回高齢者の人達に体を動かし
活力と健康維持に努め、また、参加者同
士の対話により楽しいひと時を過ごし
ました。
【福祉部会】(すまいる・まち協)
「若狭マリンピア夜の市パレード」
はまかぜ通りでの夜の市パレードが
行われ、今年は、まちづくり協議会の役
員の方達も参加され、すまいるを中心
に浴衣姿で楽しく踊りました。
【福祉部会】(老人会)
「流しそうめんとスティックリンク体
験とワナゲ大会」
世代間交流として、高齢者と、こども
達が一緒にスポーツ体験を楽しみ、ま
た昼には、流しそうめんを堪能し、ワナ
ゲ大会を行い楽しみました。
【福祉部会】(すまいる)
「イルミネーション飾り」
昨年に引き続き、ふれあいセンター
の玄関周辺をイルミネーションで飾り
来館者や通行者に暖かく使用してもら
う様に成りました。
毎年イルミネーションを多くして飾り
付けを行っています。
【福祉部会】(老人会・食改)
「しめなわ作り」
世代間交流として高齢者が子ども達
にしめ縄の指導を行いましたが子ども
達は一生けん命作品を作りすばらしい
作品が出来ました。
また、昼食は食改さんに作ってもらっ
たカレーをおいしく頂きました。
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720 人

40,000

20 人

100 人

17,212

5人

19,105

30 人

13,870

２７

２８

２９

３０

３１

H30.5.30(水)

H30.10.31(水)

H30.11.14(水)

H31.1.17(木)

H31.2.2(土)

【こども育成部会】(小浜小学校)
「1・2 年学年発表会ｉｎ旭座」
旭座で 1・2 年の学年発表会が行
われ、1 年生は、入学してうれしか
ったこと・校歌。2 年生は、歌と
合奏を発表しました。旭座には
大勢の方が来られ子供達も元気よ
く発表しました。
【こども育成部会】(小浜小学校)
「3・4 年学年発表会ｉｎ旭座」
旭座で 3・5 年の学年発表会が行
われ、3 年生は、3 年生の小浜市
リサーチ。4 年生は、オータム・
フェスティバルを発表しました。
旭座には大勢の方が来られ子供達
も元気よく発表しました。
【こども育成部会】(小浜小学校)
「５・６年学年発表会ｉｎ旭座」
旭座で５・６年の学年発表会が行
われ、５年生は、小中音楽会参加曲
と俳句で自然教室。６年生は、修学
旅行報告を発表しました。旭座には
大勢の方が来られ子供達も元気よ
く発表しました。
【こども育成部会】浜っ子こども園
「祖父母のつどい」
「箸磨き体験」
世代間交流として祖父母と伝承遊び
を行いました。年長組は箸磨き体験を
行い、祖父母と園児が共に楽しみまし
た。
【こども育成部会】 (小浜小学校)
「小浜小学校・学習発表会」
小浜小学校体育館にて 1 年生から
5 年生の学習発表会が行われ、6 年生
は旭座にて「魅力いっぱいふるさと小
浜」のテーマで発表が行われ、発表にさ
きがけて「学校ボランティア」の皆様へ
の感謝の集いが開催されました。

130 人

150 人

180 人

24,840

255 人

25,301

500 人

24,840

【こども育成部会】
(浜っ子こども園)
「音楽療法」ミュージックケアー
３２
H31.2.21(木)

人
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【こども育成部会】
「子供サイエンス教室」
３３

H31.3.24(日)
人

３４

H30.3.22(木)

【防災部会】
「親子防災教室」
講師 若狭消防署の職員 3 名
若狭消防署の方の指導のもと小浜 3
地区に分かれて親子で地区の地図を書
き図上訓練を行いました。親子で避難
経路や避難場所を確認して楽しい防災
教室でした。

19 人

【交通安全部会】
「交通安全教室」
３５

人
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27,946

