【平成２９年度ふるさと未来づくり協働推進事業】

小 浜 地 区

■ 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

■ 活動状況
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実施日

活 動 内 容

活 動 写 真

H29.5.28(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。

H29.6.4(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。

H29.11.5(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。

H29.4.16(日)

【市街地活性化部会】申西会
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。

H29.5.1(月)～
5 日(金)

【市街地活性化部会】
「まちの駅」一周年イベントを実
施する。濱参道に灯籠を設置。ＡＫ
Ｂ48 チーム8スペシャルトーク＆ラ
イブ・岩佐美咲 歌謡ショー・原駅
ステージ A ライブ＆トーク・大道芸
＆マジックショー・縁日広場などの
催しが行われまちの駅周辺は大変
賑わいました。
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参加人数（人） 事業費（円）

198 人
(該当者888人)
(全体 290 人)

1,048,548

250 人

24,192

600 人
(スタッフ含
む)

425,083

50 人

10,000

延べ 2000 人

６

７

８

９

１０

１１

H29.9.9(土)

【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。

H29.9.16(土)
～17(日)

【市街地活性化部会】祭礼委員会
今年の初日は台風の影響で雨が
降り一部の区だけしか奉納宮入が
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。

H29.10.15(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
の祭りの三団体による太鼓の競演
が行われました。

H29.10.20(金)

【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。

H29.10.29(日)

H29.11.5(日)

【市街地活性化部会】旭座再生の会
「旭座シネマ」
「ディア・ドクター」
「ルパン三世
カリオストロの城」午前午後の各一
本上映されました。
子供から大人まで楽しみました。
【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。
今年の入賞者は市内は一人で後は
県外の人でした。
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700 人

260,000

1000 人

300 人

10,000

83 人

100 人

50 人

10,000

１２

１３

H29.11.19(日)

【市街地活性化部会】
(駅通り商店街振興組合)
「いす 1－ＧＰ」 12 回小浜大会
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。

68 人

H29.12.9(土)

【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。

150 人

H30.1.8(月)
１４

１５

１６

１７

１８

H29.5.9(火)
～12(金)

H29.6.7(火)
～8(水)

H29.7.4(火)
～6(水)

H29.10.1(月)

【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
でみんな大汗を書いていました。
【健康体育部会】(体育協会)
「ステックリング大会」
新しいスポーツに挑戦し、普及に
つとめ、結構楽しい汗をかき、笑い、
喜びが絶えなかった。

800 人

80 人

80 人

【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。

50 人

【健康体育部会】(体育協会)
「小浜地区運動会」
秋晴れの元、地区民総出で盛り上
がりました。老若男女が一堂に会し
地区が一丸となって競争し、一喜一
憂の中に絆が深まっていきます。高
齢者も若者の元気を吸収していま
した。みんな楽しい一日を過ごしま
した。

1000 人

- 3 -

10,000

301,600

１９

H29.11.14(火)
～16(木)

H30.2.25(日)
２０

２１

２２

２３

H30.3.6(火)
～8(木)

H29.4.8(土)
～
H30.3.24(土)

H29.7.31(月)

２４

H29.8.9(水)

２５

H29.12.12(火)

【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 青井区 準優勝 駅前町
【健康体育部会】(体育協会)
「ステックリング大会」
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す
る。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)
「ソフトバレーボール大会」
各区対抗により、区間の親睦を図
ると共に、自区のメンバーとのチー
ムワークと絆を深め、交流による楽
しいひと時を過ごしました。
【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)
「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
が行われる。
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
ども達が一緒に食文化館と若廣の
工場見学を行い食ついて学習しま
した。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
飾り付けます。
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65 人

80 人

12,635

220 人

720 人

40,000

15 人

80 人

4人

5,095

28,081

２６

２６

２７

H29.12.24(日)

H30.1.14(日)

H29.11.13(月)

２８
H29.11.15(水)

２９
H30.1.18(木)

３０
H30.2.3(土)

【福祉部会】(老人会・食改)
「しめなわ作りとゲーム大会」
世代間交流として高齢者が子ど
も達にしめ縄などの指導を行い作
品を作りました。また、昼食は食改
さんに作ってもらい全員で食べて
午後はゲームも全員で行い楽しみ
ました。
【福祉部会】(子供会・公民館)
「子どもサイエンス教室」
～光と色のファンタジー～
ＬＥＤやレーザーの光や色をつ
かった実験やストローを使った飛
行機を作り飛ばし合いを行い、順位
にて表彰式が行われました。
【こども育成部会】
(浜っ子こども園)
「ミュージックケア」
音楽療法士によるミュージックケ
ア(音楽療法)が行わました。地域の
方と園児が一緒に音楽に合わせて
楽器やバルーン等を使い音楽を楽
しみました。穏やかで温かな気持ち
になりました。
【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、小中音楽会での合
唱と演奏。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】
「祖父母のつどい」
・
「ハンドベル演
奏会」
(浜っ子こども園)
世代間交流として祖父母と伝承
遊びを行い、その後、ハンドベル演
奏会を祖父母・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「ありがとう小浜小学校」の発表
テーマで行われ、また、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。
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40 人

31,639

33 人

65 人

27,760

180 人

25,000

245 人
13,000

500 人

25,000

３１

３２

H30.2.24(土)

H30.3.22(木)

【交通安全部会】 (交通安全教室)
「交通安全教室」
みんなで学ぶ 交通安全
交通死亡事故「0」をめざして!
小浜警察署交通課による講話
クイズ形式による啓発学習を受け
る。みんなが安全について再認識し
ました。
【防災部会】
「防災研修会」
「家庭で出来る防災対策」
担当 総務部 生活安全課
災害時の初期対応と非常持ち出し
についてやさしく丁寧に説明を受
ける。
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28 人

8,063

25 人

21,427

