9月号

仲間を募集します！
日・曜日

公民館等行事・学級

放課後子ども教室

各種団体活動

子ども華道教室開始します！

1
3
6
7

火
木
日
月

11

金

12

土

子ども将棋教室

場 所

吉川公民館 １階 第1会議室

日

感染症に対応した避難所
運営研修会

会

実費のみ

対

13

休館日

クリスマスやお正月、お雛まつりなど四季
福祉委員会

休館日

吉川地区の人口 7,077人
(男3,485人 女3,592人）

世帯数 2,320世帯
（前月比 2世帯増）

前月比 7人増

（8月1日現在・外国人含む）

ましょう！

学級「活き活き手芸」

日

時

民生委員会

14

月

学級「ヘルスアップセミナー」
（眼育講座）

15

火

休館日

18

金

学級講演会
「三床山の歴史について」

19

土

子ども華道教室
敬老会対象者の方に記念品
をお届けします（19日～）

20
21
22
24

日
月
火
木

28

月

29

火

※

折々に合わせたお花を活けて、お花に親しみ
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費

象 吉川小学校2年生から6年生

申込み 小学校で配布される募集チラシを

見て吉川公民館に申し込んでね。
三床山実行委員会

文化講座「吟の舞クラブ」
初心者向けの成人男女を募集中！

休館日
休館日
区長会
子育て支援
「ハーフバースデイ」

姿勢を良くしたい、ラジオ体操程度の運動
をしたい、「和」の文化に触れたい、脳を
活性化したい、誰かと話したい方におスス
メの教室です。
○日時 毎週金曜日 午後3時30分～5時
○場所 吉川公民館 大ホール
※見学大歓迎。お待ちしています。

休館日

予定は変更になる場合がございます。ご了承下さい。

毎週金曜日午前中に開催していました、子育
て支援「スマイル」は当面の間お休みとなり
ます。ご了承願います。

支え合い推進員からお知らせ

水分摂取での注意点！

シートベルトは全席着装しなくてはいけませ
ん。悲惨な事故を減らすためにも、皆さん必
ずシートベルトを締めて下さい。

吉川地区事故件数（7/1～7/31）
人身事故

1件

物損事故

7件

西川用水（二ケ用水又は千人堀用水とも言う）の由来
西大井・川去両地区の農業用水は、常に不足し絶えず水争いが起きていました。利兵衛翁
（永禄１２年・１５６９年 生）は、大変心を痛めこの水不足を解消するために、日野川から
取水する事を思い立ち、再三再四に亘り、丸山・三床山に登り、取水の場所を検討されまし
た。その結果白鬼女橋（しらきじょばし）の上流５０mの所で取水し、一旦、吉野瀬川に放流
して九ケ用水と合流し、十一ケ用水としての決め事に従い各集落の耕地に灌漑することを考え
られました。
そこで翁は、この計画を携えて江戸に上がり、時の二代将軍徳川秀忠公に直訴して、許可証
（お墨付）を得られました。
帰郷後、早速地区の百姓と共に、取入口と約１５００mの西川用水路（ニケ用水又は千人堀
用水とも言っております）に着手したが二十年近く費やしたと、文献に記されています。
完成後は、幕府の取り決めにより両区は、「番水」と称し、月に五昼夜午前４時より翌日の
午前９時までは、九集落の江口を封じ両区の耕地に灌漑する事が出来る様になりました。
この制度は３５０年余続きましたが、昭和３０年代に至り農業の近代化の気運が高まり、圃
場と用排水路の整備が行われ、昭和４３年に吉川地域の事業が完成し、用水は各集落の耕地に
均等に灌漑出来る様になりました。西川用水の水利権も日野川西部土地改良区に移譲され、今
日に至っております。
利兵衛翁の直訴によって得られた日野川からの水利権は、今も生きており、吉川地区の耕地
全域がその恩恵を受けています。翁の功績を讃え、昭和３年に用水元祖之碑を両区で建立し、
毎年７月７日に追善供養が営まれています。
【平成１７年７月３日
西大井町・川去町 西川用水四百年祭実行委員会の石碑より】
（注１）水不足が解消され、現在「西川用水」は埋め立てられました。
（注２）十一ケ用水は「用水十一口川ノ竟」（旧福井県史）とあるように「吉川村」の村名の
由来となりました。

高温の日々が続き、熱中症予防のためこま
めな水分摂取はとても重要になりますが、併
せて暑さで食欲も落ちてきます。特に高齢者
の場合、食べ物を避けて水分ばかり摂取する
えんげしょうがい

後部座席でもシートベルトをしましょう！

学ぼう！

午後1時30分～3時

通常８００円（特別行事を除く）

休館日

吉川地区を

毎月第４土曜日（9/19～）

ごえん

ことで食道の動きが弱まり、嚥下障害や誤嚥
しやすくなります。また、認知症の方では食
道から脳への刺激が弱まり、認知機能が低下
し病状を悪化させてしまうこともあります。
経口補水液は塩分濃度が高めなので、大量摂
取は腎臓などへの負担が大きくなるので注意
してください。食べ物はお粥のようなもので
も良いので、なるべく固形物を食べるように
しましょう。
（推進員 青山）

鯖江市教育委員会
作 成 の「さ ば え 人 物
ものがたり」にも
紹介されています。

吉川地区敬老会に寄せて
本年は新型コロナウイルスが全国に感染拡
大し、今までに経験のない緊急事態宣言が政
府より出され、不要不急の自粛生活を余儀な
く迫られました。本来なら敬老会を開催し、
皆様のお顔を拝見し、慶寿をお祝いすべきと

7月21日（火）今年は新型コロナウイルス

感染拡大防止のためオンラインでの実施とな
りました。吉川公民館と市役所をインター

いつまでも楽しい生活を送るためには、健康が一番ですね。吉川公民館において、３回
シリーズで健康教室を開催しますので、是非ご参加下さい。
●1回目● 日 時 9月14日（月）午後7時～8時

ネットでつなぎ、区長会からの要望を牧野百

内

容

男市長に伝えました。吉川地区からは区長及

講

師

日

時

「眼育講座～生活を守る目の体操～」
NPOみるみえる

副代表

髙橋有希子氏

ころですが、会場内での飲食自粛や密接・密

び市議会議員が参加しスクリーン画面を通し

集を防止するための感染対策が取れないた

意見交換を行いました。地区からは新型コロ

内 容 「お口の健康と病気予防」

め、本年度は開催を中止とさせていただき、

ナに対応した災害時の避難所運営を懸念する

講

師

鯖江市内で製菓業を営む職人さんが厳選した

声があり、9月に吉川地区で訓練を行いたい

日

時

11月16日（月）午後7時～8時

和菓子の詰め合わせを記念品として、９月下

と市側から回答がありました。

内

容

「10秒ポーズ健康法で一生元気な体づくり」

●2回目●

●3回目●

旬に皆様にお届けさせていただきます。

講 師

これからもお元気で楽しい日々をお過ごし
会長

歯科衛生士

佐々木雅代氏

理学療法士・フィジカルセラピスト

福田裕子氏

○会 場
吉川公民館 第2会議室
○定 員
各回15名（先着） ○参加費
無料
○申込・問合せ 吉川公民館までお電話（℡62-1020）で、各回開催日の２週間前までに
お申し込み下さい。定員になり次第締め切ります。

ください。
吉川地区区長会

10月15日（木）午後7時～8時

藤本俊克

安全確認「合同防犯パトロール」
８月７日（金）まちづくり安全安心実行委員
会、区長会、防犯隊、消防団、防災協議会の皆さ
んの協力で、７０名の参加があり、蒸し暑い中で

したが、地区内を６コースに分けて１時間ほどパ
トロールを行いました。コロナ禍の中ですが、吉
川地区の安全を皆さんが見守ってくれています。

出張図書館のお知らせ
文化の館（図書館）は空調設備等改修工
事のため、約2か月間休館します。その間も
本の貸し出しができるように、毎週公民館
に図書館の本200冊をお持ちします。予約
の受付もいたしますので、ぜひご利用くだ
さい。
開催日時

10 月 に 開 催 予 定 の「鯖 江 市 指 定 文 化 財

新型コロナウイルス感染症の影響を考慮し

三床山城跡に登ろう」を前に三床山の歴史に

て、今年度はふれあいまつり・文化祭を中止し

ついて事前の学習会を行います。

ます。ふれあいまつりの代替事業として、感染

●日時

９月１８日（金）午後７時～８時

予防に努めながら、三床山登山を開催しますの

●会場

吉川公民館 大ホール

で、皆様のご参加をお待ちしています。

●内容

鯖江市指定文化財三床山城跡の歴史

●日時

についての講演会
●講師

鯖江市文化課 課長

●対象

吉川地区民 ３０名

●申込み

１０月１８日（日）雨天中止
8:00～

前田清彦氏

8:30～ 出発式

９月４日までに、吉川公民館まで
お電話でお申し込み下さい。

集合・受付

●内容

8:50～

出発

13:00

解散

吉川公民館

吉川太鼓演奏

三床山に登ろう
吉川公民館→サイクリングロード

→西大井町集落センター

大倉町ふれあい会館に
燕の巣発見！
先 日、大 倉 町 ふれ あ い 会
館に作られた燕の巣から、ヒ
ナが下に落ちていました。駐
在所に連絡が入ったようで、
駐在さんがやさしく巣に戻し
てくださいました。

場 所
持ち物
問合せ先

吉川公民館 1階ロビー
図書館貸出カード
（新規申込も可）
文化の館（0778-52-0089）

新型コロナに対応した災害時の避難所運営
研修会を鯖江市防災危機管理課の指導で行い
ます。
●日時 ９月１３日（日）午前１０時～
●会場 吉川公民館
●内容 避難所運営についての講義と実践
●主催 吉川まちづくり安全安心実行委員会
●主管 鯖江市防災危機管理課
●協力団体 区長会、防災協議会、
民生委員・児童委員会

→三床山山頂
●対象

・吉川地区在住で健康な方
・高校生以下の参加は保護者同伴

●定員

先着50名まで

●参加費

無料

●申込み

吉川公民館に設置の申込書に、
必要事項を記入の上、9月8日
までにお申込下さい。

