10月号

出張図書館のお知らせ
日・曜日

公民館等行事・学級

各種団体活動

安全安心標語
コンテスト表彰式

2

金

4

日

休館日（鯖江市長選挙）

5

月

学級「活き活き手芸」

8

木

公民館運営協議会

9

金

10

土

子ども将棋教室

11

日

休館日

15

木

学級「ヘルスアップセミナー」
（お口の健康と病気予防）

16

金

ハーフバースデイ

17

土

まちづくり「花植え」作業

18

日

鯖江市指定文化財
「三床山城跡」に登ろう

19

月

学級「活き活き手芸」

20

火

休館日

22

木

24

土

25

日

感染症に対応した避難
所運営研修会

26

月

子育て支援ネットワーク
委員会

27

火

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

吉川地区の人口 7,076人
(男3,480人 女3,596人）

世帯数 2,322世帯
（前月比 2世帯増）

前月比 1人減

（9月1日現在・外国人含む）

吉川地区を
学ぼう！

民生委員会
子育て支援
「ベビーマッサージ」
三床山登山道整備

老人クラブ

区長会

子ども将棋教室
子ども生花教室

吉川きっず
リモート「お話し会」

休館日

会 場
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）

支え合い推進員からお知らせ

備えあれば患いなし！
猛暑も過ぎ、次第に涼しさを感じる
ようになりましたが、この時期気にな
るのは台風の襲来です。地球温暖化の
影響で、台風の発生回数が増え風雨の

※
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予定は変更になる場合がございます。ご了承下さい。

などが取り残されないよう、早期かつ
安全に避難行動する必要があります。

交差点

見通しの悪い交差点はいつでも車が来るもの
と思って、一時停止がなくても、一旦止まっ
て安全確認してください。
吉川地区事故件数（8/1～8/31）

人身事故

1件

物損事故

7件

具体的な合併促進計画では、９，６２２町村のうち、その８５．８％を占
める人口８，０００人未満の８，２４５町村を対象とすることが決定され、
福井県では１４６の町村が対象とされた。吉川村の人口は昭和２５年度段階
で３，２００人弱であったため、この合併対象の町村とされたのである。
吉川村は、福井県の試案において、今立郡神明町・丹生郡立待村・吉川村の
ブロック（中央中学校ブロック）で合併することとなっていたが、今立郡鯖江
町・中河村・片上村・丹生郡豊村のブロック（鯖江中学校ブロック）を主導す
る鯖江町が市制施行を目標として各町村に働きかけた。これは、昭和２９年９
月２１日以降は、市設置の要件が人口３万人から５万人に引き上げられること
となったため、人口３万人以上でも市制施行が認められる現段階で市制をしく
べきであるという機運が高まったためである。
福井県は、昭和２９年９月１日に両ブロックの関係町村代表者等を招集して協議
し、市の名称を「鯖江市」とすることを決定したが、合併期日と庁舎位置について
は未決であった。ところが、９月１２日に開催された協議会において、庁舎位置を
めぐる意見が紛糾した。すなわち、合併に参加する２町５村のうち、鯖江町と神明
町の対立である。鯖江町・中河村・豊村は庁舎位置を鯖江町とすべきと主張したの
に対し、神明町・立待村・吉川村・片上村は、市の名称を「鯖江」市とするのだか
ら、庁舎位置は神明町に定めるべきであると主張したのである。

猛威が激しくなってきています。
もしもの時、高齢者世帯や独居の方

注意して！車が来るかも

昭和２８年９月、町村合併促進法が時限立法として交付され、今後３年間
で全国で９，６２２ある町村を３分の１に減らすこととした。

そのためには、近隣周辺の方々の見守
りや誘導が大変重要になります。
被災してから反省するのではなく、
普段から災害に応じた避難場所や避難

経路を、住民皆さんで確認しておきま
しょう。
（推進員

青山）

この議論は、鯖江市制の申請後も混乱を深め、庁舎問
題が解決するまでの合併処分は停止すべきという行政訴
訟問題にまで発展した。昭和３０年１月１４日、福井地
方裁判所は合併処分停止の決定を下したが、同日、内閣
総理大臣は異議権を行使し、福井地方裁判所はこれを受
諾して同決定を取り消した。
昭和３０年１月１５日、ここに鯖江市が発足し、吉川
村では同日に解村式を挙行している。この鯖江市制施行
とともに、各地区で町名の変更が行われ、旧吉川村の下
川去区は「川去町」に田区は「田村町」となった。
なお、昭和３０年６月１０日には北中山村を、同３２
年３月１１日には河和田村をそれぞれ編入合併し、人口
４７，１４２人となり、人口規模では福井県で４番目の
規模となった。
（吉川地区史 ４３４ページより）
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9月１３日に予定していました、新型コロ

9月14日（月）公民館学級ヘルスアップ

ナウイルスに対応した災害時の避難所運営研

セミナー「眼育講座～生活を守る目の体操
～」を開催しました。講師にNPOみるみえ

大人の陶芸教室を開催いたします。地域の

る代表の加藤裕之氏と副代表の髙橋有希子氏

方との親睦も兼ね、楽しく陶芸を体験してみ

をお迎えし、講義と簡単な体操を教えて頂き

ませんか。今回はオリジナルカップを作って

ました。

みましょう。

●日 時 １回目 １１月１２日（木）
２回目 １１月１３日（金）

放課後子ども教室
「将棋教室」始まる！

指導で行います。

●日時 １０月２５日（日）午前１０時～
●会場

吉川公民館

３回目 １１月１７日（火）

●内容

避難所運営についての講義と実践

１３時３０分～１５時

●主催

吉川まちづくり安全安心実行委員会
鯖江市防災危機管理課

吉川公民館 第１会議室

●主管

の参加があり、目の構造や見え方などをお聞き

●内

容

「カップを作ろう！」

●協力団体

し、自分の親指を的にして、近くを見たり遠くを

●講

師

工房「うふふ」冬井光二氏

見たり、目の体操を行いリフレッシュしました。

●対

象

吉川地区民 先着１０名

●参加費

粘土代５００円（３回分）

●申込み

1０月３０日までに、

青少協主催「キッズウォーター
フェスティバル」開催しました！
なって「キッズウォーターフェスティバル」を開催しまし

することが出来ました。吉川地

た。新型コロナウイルス感染拡大防止のため、体温チェッ

区にお住まいの小竹潤氏より、

クや、フェイスシールドを着用しての開催となりました。

将棋の基本を教えて頂きまし

大きな水鉄砲で、相手の的を狙って撃ち合いました。青空

た。将 棋 を 知 っ て い る 子 も い

の下、髪やTシャツを濡らしながら暑い夏を楽しんでいま

て、お手伝いいただいた老人ク

した！

区長会、防災協議会、
民生委員・児童委員会

吉川公民館へお電話
でお申し込み下さい。

ママさん交流会

ベビーマッサージ
●日時

今年はリモートで開催！
毎年恒例！吉川きっず企画
お話し会開催のお知らせ
●日時 １０月２４日（土） 午後7時～
「絵本のもり」さんによる絵本の朗読を
リモートでお届けします。
ハープと打楽器のBGMも楽しめます。
ご家族でぜひお楽しみ下さい。

吉川小学校児童の皆さんには、ID、パス
コード等詳細を後日お便りで
※新しい参加者募集しています。
詳しくは吉川公民館にお問合せ
下さい。

いたいと思います。鯖江市防災危機管理課の

場

8月 23日（日）吉川地 区青少年育 成協 議会が主催と

１２回を予定しています。

たので、いざという時のために、研修会を行

●会

教 室 を、9月 12日（土）に開催

楽しんでいました。3月までの

の地震や台風など、災害が多くなってきまし

当日は、老人クラブ会員さんをはじめ、３３名

4月開催予定だった子ども将棋

ラブの方や、保護者との対戦も

修会が10月２５日に延期されました。先日

おしらせします。
●問合せ

吉川公民館

午前10:30～11:30
●会場 吉川公民館 大ホール
●講師 ロイヤルセラピスト協会
土田 夏海 氏
●持ち物 バスタオル、飲み物等
●定員 先着 15組
●参加前に検温をすませて、

ご来館ください。
●吉川公民館（62-1020）まで
お申込みください。
※新型コロナウイルス対策として、
ご参加の方は必ずマスクを着用して
く だ さ い。発 熱 等 の 症 状 が あ る 方
や、体調がすぐれない方はご参加を
見合わせて下さい。

