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磯部地区まちづくり協議会　青少年育成坂井市民会議磯部支部　総会のご案内

〈総会結果は、5月8日から31日まで磯部コミセンで閲覧できます。〉

日時：令和５年４月26日（水）19時30分
場所：磯部コミュニティセンター大ホール 多数のご来場をお待ちしております。

　以前より企画してきた「紙芝居」が、ついに出来上がりました。
　磯部地区に、昔から伝わる不思議なお話や怖―いお話（言い伝え）を紙芝居にしました。
　詳しくは、４ページに掲載してありますので、ご覧下さい。



磯部体育協会
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クリスマスコンサート クリスマスコンサート inin いそべ2022 いそべ2022
　３年ぶりのクリスマスコンサートを令和4年12月18日（日）13時30分よ
り磯部コミュニティセンターで開催しました。来場者は約250名。
　二胡とマリンバとハープのユニット『IRORI ～いろり』さんのすばらしい
演奏で開幕し、ジャズピアノなど色々なジャンルの音楽でクリスマスの雰囲
気を4時間にわたる長時間楽しむことができました。
　とくに合唱の発表では３歳から70代までの女声・男声の歌声を聴くこと
ができました。
　今後もプロの演奏など、癒しのクリスマス空間を地域の方々にお届けいた
します！

　新型コロナ感染拡大に伴い、磯部体協として自粛してきた地区事業ですが、感染対策をしっかりした
うえで、令和４年度は、グランドゴルフ、スティックリング、卓球を再開しました。
　令和５年度は、４年ぶりの磯部地区体育祭が開催されます。その他の事業も企画していきますので、
ぜひご参加下さい。

グランドゴルフ（令和４年６月12日　参加人数／ 28人）
　◈一般の部　　　　　　　◈グランドゴルフ協会の部
	 １位　畠山さん	 １位　瀬波さん
	 ２位　荒井治彦さん	 ２位　小林　止さん
	 ３位　伊藤博幸さん　　　３位　西畠さん

スティックリング（令和４年11月６日　参加人数／ 15人）
	 １位　伊藤光江さん	 ２位　吉田昌史さん	 ３位　南　雅之さん
	 　　　由比幸子さん	 　　　原　崇志さん	 　　　田中義憲さん
	 　　　伊東ちず子さん	 　　　島田理一さん	 　　　木戸広章さん

卓　球（令和５年２月12日　参加人数／ 30名）
　◈男性の部　　　　　　　◈女性の部
	 １位　望月慎吾さん	 １位　中垣内明美さん
	 ２位　白川貴之さん	 ２位　坪田幸子さん
	 ３位　西野源龍さん	 ３位　朝日佳代さん



防災安全部会防災安全部会 磯部防災塾を開催しました
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クリスマスコンサート クリスマスコンサート inin いそべ2022 いそべ2022
お 知 せらまち協からのまち協からの

モルックモルック
　「モルック」は、フィンランドの伝統的なゲームを元にしたスポーツです。木の棒（モルック）を
投げて木の棒でできたピンを倒しスコアを競うといった、老若男女初心者、誰でもが簡単に楽しめ
る最近ちょっと話題のスポーツなんです。ただ、簡単とはいってもスコアの数え方に特徴があって、
戦術を練る必要もあったりとなかなかに奥が深く、日本大会や世界大会まであります。この「モルッ
ク」で磯部を盛り上げたい！そう、ちょっと真剣に思ったりします。磯部まち協ではモルック大会
を定期的に企画していくつもりですので、ぜひご参加下さい。

“目指そう！モルック世界大会”

　災害から「守れる命」・「守りたい命」があります。そのためには災害について「正しく知る」こ
とが非常に大切です。そこで、５回シリーズの防災講座を開き、毎回 40名程度の皆様が、「まちの
防災研究会」理事長の松森和人氏から大切なことを学びあいました。

第１回 ……８月 21日（日）　13時～ 16時	「防災の基本と磯部地区を考える」
	 （講座+ワークショップ）
第２回 ……９月 21日（水）　19時～ 21時	「地震から命を守る」
	 （講座）
第３回 ……10月 19日（水）　19時～ 21時	「水害から命を守る」
	 （講座）
第４回 ……11月 16日（水）　19時～ 21時	「要支援者について考える」
	 （講座+ワークショップ）	
第５回 ……12月 11日（日）　９時～ 12時	「これからの磯部地区の防災を考える」
	 （ワークショップ）



お 知 せらまち協からのまち協からの

ついに「紙芝居」が出来上がりました ついに「紙芝居」が出来上がりました !!!!

4

　磯部地区には、昔から伝わる不思議なお話や怖～いお話（言い伝え）
がたくさんあります。平成27年に磯部地区まちづくり協議会では、「い
そべ言い伝え発掘事業企画委員会」を立ち上げ、たくさんの方のご協力
をいただいて冊子「いそべむかし話」を発行いたしました。
　今回この「いそべむかし話」を紙芝居化し、磯部地区内の保育園・小
学校・中学校に配布しました。総合的な学習の時間での「ふるさと学習」
の教材として活用してもらえればうれしいです。
　「ふるさと磯部」を深く知り、「ふるさと磯部」を大好きになってほし
いと願っています。
　さらに、三世代交流事業として「いそべむかし話」を辿る
健康ウォーキングの中に紙芝居を取り入れたいと考えていま
す。この紙芝居を起点として磯部地区の活性化に繋いでいく
ことが磯部地区まちづくり協議会の願いです。
　なお、紙芝居の“原画”は、梅田喜美子さん、“校正”は、
清水美千代さんが携わってくださいました。お二人のご協力
に心から感謝申し上げます。本当にありがとうございました。

坂井市まちづくりカレッジ発表会坂井市まちづくりカレッジ発表会
　令和５年２月５日、高椋コミセンにて１年間まちづくりについて学んできた成果の発表会が行われました。
　８地区の方々が、地域の特色を生かしながら、まちづくりの課題や展望を発表されました。
　参加者：大倉康継さん、小林祐児さん、西出有希さん、前田英邦さん、土肥康介さん

�「大変貴重な事業に参画させて頂いたことを
誇りに思います。歴史ある磯部地区の素晴ら
しさを多くの人に知ってほしいですね」

～梅田喜美子さんより一言～



　10月22日～ 29日に12名の磯部地区住民の皆様の参加を得て、第２回寄せ植えコンクールが開催されま
した。今回も全体のレベルが上がり、秋らしい彩り豊かな作品ばかりで、来館された方々も大変喜んでおら
れました。

　12月13日(火)と15日(木)に保育園のクリスマス会を盛り上げるために、園児(年長組の園児)と地域高齢者
が共同でクリスマス用花鉢を製作しました。
　サンタさんが来てくれるようにと願いながら、各園とも６鉢の寄せ植えを協力しながら作り上げました。

第２回 寄せ植えコンクール

クリスマス寄せ植えについて

　30名の参加を得て、今年もミニ門松つくりが行われました。年神様は、この門松を目指してお出で
になるとのこと。ウサギ年の今年が幸多いことを願いながら、熱心に、協力しながら創り上げていました。

ミニ門松づくり
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磯部フラワー会

最優秀賞作品

よつばこども園 安田幼保園

優秀賞作品



ハンドベル教室（Little Star）参加者大募集� 磯部子ども教室

場　所：磯部コミュニティセンター
開催日：第1・3月曜日
時　間：15：45～ 16：45

対　象：幼保園児～小学６年生
講　師：和田　真実　先生
受講料：無　料

求む！　いそべ地域パトロール隊�
「地域の子供は地域で守ろう」

　今、学校に通う子どもたちが危険にさらされています。青少年育成坂井市民会議磯部支部では登下
校時の児童の安全を図り、犯罪の抑止力となるよう地域パトロール活動を行っています。	
　全国各地で後を絶たない、子どもたちの登下校時の事件や事故。わずかな時間でも大人の目が行き
届く街にしたいので、ジョギング、犬の散歩、掃除、お買い物など毎日の日課を子供たちの登下校時
に出来るだけあわせてください。未来を担う子どもたちの安全を、地域の大人が見守りましょう。誰
でもできる簡単「いそべ地域パトロール隊」。子供たちの安全対策にご協力ください。
　都合のいい日・時間に気軽にご参加ください。保険等の加入もございますので、お手数ですが登録
を宜しくお願いいたします。

お問い合わせ・申し込み … 磯部コミュニティセンター　TEL：66－7430

お問い合わせ・申し込み … 事務局・藤井（090－2370－9334）または
磯部コミュニティセンター（66-7430）まで。お電話・FAXでも受付いたします。 

※この事業は、坂井市放課後子ども教室の一環として実施しています。
　主催：坂井市放課後こども教育実行委員会　　共催：磯部コミュニティセンター

お 知 せらまち協からのまち協からの

磯部子ども教室磯部子ども教室 冬休み一日習字教室冬休み一日習字教室

　冬休みの習字の宿題を、梅谷先生のご指導のもと制作しました。
　手だけではなく、体全体を使って書くことで、力強い作品に仕上が
りました。

　12月27日（火）13：30～ 15：30

　防災や地域との交流、健康づくりなど色々なことに興味のある方、一緒に活動しま
せんか。磯部地区まちづくり協議会では、皆様のやりたい、やってみたいを応援します。
一人では出来ないことでも、みんなとであれば実現します。
　磯部地区を明るく楽しくする活動を一緒に行いましょう。
　詳しくは事務局（磯部コミュニティセンター）へお問い合わせ下さい。

磯部地区まちづくり協議会一般推進員募集！

※磯部コミセンは磯部コミュニティセンターの略称です。

会員募集中！

磯部コミセン便り
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　「磯部地区区長会」と「磯部地区まちづくり協議会」合同の防災研修を磯部コミュニティセンターにて
開催しました。
　防災資機材の使い方とAEDによる心肺蘇生法の研修を実施しました。

　今年の視察研修は、「磯部地区区長会」と「磯部地区まちづくり協議会防災安全部会」合同で滋賀県高
島市へ行ってきました。
　たかしま災害支援ボランティアネットワーク「なまず」さんの防災講演会に区長会と磯部地区まちづく
り協議会＆磯部地区の皆さんと参加しました。
　「備えと構え」で減災目指す！　～笑って減災　なまず流～　を楽しく学習しました。

消防署員の方が丁寧に指導してくださり、どの体験もいざという時は大切だと参加者の皆さんは、
真剣に取り組まれていました。

チェーンソーチェーンソー エンジンカッターエンジンカッター AEDによる心肺蘇生法研修AEDによる心肺蘇生法研修

磯部地区 防災研修 令和４年10月15日（土）9：00 ～ 11：00

磯部地区 視察研修 令和４年10月29日（土）

漫才から始まった講演漫才から始まった講演 クイズ･腹話術を交えて楽しく防災研修クイズ･腹話術を交えて楽しく防災研修

新聞紙でスリッパなど防災グッズ作り新聞紙でスリッパなど防災グッズ作り ヤンマーミュージアムヤンマーミュージアム
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磯部コミセン便り ※磯部コミセンは磯部コミュニティセンターの略称です。

　地域の高齢者の介護予防事業に日々ご尽力されている「NPO法人つどいの家」に活動の補助として
磯部地区区長会から寄付金を贈呈しました。

つどいの家に寄付 令和４年11月25日（金）

令和５年　磯部地区区長会
　今年の磯部地区区長のみなさまを紹介いたします。

　1月19日に磯部地区の初区長会が行われ、今年の磯
部地区区長会役員が決定しました。今年１年よろしく
お願いいたします。

ごあいさつ
令和5年 磯部地区区長会長

　中垣内　正治
　この度、藤田会長にかわ
り磯部地区区長会長に選ば
れました中垣内正治でござ
います。
　磯部地区民の皆様におか
れましては、区長会の活動

にご理解・ご協力を賜り大変ありがとう
ございます。
　コロナ禍も4年目を迎えましたが、国内
では昨年から徐々に、イベントや地域活
動が再開されてきています。
　区長会におきましても引き続き感染防
止に努めながら、今までの歴史を踏まえ
活動していきたいと思います。
　今年はうさぎ年です。跳躍する姿が「飛
躍」を象徴するうさぎのように、皆様と
共に地域の発展へまい進していく所存で
す。

藤田区長会長（令和４年度　区長会長）
から、前田理事長へ贈られました。

　つどいの家は、NPO法人として設立し20年を迎えます。
　前理事長　東氏のご尽力・地域の支援により事業を進めることができました。
　地域のみなさんの介護予防拠点施設として更に進めるべく寄付金を活用させていただきます。
� （つどいの家理事長　前田）

　利用者は随時受け付けています。気軽に声かけください。スタッフも募集中です。

行　政　区 区　長　名
南横地１区 島田耕二郎
南横地２区 安居嘉津彦
南横地３区 橋本　正美
北横地１区 岡　　省二
北横地２区 井端　孝司
北横地３区 中尾　　健
北横地４区 鹿島　光男
四ツ屋 奥平　泰央

磯部新保１区 前田　剛男
磯部新保２区 西市　吉和
羽　崎 中垣内秀信
九頭竜大橋 齊藤　　潤
宇　随 三澤　正彦
磯部福庄 西　　昭次

行　政　区 区　長　名
熊　堂 川﨑　春男
磯部島 永濱　昇治
磯部島2区 加藤　信護
四郎丸 山田　英明
今　市 寺前　義太
南今市 川上　尚孝
反　保 中垣内正治
八　丁 北嶋　正人
上安田 小林　義文
安田新 野村　孝樹
下安田 吉川　昌範

新九頭竜１区 増田　博文
新九頭竜２区 宮下　洋一
高柳３区 大森　正昭

敬称略

会　長	 中垣内正治	（反保）
副会長	 岡　　省二	（北横地1区）
副会長	 吉川　昌範	（下安田）
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