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事 業 名 事業内容 実施月日 参加者数 摘　　要

河川環境保全
活動事業

地域を流れる、竹田川・五味川の
堤防や河川敷を沿川の住民に参
加していただき草刈り・雑木伐採
を行う。

6月～11月
約500名

（延）

地区内を流れている河川の草刈
りなどの環境保全を行い、安心し
て歩ける地域環境向上に努める
と共に、鳥獣被害の抑制を図る。

県道勝山丸岡
線歩道改修推

進事業

H22年12月に関係機関に提出し
た提言書に基づく内容で行政側
が実施計画・工事を進めているか
どうかのチエックを行う。

城のまちまちづくり協議会、たか
むくのまちづくり協議会との共催
事業

夜間あんしんパ
トロール

毎週木曜日夕方、地区内を青色
灯を取付けた車で巡回する。（約９
０分）

毎週木曜日
約150名

（延）
年間通して１８時３０分～

小学校児童の登下校時、交通安
全見守り・声掛け活動を実施

通年 15名の見守り隊員実施

自家用車に、”地域安全ﾊﾟﾄﾛｰﾙ”
ステッカー掲示、子ども安全巡回

通年
約10名の方が常時心掛けﾊﾟﾄﾛｰ
ﾙ実施

のうねｼﾙﾊﾞｰﾌｪ
ｽﾀ＆郷まつり協

力

・交通整理、駐車場整理等に協力
・郷まつりのイベント協力

9月24-25日
交通安全協会・防犯隊・消防団
等各種団体の協力戴きました

防災事業
長畝地区　避難所運営マニュアル
の検討会(2月28日は広域避難所・
3月28日は地域避難所)

2月28日(火)
3月28日(火)

延110名 区長、まち協役員

福祉・防災
関連事業

平成20年度に作った要援護者の
ためのあんしんマップの見直し

8月8日(日） 90名
区長、民生委員、福祉委員、社
協職員

　定例部会開催状況

5月～10月及び翌年3月に不定期に開催し

活動計画等を協議しました。

平成２８年度　あんしん・ふくし部会 事業報告書

見守り隊活動事
業

本年、県三国土木事務所の都
合で開催できず。
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事 業 名 事業内容 実施月日 参加数 摘　　要

春のふるさと
ウォーキングの
準備

１０日に行った春のふるさと
ウォーキングコースの下見と
準備

4月9日(土) 3名 ルートの確認とコース整備

春のふるさと
ウォーキング

「女形谷の桜を見に行こう」を
サブタイトルに、長畝地区の
史跡と自然を楽しむウォーキ
ングの開催

4月10日(日) 35名 平成２７年度計画新規事業

フットパス
コースの下見

１０月に行う予定のフットパス
のコースの下見。 7月9日(土) ５名

歴史探訪コース＋化生ヶ岳登頂
のルート確認。

山城山城跡
整備事業

山城山城跡展望台の整備及
びフットパスコースの草刈り実
施。

7月18日(月) 16名
展望台に防腐剤並びにペンキの
塗付。合わせて、豊原遺跡内等
の草刈等整備を行う。

フットパスの準
備

豊原遺跡内及びフットパス
コースの草刈他整備。 10月10日(月) 14名

豊原遺跡内及びフットパスコース
の草刈等整備を行う。

フットパスの準
備

フットパスコースの案内看板
設置。コース整備。 10月16日(日) 6名 上記続き及び看板準備。

フットパスの準
備

フットパスコースの案内看板
設置。コース整備。最終
チェック。 10月20日(木) 8名 上記続き及び看板準備。

フットパスの実
施

歴史探訪コース＋化生ヶ岳登
頂。豊原そうめんの配布等。 10月23日(日) 110名

（長畝小学校４年生親子・先生70
名、一般・役員等40名）

長畝地区内、文
化史跡等の整備
事業

豊原史跡内（旧）白山神社横
に「深沙大王立像」案内看板
設置。

10月21日(金) ５名

平成２８年度 部会開催状況

5月例会 5月19日（木） 18名

９月例会 9月14日（水） 9名

臨時例会 9月28日（水） 5名

臨時例会 10月11日（火） 4名

部会への参加者を増やすことと、フットパスのPRが今後の課題である

平成２８年度　ふるさと部会　事業報告書
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平成２８年度 ふれあい部会 事業報告書 

 

事業名 事業内容 実施月日 参加者数 摘 要 

第 18 回のうね健康まつり 
５月２９日 

（日） 
400 名 

ニュースポーツ競技を

実施 

第 9 回ラジオ体操の会 
７月２３日 

（土） 
600 名 ○×クイズを実施 

第 3 回のうねシルバーフ

ェスタ＆郷まつり 

９月２５日 

（日） 
3,000 名 

敬老会・郷まつりを実

施 

ふれあい 

事業 

古城まつりもりあげ 
１０月９日 

（日） 
120 名 

丸岡古城まつり総踊

り・五万石パレードに

参加 

第 41 回丸岡町総合体育

大会 

６月１９日

（日）～ 

７月３日（日） 

 50 名 ６競技へ参加 

長畝地区親睦グラウンド

ゴルフ大会 

９月２４日 

（土） 
30 名 

霞の郷常設コースで

実施 

第 19 回まるおかスポー

ツ・レクリェーション祭 

１０月２日 

（日） 
120 名 

ニュースポーツ競技に

参加 

体協 

事業 

長畝地区親睦ボウリング

大会 

１１月２０日 

（日） 
33 名 WAVE40 で実施 

関連共

催事業 

わんぱく探偵団 次頁の通り 

 

平成２８年度 部会開催状況 

 

項 目 実施月日 参加者数 摘 要 

のうね健康まつりについて 
５月１８日 

（水） 
１９名 

 

ラジオ体操の会について 
７月４日 

（月） 
 １８名 
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　事業名 　　　事　　業　　内　　容 実施月日 参加人数 　　　摘　　　　　要

　『ちくちくぼんぼん』で 7月3日（日） １４人 　竹田『ちくちくぼんぼん』

　　どろどろ遊園地＆ドラム缶風呂！　 　

あそびの 　『毛糸のぽんぽん工作で 12月10日（土） １８人 　小牧・小崎

　　　王様 　　　　　クリスマスリースを作ろう！

　

　『新春　けん玉名人をめざそう！！』 1月28（土） 2人 　おもちゃコンサルタント

　　　　　　　　　南出眞代先生

　こだわり☆学校給食！　 6月18日（土） 10人 　長畝小学校栄養教諭

　　　　　　　　　　　『ハッピーの日』 　　　　　　　　　岡崎知美先生

　こだわり☆学校教室！ 11月13日（土） １６人 　長畝小学校栄養教諭

　 　　　　　　　　　　　『食育の日』 　　岡崎知美先生

クッキング 　親子そば打ち教室 2月4日（土） １２人 　長畝公民館2階

　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　渡辺新一郎氏

　こだわり☆学校教室！ 3月11日（土） １３人 　長畝小学校栄養教諭

　　　　　　　　　　　『アイアンの日』　 　　　　　　　小崎・小牧　　岡崎知美先生

なんでも 　『びっくり空気力・シャボン玉七変化』 5月28日（土） 31人 　あっと・ザ・サイエンス

　　科学塾

　『ペットボトルでロケットをつくろう！』 7月24日（日） 18人 　長畝小学校　長谷川校長先生

　のうねの郷まつり

郷まつり 　　　　　『風船スライムづくり』 9月25日（日） ３０人 　丸岡高校科学情報部

　　　企画 　　　　　『バードコールづくり』 ３０人 　小牧・小崎

　　コミュニティセンター

特別企画 　『わくわく工作教室』 3月26日（日） 9人 　　　　　　　小崎・小牧小牧・小崎

小牧・小崎

　『赤ちゃん抱っこ体験学習』 9月29日（木） 延 　ONLY　ONE　♡

関連事業 　　　　　　丸岡南中学校 ～30日（金） 182人 　　協力 坂井市健康増進課

　　　　　　丸岡中学校 11月16日（水） 坂井市子育て支援課

～18日（金） 303人 坂井市学校教育課

女性活躍推進室

　青少年育成会議推進大会 11月26日（土） 　古城ホール

平成28年度　のうねわんぱく探偵団　事業報告

《成果》 １．長畝地区の豊な自然、郷協の活動を知っていただける機会になった。	
　　　　　２．ボランティアとして中学生・高校生の参加がみられた。	
　　　　　３．地域の方々を講師として招いたり、学校の協力が得られ縦横に繋がる事業として定着してきている。	

　　　　　４．おとうさん・おかあさん・おじいちゃん・おばあちゃんの参加がみられる。	
　　　　　５．次世代を担う、青少年の育成につながる活動として認められ、次年度の計画がなされる。	
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事 業 名 事業内容 実施月日 参加数 摘　　要

草刈・清掃作業 5月22日（日） 23名
東側道路側溝の落葉清掃等
（内郷協会員3名協力）

草刈・清掃作業 8月 7日（日）
22名

（遺族会
会員除）

市職員・郷協会員で実施 　　（内
郷協会員5名協力）
遺族会の方々は清掃作業

味岡山いこい祭 8月14日（日） 約80名 区内の家族が楽しみました

2月19日（日） 13名
撤去作業                        　 （内
郷協の会員3名協力）

竹田川せせらぎ遊
歩道整備事業

遊歩道草刈作業 5月22日（日） 7名
国体看板草取りと同日実施
軽ﾄﾗｯｸ走行散布

カブト虫の里づ
くり事業

維持・除草作業 随時
山本副部会長が何度となく清掃・
保守作業を実施頂きました

5月22日（日） 11名 皐月の間の草取り実施

8月7日（日） 10名 味岡山整備と同時作業

城東グラウンドﾞ花壇
7月20日(水）

10月28日（金） 5名
１m巾×８５mの花壇に
マリーゴールド・なでしこ植栽

協賛活動 古城まつり協賛事業
10月1(土）・　2

日（日）
延16名

一筆啓上茶屋裏と体育館壁面に
ｲﾙﾐﾈｰｼｮﾝ設置古城まつりを盛
上げる

　　　平成２８年度　部会開催状況

4月部会・懇親会 4月23日（土） 18名 部会後　懇親会開催

5月部会 5月16日（月） 14名

6月部会 6月13日（月） 11名

7月部会 7月11日（月） 9名

8月部会 8月1日（月） 11名

9月部会 9月12日（月） 12名

11月部会 11月7日（月） 11名

3月部会・慰労会 3月4日（土） 17名 郷協各部会参加者5名含

郷まつり準備 9月24日（土） 16名

郷まつり手伝い 9月25日（日） 18名

29年度は全員に参加いただきます様お願致します

花いっぱい事業

延べ活動回数18回・延べ参加人員約260名　ご協力有難うございました

平成28年度　かんきょう部会　事業報告書

里山(味岡山)整
備事業

2018ふくい国体PR看板除草作
業

味岡山冬まつり                  イ
ルミネーション点灯
（11月29日より1月31日)

11月19(土）・
20日（日）

延23名
イルミネーション設営          （郷
協会員2名協力）
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事業名 事業内容 実施日

臨時号
6月23日発行
1,850部

のうねの郷推進協議会の
平成27年度決算報告、平
成28年度事業計画と予算

夏号
8月25日発行
2,250部

特集　長畝小学校合宿通
学事業

秋号
11月24日発行
2,250部

特集　フットパス交流事業

春号
3月23日発行
2,250部

特集　長畝地区の桜の名
所

のうねの郷ホーム
ページ運営事業

リニューアル更新 通年 スマホ検索対応

開催日 参加人数

5月例会 5月10日（火） 6人

6月例会 6月７日（火） 7人

9月例会 9月14日（水） 7人

10月例会 10月12日（水） 8人

11月例会 11月9日（水） 6人

1月例会 1月１７日（火） 8人

2月例会 2月15日（水） 8人

平成28年度　部会開催状況

のうねの郷
「広報紙ＮＯＵＮＥ

＋」
発行事業

摘要

発行総部数：
8,600部

平成28年度　じょうほう部会　事業報告書
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事 業 名 事業内容 実施月日 参加数 摘　　要

郷史編纂事
業

　郷土史の学習、現地調
査、集落聴き取り調査、史
料の収集等を通じて研究
調査を行い、その成果を紀
要「のうね郷誌」として発行
する。

○29年5月
　・紀要「のうね郷誌」第6号
  

集落歴史座
談会

　集落センターを訪問し、
各集落に伝えられる民話や
伝説、しきたり、昔の暮らし
ぶり、地域の偉人などを聴
き取るとともに、集落、各戸
に残っている古文書、写真
等の借用を進め、郷史編
纂の調査研究に資する。

与河区
2/11（土） １６名

【会　場】
　与河区生活改善センター

古文書を読む
会

　昔の「のうね郷」の生活、
しきたり、伝統文化等に係
る古文書を読む。

「 堀水村　大年始末期 」、

「 御尋之節村方ニ而請書 」

（巡検使に対する応答）

「 丸岡城とその学術
調査について 」

4月17日（日） 48名
講　師　：　角　　明浩氏
　　　　（みくに龍翔館　学芸員）

「 豊原寺と称念寺
について 」

8月27日（土） 36名
講　師　：　高尾　　誠氏
　　　　　　（称念寺住職）

「高岳寺の墓地と有馬家 」 11月23日（水） 49名
講　師　：　大谷　英仙氏
　　　　　　（台雲寺住職）

パネル展 「 とよはら学事始め 」 9月25日（日） -
のうねシルバーフェスタ＆郷ま
つり時に旧長畝幼保園で実施

4/17（日）6名
１1/5（土）6名
3/2（木）2名

5/28（土）13名
6/25（土）14名
7/23(土）13名
8/20(土）10名
11/5(土）10名
12/3(土）13名
1/21(土）12名
2/１8(土）8名
3/11(土）10名

歴史講演会

平成28年度　のうね郷史編纂委員会　事業報告書




