
                                               

                                 

 

 

  

                     
                                   

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mail－Address  skita-k@mx3.fctv.ne.jp  

１０月６日（金） さつまいもの収穫 【２３名参加】 

〈清水北っ子教室〉 

１０月１６日（火） コスモスの花摘み 【２７名参加】 

〈すくすく教室〉 

 

１０月２０日（土） エクセル基礎講座① 【１０名参加】 

〈パソコン教室〉 

１０月１２日（金） 子ども料理教室 【１６名参加】 

〈清水北っ子教室〉 

１０月２６日（金） 健康教室① 【１３名参加】 

〈いきいき教室〉 

 

１０月１８日（木） キャラ弁教室 【１２名参加】 

〈すくすく教室〉 

エクセルの知識を深め、日常生活

に役立つエクセルの基本操作を

習得することをねらいとして開催し

ています。第１回は「当番表」を作

りながら、表の作成、編集、イラスト

の挿入の仕方について学習しまし

た。みなさん、お互いに教え合いな

がら、熱心に取り組んでいました。 

 

清水北地区の皆様には、平素より私共公民館の事業活動に深いご理解と骨身惜しまないご協力を賜りまして、

衷心より感謝いたしており、厚くお礼を申し上げます。 

 今年もお陰さまで恒例の文化祭を開催することができました。 

 各町内からの実行委員さんを中心に多くの関係者の方々のご厚意、ご尽力の賜物であり、重ねて厚くお礼申

し上げます。 

 ４０年振りの清水北公民館大改築が実施されて、来年平成３１年２月完成を目途に現在工事中でありますが、

清水北小学校様のご厚意を得て、南校舎の１階を会場に「作品展示・展覧会」を唯一の出し物として開催いた

します。会場の制約から例年行っていました芸能発表や式典等を今年は断念せざるを得ませんが、清水北小学

校様の「バザー」開催と同時刻・同会場の体育館では「手打ちそば」コーナーや「ポップコーン・わたがし」

コーナーを設営いたします。念願の試みである小学校と公民館のコラボレーションを漸く実現でき、共に相乗

効果を期待して可能な範囲で文化祭を盛り上げ、お楽しみいただければ幸いです。 

 ご近所お誘いの上、ぜひご来場賜りますようご期待、お願い申し上げます。 

                               清水北公民館 館長 東出駿隆 

 

第１３回 清水北地区文化祭 ご案内   日時：１１月１１日（日） １０時から１２時３０分 

※詳しい内容につきましては、別途配布のプログラムをご覧ください。 

「食べる」ことは体と心の充実を図

り、元気で長生きの秘訣です。

『健口長寿』を目指すには、常に

口の中をきれいにしておくことが大

切で、お口の体操をして筋力を高

めることも重要だそうです。歯の磨

き方や体操の仕方について、実

践を交えてご指導いただきました。 

５月に苗を植えたさつまいもの収

穫を行いました。今年の夏は猛暑

続きで、生長が心配されました

が、畑いっぱいに伸びたつるをめく

り、土を掘り起こしていくと、大きな

サツマイモが出てきました。みなさ

ん、さつまいもを傷つけないように

慎重に作業を行っていました。 

かぼちゃスープとサンドイッチを作り

ました。包丁の使い方を確認し、サ

ンドイッチをおいしくきれいに作るコツ

を学びました。かぼちゃを切るのは

大変そうでしたが甘くておいしいス

ープとボリュームたっぷりのサンドイッ

チができ上がりました。片粕ふれあ

い会館をお借りして開催しました。 

清水台こども園年中児さんが、６

月に種まきをしたコスモスの花摘

みをしました。ピンクや白など色とり

どりに咲いているコスモスを見なが

ら、子どもたちは「きれい！」と目を

輝かせていました。花の摘み方に

ついて説明を聞いたあと、１本１

本丁寧にやさしく摘んでいました。 

キャラ弁は、海苔やチーズ、ハム

などを加工して目や口などのパー

ツを作り、おにぎりやおかずに貼り

付けていきます。細かい作業にも

かかわらず、みなさん、真剣に取り

組んでいました。 

素敵なお弁当に 

仕上がりました。 



  

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《１１月・１２月 教育事業のご案内》 

★休館日のおしらせ★ 

１１月 3 日 ５日 1２日 １８日 １９日 23 日 2６日 

１２月 ３日 1０日 １６日 1７日 23 日 24 日 28 日 

29 日 30 日 31 日  

【開館 9:00～21:00（日曜日は 17:00閉館）】 

 

【すくすく教室】 

食育講座③子どもの食 

１１月２０日（火） １０：３０～１２：００ 

講師：清水台こども園 齋藤先生（栄養士） 

会場：すくすくキッズ（くりのみ児童館内） 

こども園の給食の先生と一緒に食の楽し

さや大切さについて学習します。 

個別相談の時間、試食があります。 

※参加されるお子様の月齢・ 

年齢を把握したいので、必ず 

お申込みをお願いします。 

【いきいき教室】 

うたごえ教室① 

１２月２日（日） １３：３０～１５：３０ 

講師：杉谷 佳子さん  

会場：清水北小学校 南校舎 １階 

    なかよしホール 

歌い方のポイントをご指導いただきなが

ら、懐かしい童謡や唱歌を１曲１曲 

丁寧に歌います。楽しく歌って、心 

も体もリフレッシュしましょう。冬の 

歌を中心に歌います。 

 

【防災学講座】 

洪水と土砂崩れ 「防災研修会」 

１１月１７日（土） １３：３０～１５：３０ 

講師：福井県土木部砂防防災課 

    気象庁福井気象台 

    国土交通省福井河川国道事務所 

会場：清水北小学校 南校舎 １階 

    なかよしホール 

清水北地区の地形や地質の特色、弱点

を知り、被害が大きくなると予想される災

害「洪水と土砂崩れ」について学びます。 

 

 

◎お問い合わせ、お申し込みは清水北公民館までお願いします。（☎９８－５４７７） 

【男性塾・女性塾】 

門松寄せ植え教室 

１２月１５日(土) １３：３０～１５：００ 

講師：渡辺 寛幸さん（花市場） 

会場：清水北小学校 南校舎 １階 

    なかよしホール 

参加費：２５００円（材料費） 

持ち物：エプロン、軍手、作品を入れる袋 

門松をコンパクトに寄せ植えします。年齢

（大人・こども）・性別は問いません。親子

での参加もＯＫです。 

 

【男性塾・女性塾】 

災害時やアウトドア料理に役立つ
ポリ袋クッキング 

１１月２４日（土） １０：００～１３：００ 

講師：出倉 弘子さん 

会場：清水北小学校 南校舎 

１階 なかよしホール 

参加費：５００円（当日、集金いたします） 

持ち物：エプロン、手拭きタオル 

サバカレーライス（ごはんを含む）、インス

タントラーメン、バナナ蒸しパンを作ります 

不死鳥のねがい（福井市市民憲章） 

わたくしたちは 不死鳥福井の市民であることに誇りと責任を感じ 

郷土の繁栄と幸福をきずくため 力をあわせ 不屈の気概をもって 

このねがいをつらぬきましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（昭和３９年６月２８日制定） 

不死鳥のねがい（福井市市民憲章）推進協議会 

１ すすんで 親切をつくし 愛情ゆたかなまちを つくりましょう 

（とどけよう 明るいあいさつ 感謝のことば） 

２ すすんで 健康にこころがけ 明朗で活気あるまちを つくりましょう 

（みんな仲よく健康で 心も体もすこやかに） 

３ すすんで くふうをこらし 清潔で美しいまちを つくりましょう 

（とりくもう わが家とまちの 美化運動） 

４ すすんで きまりを守り 安全で住みよいまちを つくりましょう 

（まなびあおう 家庭の防犯 地域の防災） 

５ すすんで 教育を重んじ 清新な文化のまちを つくりましょう 

（わがまちふくい まなんで知って 誇りを持とう） 

【すくすく教室】 

お父さんとあそぼう！ 

「新幹線ドーム作り」 

１２月１日（土） １０：３０～１２：００ 

講師：岡田 健治さん（ＮＰＯ法人パパＨＡＮＤＳ） 

会場：清水台こども園 ホール 

みんなで協力して大きな新幹線ドームを

作ります。作った後は、新幹線ドームの中

に入って遊んだり、お絵かきをしたり・・・ 

子ども達と一緒に楽しい時間を 

過ごしましょう。 

 【清水北っ子教室】【環境講座】 

秋の里山トレッキング＆ネイチャーゲーム」 

１１月２５日（日） ９：００～１２：００ （受付８時３０分より） 

集合：清水北小学校 南校舎 

定員：３０名（小学校３年生以下、大人同伴） 

申込締切：１１月２０日（火） 

参加費：１００円（保険料を含む） 

持ち物：長袖、長靴、帽子、手袋、飲み物、タオル、雨具など 

11月 9日～15日は 

秋の火災予防運動 

火災予防の徹底を！ 

暖房器具を使用する機会が増えるため火

災が発生しやすい時季を迎えます。 

火の取り扱いには十分気をつけましょう。 

１１９番は緊急回線です！ 

火事などの災害や休日診療に関するお問い合わせは

テレホンサービス（２５－９９９９）へダイヤルし

てください。 
福井市南消防署（☎３３－０１１９） 

 

紅葉、どんぐり、キノコなど、魅力た

っぷりの里山を散策します。ネイチ

ャーゲームをしながら、自然の中

で楽しく遊びましょう。 

あなたの「学び」を応援します 

仕事、家事、子育てをしながら、テレビ（ＢＳ放送）やイン

ターネットで学べる、文部科学省・総務省所管の通信

制大学です。入学資格は「学びたい」という気持ち、入

学試験はありません。約３００科目の中から、興味ある

分野を、１科目からでも学べます。 

４月入学生願書受付 ３月１７日まで（必着） 

◎資料請求（無料）・お問合せ先 

放送大学福井学習センター ☎22－6361 


