
                                               

                                 

 

 

  

                     
                                   

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

１０月２７日（土） エクセル基礎講座② 【１０名参加】 

〈パソコン教室〉 

１１月１７日（土） 防災研修会 【３９名参加】 

〈防災学講座〉 

 

１１月２４日（土） ポリ袋クッキング 【１０名参加】 

〈男性塾・女性塾〉 

１０月２７日（土） ハ-バリウム作り体験講座 【１０名参加】 

〈いきいき教室〉 

１１月２５日（日） 秋の里山トレッキング 【３１名参加】 

〈清水北っ子教室〉 

 

１１月２０日（火） 食育講座③｢子どもの食｣ 【２４名参加】 

〈すくすく教室〉 

第１３回 清水北地区文化祭   

１１月１１日（日）好天にも恵まれ、爽やかな秋晴れの中、

清水北地区文化祭が開催されました。今年は、公民館改築

工事のため会場の制約があり、例年行っていた芸能発表や

式典等は断念せざるを得ませんでしたが、清水北小学校の

南校舎１階を会場に作品展示や各種団体の活動紹介、体育

館では手打ちそばやポップコーン・わたがし、セルフコー

ヒーなどの飲食コーナーを設営しました。清水北小学校の

バザーと共に、多くの方にご参加いただき、文化に親しみ、

楽しいひと時を過ごすことができました。企画から準備、

後片づけにご尽力いただきました関係者のみなさまには

心よりお礼申し上げます。ありがとうございました。 

  

 

１１月４日（日） 清水北地区ウォーキング 【１０９名参加】  

今年は、雨天のために中止になった昨年の企画を引き継ぎ、

片山町（清水南地区）を周回する約６ｋｍのコースを歩きました。 

片山町は歴史も古く、五輪の塔や真光寺五重塔跡などの文

化財や伝説が残っています。途中、片山集落農事集会所で

休憩をし、片山町在住の梅田氏より片山町の概要や歴史など

について話を聞きました。蔵王神社の見学は、足元がすべりや

すいため中止となりましたが、みんなで楽しく歩きながら、片山町

の自然に触れ、歴史を学ぶことができました。雨がぱらつき、

少々寒い中でのウォーキングになりましたが、実行委員長の梅

香さん（９町内）を中心に、各種団体のみなさまにご協力いただ

き、無事、開催することができました。 

公民館の改築工事により、調理室

が使えないことから、教室の中でも

できて、災害時にも役に立つ調理

法「ポリ袋クッキング」に挑戦しまし

た。使う道具は「ポリ袋」「カセットコ

ンロ」「お湯をはった鍋」 

カレーライスやラーメン、 

蒸しパンを作りました。 

 

 

赤や黄色に色づいた落ち葉がいっ

ぱいの裏山を、休憩をはさみながら

ゆっくり歩き、秋の里山を満喫しまし

た。ネイチャ－ゲームでは、ドングリ

や落ち葉など秋の宝物を袋に集め

重さを競い、自然の中で楽しく遊び

ました。さつまいも蒸しパンや焼き芋

を食べ、秋の味覚も堪能ました。 

 

こども園の給食を通して、子どもの

食について学習しました。園児が食

事をしている様子や給食メニューの

紹介があり、手づかみ食べや食事

マナーの大切さ、味付けや調理方

法などについて学びました。さつま

いも入り菜めし、かぼちゃもち、白玉

麩のボーﾛの試食がありました。 

 

「洪水」と「土砂災害」にテーマを

絞り、国土交通省を中心に、福井

県、気象庁、ＮＰＯ法人ドラゴンリバ

ーの方々にお話しいただき、防災

対策、避難のあり方等について研

修を行いました。災害・防災につい

て、常日頃から問題意識を持って

生活することの大切さを学びました 

材料選びのポイントを教えていただ

いたあと、材料を自分で選ぶことか

ら始めました。バランスを考えながら

瓶に詰めていきますが、最後にオイ

ルを入れることにより花が浮いてくる

ので、調整するのが難しそうでした。

みなさん、素敵な作品に仕上がり、

文化祭に展示していただきました。 

 

第２回は「収支報告書」を作りなが

ら、データ入力や表の編集、計算

式やＳＵＭ関数の入力などについ

て学習しました。普段使いこなすと

役に立つ機能ばかりでした。毎

回、サポーターの方が一緒に入っ

てくださるので、初めて受講される

方も安心して学習されています。 

 

八幡神社 
古式鳥居 

【梅田氏による歴史の講義】 



年末年始のお知らせ 

１２月２７日（木）は大掃除・御用納めのため貸館業務は行いませ

ん。御用始めは１月５日（土）です。今年も、公民館事業活動にご

参加、ご協力いただき、また、施設をご利用いただきまして、どう

もありがとうございました。来年もどうぞよろしくお願い申し上げま

す。よいお年をお迎えください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《１２月・１月・２月 教育事業のご案内》 

★休館日のおしらせ★ 
１２月 ３日 １０日 １６日 １７日 ２３日 ２４日 ２８～３１日 

１月 １～４日 ７日 １４日 １５日 ２０日 ２１日 ２８日 

【開館 ９：００～２１：００ （日曜日は１７：００閉館）】 

【男性塾・女性塾】 

みそ作り体験講座 

２月２日（土） １０：００～１２：００ 

講師：あさひ愛農園  

約３ｋｇの玄米味噌を仕込みます。 

麹について学習します。 

【青年教育事業】 

清水北地区新成人のつどい 

１月１２日（土） １４：００～１６：００ 

会場：清水北小学校 南校舎 １階 

    なかよしホール 

対象：平成３１年、成人式を迎える方 

※１２月２２日（土）までに、｢清水北地区新成

人のつどい｣の出欠の返信をお願いします。 

懐かしい先生方をお招きし、思い出話や

近況報告に花を咲かせましょう。 

記念写真撮影を予定しています。 

●福井市成人式 

１月１３日（日） １４：００～１５：００ 

会場：フェニックス・プラザ 

※福井市外に在住する人で、福井市成人式

に参加を希望する方、案内状をなくされた方

は公民館までお問い合わせください。 

※福井市成人式の案内状は１２月初旬ごろ 

に郵送されます。 

 

◎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。 

【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。※材料準備の都合

上、必ずお申し込みをお願いします。 

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）親切奉仕 

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）健康増進 

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）郷土美化 

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）安全安心 

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）文化教養 

【すくすく教室】 

手ぬぐい＆ふろしきワークショップ 

１月２６日（土） １０：３０～１２：００ 

講師：山本 瑞恵さん（暮らしと手ぬぐい瑞乃和） 

会場：清水台こども園 ホール 

対象：未就学児親子 

親子で一緒に手ぬぐいを使って 

体操をしたり、遊んだりします。また、普段

の暮らしや防災時に役立つ手ぬぐいや風

呂敷の活用術を学びます。手ぬぐいとタ

オルを手縫いで作る防災ずきん「てぬて

ぬぼうず」を紹介していただきます。 

節分に福が来る！ 

      ビーチバレー 幅口選手、坂口選手による 

トークショー＆バレーボール交流会  

日  時 ： 平成３１年２月３日（日） １０時～１２時 

場  所 ： 福井市清水中学校 体育館 

参加費 ： 無料 

対  象 ： 小・中学生＆保護者 （清水４地区） 

★幅口 絵里香選手 （株式会社オーイング所属） 

平成２９年愛媛国体優勝 平成３０年福井国体準優勝 

★坂口 由里香選手 （株式会社オーイング所属） 

平成３０年ビーチバレージャパン準優勝 

【主催】 青少年育成福井市民会議 清水ブロック 

 

 

不死鳥のねがい（福井市市民憲章）実践目標の募集 

不死鳥のねがい（福井市市民憲章）の実践目標が、平成３１

年３月に満了します。そこで、新たな実践目標の原案を募集

します。不死鳥のねがいの項目ごとに、市民一人ひとりが以

下のテーマに沿った活動に取り組みたくなるような作品をぜ

ひご応募ください。1 テーマからでも応募できます。 

１．親切奉仕テーマ 

「お互いに 心が ほっこりするよな フレーズ」 

２．健康増進テーマ 

「笑顔で 楽しく スポーツしたくなるような フレーズ」 

３．郷土美化テーマ 

「楽しみながら 美化運動を 実践したくなるような フレーズ」 

４．安全安心（きまりを守る）テーマ 

「交通マナーと 防災意識を 高められるような フレーズ」 

５．文化教養テーマ 

「誰もが 郷土を愛して 魅力を発信したくなるような フレーズ」 

募集期間：平成３０年１２月１日～平成３１年１月３１日 

応募用紙（募集要項等）は公民館に設置しています。また、

福井市のＨＰからもダウンロードできます。 

〈問合先〉不死鳥のねがい（福井市市民憲章）推進協議会事務局 

【男性塾・女性塾】 

男の料理教室③ 「缶短料理」 

２月３日（日） １０：３０～１３：００ 

講師：出倉 弘子さん 

非常食、缶詰の食べ比べや 

缶詰を使った簡単料理に挑戦します。  


