
 

 

 

 

 
 

 

                                  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自治会名 自治会長 公民館協力委員 自治会名 自治会長 公民館協力委員 

片粕 藤本 正人 永田 義文 6 町内 谷﨑 高雄 下 典夫 

朝宮 岩堀 秀利 岩堀 匡孝 7 町内 藤本 明雄 大坂 和三 

1 町内 藤下 彦三郎 瀧 豊子 8 町内 山田 剛士 林 長彦 

2 町内 齋藤 健史 菅原 良恵 9 町内 西宮 博 伊藤 和夫 

3 町内 松村 眞 西 孝基 10 町内 西田 紫織 荒井 正博 

4 町内 渡辺 孝一 宮本 豊 11 町内 濱本 祐樹 鶴野 務 

5 町内 笠島 強 鈴木 愼一 12 町内 板橋 和弘 舟本 範男 

  

２月１日（土） みそ作り体験講座  【２８名参加】 

〈おとこ塾・おんな塾〉 

２月９日（日） 語り部と学ぶ歴史講座 【３２名参加】 

〈歴史講座〉 

蒸し大豆と塩、玄米麹、水を合わ

せて、約３キロのみそを仕込みまし

た。みそ作りのコツは、カビを出さ

ないこと。仕込み終わった容器の

汚れをきれいにふき取る、みそが

空気になるべく触れないことが大

切です。今回仕込んだみそは８月

頃から食べれるそうです。 

２月８日（土） ストック食材を使って『ポリ袋クッキング』  

〈おとこ塾・おんな塾〉                【９名参加】 

２月１３日（木） 小児救急法を学ぼう！  【１９名参加】 

〈すくすく教室〉 

【２月 教育事業の様子】 

日常に食べれるものをちょっと多め

に備蓄して、使ったら補充する備蓄

方法「ローリングストック」と災害時

に役立つ調理法「ポリ袋クッキング」

について学習しました。ご飯、肉じゃ

が、茶わん蒸し、蒸しパンを作りまし

た。紙食器作りにも挑戦しました。 

公民館協力委員の役割は、地域住民と公民館とのパイプ役として、公民館活動がより円滑に進められるようにご協

力いただくことです。公民館事業には、実行委員として、企画・運営に携わっていただきたいと思っています。 

任期は 1年で、福井市教育委員会より委嘱状が交付されます。1年間、どうぞよろしくお願いします。 

義父結城晴朝公のお屋敷が片粕

地区にあったということもあり、当地

区にゆかりのある人物「結城秀

康」について学びました。家康の次

男、出生、人質生活、結城家養子、

越前北ノ庄入国など、時の権力者

に翻弄され続けた秀康公の悲運の

生涯についてお話いただきました。 

小児救急における親の役割は、普段

とは違う子どもの様子や状態の変

化を冷静に見極め、的確な処置を

行うことです。普段の生活の中で起

こりうる可能性の高い事故やけが、

急病に対する処置の仕方や予防に

ついてお話いただきました。救急受

診アプリ「Ｑ助」の紹介がありました 

会 長      脇本 慎吉 氏（５町内） 

副会長兼事務局長 島田 信弘 氏（６町内） 

会 計      近藤 芙己夫氏（５町内） 
●自治会長、公民館協力委員のご紹介 

●清水北地区自治会連合会 ３役のご紹介 

連日、新聞やテレビで取り上げられている新型コロナウィルス感染症。公民館にも、福井市から提供された情報を

随時掲示しています。参考にしてください。咳や発熱などの症状のある人には近づかない、人混みの多い場所には

行かない、手指を清潔に保つといった感染予防策を心がけましょう。令和２年に入り、清水北地区自治会連合会、

各自治会共に新体制での活動がスタートしています。新役員の方々、一年間、どうぞよろしくお願いいたします。 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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 

（あいさつで ふれあうよろこび 深める絆） 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 

（スポーツで 広がれつながれ 元気の輪） 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 

（ふるさとを 今よりもっと 美しく） 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 

（たかめよう 交通マナーと 防災意識） 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 

（ふくいの魅力 学んで知って 広めよう） 文化教養  

★休館日のおしらせ★ 
２月 ３日 １０日 １１日 １６日 １７日 ２３日 ２４日 

３月 ２日 ９日 １５日 １６日 ２０日 ２３日 ３０日 

【開館時間】 ９時～２１時 ※夜間の予約のない日は１７時閉館 

         ９時～１７時 （日曜日） 

【いきいき教室】 

●うたごえ教室 

３月１日（日）１３：３０～１５：３０ 

講師：杉谷佳子さん 

会場：清水北公民館 大会議室 

懐かしい童謡や唱歌、わらべ歌などをみんなで歌います。 

楽しく歌って、心も体もリフレッシュしましょう。 

曲目：ひな祭り、チューリップ、茶摘み、春の小川 ほか 

【清水北っ子教室】 

●おはぎ作り体験講座 

３月７日（土）１３：００～１４：３０ 

講師：松田知世さん（ＧＨ在住） 

会場：清水北公民館 調理室・小会議室 

参加費：３００円（当日集めます） 

持ち物：エプロン、三角巾、手拭きタオル 

※定員に達したため、受付は終了しました。 

●お友達登録をお願いします！ 

清水北公民館 ＬＩＮＥ公式アカウント に移行しまし

た。右記のＱＲコードを読み取り、友達追加。 

「行事予定」「教室・催し」「お知らせ」など 

最新の情報が届きます。ぜひご活用ください。 

※１７時閉館の情報もお知らせしています。 

【いきいき教室】 

●ウォーキング教室 

３月６日（金）１９：３０～２０：３０ 

講師：藤田有布子さん（健康運動指導士） 

会場：清水北公民館 ホール 

持ち物：飲み物、タオル、内ズック 

※運動のできる服装でご参加ください。 

【３月 教育事業のご案内】 

】 

※お申し込み、お問い合わせは、清水北公民館までお願いします。 

～訂正のお知らせ～ 

ちらしの曜日が（土）にな

っていましたが、正しくは、

３月１日（日）です。 

よろしくお願いします。 

【福井学事業（歴史講座）】 

●語り部と歩く歴史散歩 

３月２２（日）１０：００～１２：００ 

集合場所：結城秀康像前（県庁敷地内） ※１０時集合 

講師：吉田秊さん（福井市歴史ボランティア語り部） 

定員：１５名程度（先着順） 

参加費：３５０円（観覧料） 

〈集合〉福井城址（結城秀康像、御廊下橋ほか）→芝原上水(芝原

用水)→名勝養浩館庭園→福井市郷土歴史博物館〈解散〉 

●ごみ出しルールを守りましょう！ 

令和２年度（令和２年４月～令和３年３月）ごみ収集

カレンダーを清水北地区自治会連合会で作成していた

だきました。今回の市政広報と一緒に配布しています。 

見やすいところに貼っていただき、ごみの出し方３原

則（①分別して ②決められた日・時間に ③決められ

た場所へ）をしっかり守って出しましょう。 
 
・ごみは朝８時までにごみステーションへ 

・福井市指定ゴミ袋を使いましょう。 

・１袋の重さは５㎏以内で 
 

 

●自主グループの新規登録について 

清水北公民館の自主グループとして新規に登録を希望

されるグループがありましたら、清水北公民館までご

相談ください。自主グループに登録するためには、会

員数５名以上（ただし、清水北地区にお住まいの方が

７０％以上）が必要です。また、引き続き、来年度も

登録を希望されるグループは「自主グループ登録申請

書」「登録名簿用紙」を公民館まで提出してください。 

※自主グループ打ち合わせ会議  ３月１４日（土）１９時～ 

３月２０日～２６日は 春の火災予防運動 
住宅防火 いのちを守る７つポイント （３つの習慣・４つの対策） 

●３つの習慣 

・寝たばこは、絶対やめる。 

・ストーブは、燃えやすいものから離れた位置で使用する。 

・ガスこんろなどのそばを離れるときは、必ず火を消す。  

●４つの対策 

・逃げ遅れを防ぐために、住宅用火災警報器を設置する。 

・寝具、衣類及びカーテンからの火災を防ぐために、防炎品を 

使用する。 

・火災を小さいうちに消すために、住宅用消火器等を 

設置する。 

・お年寄りや身体の不自由な人を守るために、隣近所 

の協力体制をつくる。    

 

自分の歩き方、気に

したことありますか？

楽しみながら、 

正しいウォ 

ーキング 

方法を 

マスター 

しましょう。 

４種類のおはぎ

を作ります。 

 ・つぶあん 

 ・きなこ 

 ・いちごあん 

 ・抹茶あん 

 

福井市南消防署 ℡３３－０１１９ 

現地集合・現地解散です。 


