
                                               

                                 

 

 

  

                     
                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

氏 名 所属団体等 氏 名 所属団体等 

◎平間 茂雄 清水北地区社会福祉協議会会長  島村 一彦 グリーンハイツ寿クラブ会長 

○河合 昭信 清水北地区自治会連合会会長  飯田 誠 青少年育成福井市民会議清水北支部長 

大﨑 ふみ代 清水北小学校校長  奥田 俊夫 清水北地区寿クラブ連合会会長 

 中村 敏男 くりのみ児童館館長  岩堀 匡孝 清水北地区体育振興会会長 

  錦  正 清水北小学校ＰＴＡ会長  山本 弘 清水北公民館自主グループ代表 

 有賀 一男 片粕地区自治会会長  坂部 誠司 朝宮地区代表 

 有賀 町子 片粕地区婦人会会長  児玉 文恵 朝宮地区婦人代表 

 川堺 健一 清水北地区交通安全推進協議会顧問 ◎委員長は平間氏（１０町内）、○副委員長は河合氏（３町内）です。 

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

５月・６月の教育事業の様子 

ジメジメした梅雨の季節がやってきました。日によって気温や湿度が大きく変化し、カビ害や食中毒が発生しやすく、 

体調不良を起こしやすい時期です。それぞれに対策を立てて、健康管理には十分注意して過ごしましょう。 

６月１０日（日）、清水北公民館は清水北小学校南校舎（小学校北校舎とプールの中間）に移転、引越をしました。全面改

築工事が実施されるためです。懸念していた天候にも恵まれ、暑い中での作業となりましたが、改築委員会をはじめ、各種団

体、自主グループ、公民館協力委員等多くの方々のご協力をいただき、順調に進めることができました。お手伝いいただきまし

た皆様に厚くお礼を申し上げます。ありがとうございました。今後、公民館の教育事業や会議等は、清水北小学校南校舎にて

行います。工事期間中（平成３１年２月完成予定）は、何かとご不便ご面倒をおかけしますが、どうぞよろしくお願いいたします。 

平成３０年度 清水北公民館運営審議会委員のご紹介 

５月１９日（土）に第１回清水北公民館運営審議会が開催され、平成３０年度の教育事業計画及び予算について協議を行

いました。公民館運営審議会は館長の諮問に応じて、公民館における各種事業の企画実施について調査審議するため

の機関であり、公民館と住民を結ぶパイプ役的存在です。任期は平成３０年４月１日から平成３２年３月３１日までの２年間

です。今期は以下の方々にお願いすることになりました。 
順不同 （敬称略） 

５月２６日（土） 収穫体験①「さつまいもの苗をうえよう」 

〈清水北っ子教室〉                 【２１名参加】 

６月８日（金）コスモス畑を作ろう①「コスモスの種まき」 

〈すくすく教室〉                   【２９名参加】 

５月２４日（木） 「田植え体験」 【２４名参加】 

〈農業体験学習〉 

６月２０日（水） 男の料理教室①「簡単に作れる家庭料理」 

〈男性塾・女性塾〉                  【６名参加】 

マルチの穴から斜めに棒をさして

穴を掘り、あいた穴に苗を差し込

み、土をかぶせていく 『斜め植え』

で、さつまいもの苗を植えました。

親子で、お友達同士で声を掛け

合いながら取り組んでいました。秋

の収穫が楽しみです。 

清水北小５年生の 

みなさんが、農事組合法人片

粕ファームさんにご指導いただ

きながら、北っ子ファームにコ

シヒカリの苗を植えました。 

慣れない泥田に足を取られながらも

3，4本ずつ苗を丁寧に植えていきま

した。農家の苦労や農業の難しさを

体感し、学ぶことができました。 

清水台こども園の年中児さんと一

緒にコスモスの種まきをしました。５

つのグループに分かれて、小さくて

細長いコスモスの種を一粒ずつ慎

重にまきました。種をまいた後は、

「大きくな～れ！」と声をかけ 

ながらたっぷり水をあげました。 

 

男の料理教室でご指導いただい

ている出倉先生のお食事会に参

加し、先生が料理をしている様子

を見ながら、お料理上手になるコ

ツを学びました。旬の食材を取り入

れ、手際良く作り上げた１０品の料

理を美味しくいただきました。 



 

 

 

 

 

 

 

★休館日のおしらせ★ 

6月 4 日 11 日 17 日 18 日 25 日 

７月 2 日 9 日 15 日 16 日 17 日 23 日 30 日 

【開館 9:00～21:00（日曜日は 17:00 閉館）】 

 

《７月教育事業のご案内》 

【すくすく教室】 

●絵本とわらべ歌を楽しむ会 
７月４日（水） １０：３０～１１：３０ 

講師：福井市みどり図書館司書 

会場：すくすくキッズ （くりのみ児童館） 

対象：未就園児親子 

子ども達と一緒に絵本の楽しさを体験

しましょう。わらべ歌の心地よいリズム

を感じながらふれあい遊びを楽しみま

しょう。絵本の選び方や読み聞かせの

ポイントについてもお話いただきます。 

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） 

「清水北地区新成人のつどい実行委員」 募集！ 

『新成人のつどい』（青年教育事業）は、若者が地域に参画でき

るきっかけづくりになる大切な事業です。地域に根ざす活動とし

ていくため、昨年度より、小学校単位で事業を行っています。 

そこで、「清水北地区新成人のつどい」を企画・運営してくれる

清水北地区新成人のつどい実行委員を募集します。いろいろ

な形で友人との再会を楽しみ、二十歳の門出をお祝いしましょ

う。（対象：今年度成人式を迎えられる方）  

お問合わせ、お申し込みは清水北公民館（☎９８－５４７７）まで

お願いします。 

◎平成３１年福井市成人式の予定  

日時：平成３１年１月１３日（日） 会場：フェニックス・プラザ 

第一部 １４：００～式典 / 第二部 １４：３０～はたちのつどい 

対象：平成１０年４月２日から平成１１年４月１日に生まれた方 

福井市市民憲章推進事業（郷土美化部門） 

【すくすく教室】 

●せっちゃんおばちゃん 

の紙芝居 

７月２５日（水）１０：３０～１１：３０ 

講師：津田 節江氏 

会場：清水北小学校 南校舎 １階 

なかよしホール 

対象：小学生とその保護者 

せっちゃんおばちゃんの紙芝居を 

みんなで一緒に楽しみましょう！ 

【清水北っ子教室】 

●子ども料理教室① 

７月３１日（火）１０：００～１３：００ 

講師：松田 知世氏 （ＧＨ地区在住） 

会場：片粕ふれあい会館 

参加費：５００円（当日、集めます） 

定員：小学生１０名程度 

持ち物：エプロン、三角巾、手拭きタオル 

サラダ仕立ての冷やし中華、 

チョコバナナアイスを作ります。 

 

「私の防災カード」アイデア大募集！ 
防災対策は万全ですか？  

防災バックは用意できていますか？ 

光ブロック男女共同参画推進委員会では、 

防災啓発活動の一環として、「防災カード」のアイデアを

募集しています。用紙・様式は自由です。詳しい内容につ

いては、回覧のチラシをご覧ください。 

✤提出先✤ 清水北公民館  ✤締め切り✤ ７月２０日（金） 

✤問い合わせ✤ 清水北地区男女共同参画推進委員 

山田さん（２町内） 児玉さん（３町内） 

福井市総合防災訓練に参加しましょう 

◆日時：６月２４日（日）８：００～（雨天決行） 

◆場所：清水北小学校 グラウンド 

朝８時のサイレンを合図に避難行動を 

開始してください。 

・普段から避難場所・避難経路（危険箇所）を 

確認しておきましょう。 

・家族で災害時の避難行動等について話し合いを持ちましょう。 

 

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

５月１９日（土） 花壇作り講習会 【１１名参加】 

６月３日（日） フラワーロード作り① 【９０名参加】 

花の栽培を通じ、地域の花いっ

ぱい運動の推進を図ることを目

的に、花壇づくり講習会を開催

し、各町内に種や土、肥料等を

お渡ししています。講習会では、

種まきや水やり、ポット上げなど種

からの栽培の仕方、花の育て方

について学習しました。 

 

福井元気国体に向けまちを花でいっぱいにしようと、清水北地区在住の

清水中生徒と一緒に取り組んできたフラワーロードづくりも国体開催の今

年、集大成を迎えます。そこで、今年は清水中生徒が育てたマリーゴー

ルド ルドの苗を含め約 600 本の花苗を幹線道

路沿いの街路樹の植樹ますに植えまし

た。色とりどりの花々が清水北地区内を

華やかに飾ってくれています。苗植えの指

導などお手伝いいただきました地域のみな

さま、ありがとうございました。今後とも、水

やりや除草等ご協力をお願いいたします。 

 


