
 

 

 

 

 
 

 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

氏名 所属団体等 氏名 所属団体等 

◎岩堀 匡孝 朝宮地区代表 公民館協力委員長 脇本 慎吉 清水北地区自治会連合会会長 

〇飯田 誠 青少年育成福井市民会議清水北支部長 村岡 直樹 福井市防犯隊清水北支部長 

大﨑 ふみ代 清水北小学校校長 森岡 達哉 清水北地区体育振興会会長 

宮原 恵子 くりのみ児童館館長 錦 正 清水中学校ＰＴＡ副会長 

有賀 重昭 清水北小学校ＰＴＡ会長 中川 佳世 しみず北子ども会会長 

藤本 正人 片粕地区自治会会長 石橋 良江 清水北公民館自主グループ代表 

山本 雅美 片粕地区婦人会会長 田端 さとみ 朝宮地区婦人代表 

「フラワーロード作り」 ６月２０日（土） 〈人材育成事業〉 ９０名参加  

清水北地区在住の清水中生徒有志のみなさん、各町内自治会長、公民館

協力委員さんをはじめ、地域のみなさまにご協力いただき、地区幹線道路

沿いの植樹ますにマリーゴールドの花苗約３００本を植えました。また、歩道

の草取りや清掃等にも積極的に取り組んでいただきました。ありがとうござ

いました。引き続き、水やりや除草等、ご協力をよろしくお願いいたします。 

「ふるさとを今よりもっと美しく」（不死鳥のねがい 郷土美化 実践目標） 

「子どもと絵本」 ７月１５日（水） 〈すくすく教室〉 １５名参加  

子どもの成長に合わせた絵本の選び方や絵本の楽しみ方、読み聞かせのポイント等をお話

しいただき、絵本を通じた子どもとの関わり方について学びました。自分が読んでみて楽しい

もの、読んであげたいなと思うものを、読んであげるのではなく、自分が、また、親子で一緒に

楽しむつもりで読むことが大切とのことです。たくさんの絵本を紹介していただきました。 

令和２年度 清水北公民館運営審議会委員のご紹介 ６月２８日（日）に第１回清水北公民館運営審議委員会が

開催され、令和２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、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す。任期は令和２年４月１日から令和４年３月３１日

までの２年間です。今年度より、公民館協力委員長が加わり１５名体制となります。 

  

活発な梅雨前線の影響により、断続的に雨が降り、日本各地で甚大な被害が発生してい

ます。今年は新型コロナウィルス感染拡大防止のため、福井市総合防災訓練も中止になりま

した。今一度、家族みんなで避難場所、避難方法、非常用持ち出し袋等を確認するなど、 

もしもの時のために、しっかり備えておきましょう。（当面の間、風水害時に開設する避難所が

清水北公民館から清水北小学校に変更になります。） 

７月１２日に福井市内で新たな新型コロナウィルス感染者が確認されました。それに伴い、

右記の通り、感染防止に対する公民館事業の対応を変更いたします。県民行動指針に基づ

き、一人ひとりが「自覚」をもって感染防止対策を徹底しましょう。(①他県との往来は注意して

行動する ②感染防止対策を徹底する ③接触確認アプリを利用する)  

※清水北地区文化祭（１１月８日開催予定）は、新型コロナウィルス感染拡大防止の観点より

中止になりました。 

 

「案山子を作りました」 〈田んぼの学校〉 

例年、清水北小５年生のみなさんと一緒に、案山子作りに取り

組んでいますが、今年は、新型コロナの影響により、製作 

が難しいということで、公民館職員で作りました。 

「やんちゃでかわいい女の子」「凛とした男の人」 

「やさしそうな女の人」の３体の案山子たちが、 

これから北っ子ファームを温かく見守ります。 

順不同（敬称略） 

公民館事業の対応について 

（７月１４日～７月２７日まで） 

●使用時間：９時～２０時 

（日曜は１７時まで） 

●同時使用：可能 

●貸 館：１時間/回 

●自主グループ：１時間/回 

●事 業：室内は１時間/回 

●飲食等（お菓子を含む）は行

わない。（水分補給は可） 

 

「花プランターを設置しました」 〈市民憲章推進事業〉 

公民館にマリーゴールドとベゴニアの花プランターを設置しま

した。オレンジ、黄色、白色の花々が公民館を華やかに飾ってく

れています。ベゴニアの花言葉の１つに 

「片思い」があります。葉の形がゆがんだ 

ハート形であることに由来するといわれて 

います。 

 

◎委員長は岩堀匡孝氏（朝宮地区）、〇副委員長は飯田誠氏（１町内）です。よろしくお願いします。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【おとな塾】 

●男の料理教室①『中華弁当』 

８月２２日（土） １０:００～１２:００ 

講師：出倉 弘子氏 

会場：清水北公民館 調理室・小会議室 

定員：６名程度（先着順）※要申込 

参加費：７００円（当日、集めます） 

持ち物：エプロン、三角巾、手拭きタオル 

チャーハン、唐揚げ、中華風あえ物を作

り、お弁当でお持ち帰りいただきます。 

ましょう。 

【すくすく教室】 

●感染症対策と薬の話 

７月２９日（水） １０:３０～１１:３０ 

講師：水上 弘樹氏（薬剤師） 

会場：すくすくキッズ（くりのみ児童館内） 

定員：７組程度（未就園児とその保護者）  

新型コロナウィルス感染症の予防法や対

処法、消毒や手洗いの仕方など家で気

を付けることや小児と薬の上手な付き合

い方について学びます。 ※要申込 

【すくすく教室】 

●すくすく子育てお話会＆相談会 

８月２６日（水） １０:３０～１１:３０ 

講師：橋本 登茂江氏 

    （福井市子育て支援課） 

会場：すくすくキッズ（くりのみ児童館内） 

定員：７組程度（未就園児とその保護者）  

入園に向けて、現在の保育事情や入園

の手続き、流れ等について学習します。

子育てに関する個別相談。 ※要申込 

【環境講座】 

●星空観察会 
８月８日（土） １９:３０～２０:３０ 

講師：加藤 英行氏、金剛 晴彦氏

（福井市自然史博物館） 

会場：清水北公民館 大ホール 

定員：２０名（保護者同伴）※要申込 

夏の星・星座の見つけ方など星空の楽

しみ方の話を聞きます。そのあと、公民

館の屋上で星空を観察します。 

【清水北っこ教室】 

●夏休み子ども料理教室 

８月６日（木） １０:００～１２:００ 

講師：松田 知世氏（ＧＨ在住） 

会場：清水北公民館 調理室・小会議室 

参加費：５００円（当日、集めます） 

持ち物：エプロン、三角巾、手拭きタオル 

ごちそうちらし寿司、フルーツ杏仁豆腐を

作ります。お持ち帰りします。 

※定員に達しましたので、申込は終了しました。 

公民館でマイナンバーカードの

出張申請受付を実施します。 

市役所に出向くことなく、マイナンバーカード

の申請手続きができます。申請に必要な

顔写真を無料でお撮りします。 

７月３０日（木） １０時から１３時まで 

会場：清水北公民館 大ホール 

〈問い合せ先〉 

福井市役所 市民課 

マイナンバー専用ダイヤル 

（２０－５７３６）  

９月９日（水）は「救急の日」 

９月６日（日）～９月１２日（土）は「救急医療週間」 

救急車の適正利用にご協力ください！  
救急車を呼ぶべきか判断に迷ったときは、 

全国版救急受診アプリ「Ｑ助」をご活用ください。 

消防庁のホームページからダウンロード可能です。 
 

                救急車や消防車が必要となったときは、 

  局番なしの「１１９番」へダイヤルし、  

                落ち着いて、はっきりと要件を伝える 

  ことが大切です。   

         福井市南消防署（℡３３－０１１９）  

※教育事業に参加の際は、ご自宅での検温、マスクの着用にご協力をお願いします。 

※新型コロナウィルス感染状況により、事業を延期または中止する場合があります。 

福井市花壇コンクール参加者大募集！ 

花壇づくりの技術向上を図り、花に囲まれたうるおい

のある美しいまちづくりの推進を目的に、令和２年度

福井市花壇コンクールが実施されます。プランターコ

ース、花壇コース、フラワーロードコースがあり、団

体、個人での応募が可能です。応募には参加申込書と

花壇プレートが必要です。お申し込み、お問い合わせ

は清水北公民館まで！【申込締切：８月２０日（木）】 

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。 

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 

（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 

放送大学は、テレビ（ＢＳ放送）やインターネットで

授業を行う、入学試験のない通信制の大学です。生涯

学習、資格取得、キャリアアップに最適です。 

入学願書の出願は９月１５日まで 

○資料請求（無料）・お問い合わせ先 

放送大学福井学習センター 

〒910-0858 福井市手寄 1 丁目 4-1（アオッサ 7 階） 

TEL 0776-22-6361 

★休館日のお知らせ★ 

７月 ６日 １３日 １９日 ２０日 ２３日 ２４日 ２７日 

８月 ３日 １０日 １１日 １６日 １７日 ２４日 ３１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） 

【７月・８月教育事業のご案内】 

 
参加賞 
あり 


