
                                               

                                 

 

 

  

                     
                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

８月・９月の教育事業の様子 

いよいよ「福井しあわせ元気」国体・障害者スポーツ大会が始まります。福井市では、国体（９月２９日（土）～１０

月９日（火））においては、正式競技と特別競技合わせて１４競技１６種目、デモンストレーションスポーツ３競技が 

実施されます。また、障スポ大会（１０月１３日（土）～１０月１５日（月））においては、正式競技４競技、オープン

競技１競技が実施されます。福井市で開催される競技や会場へのアクセス方法など情報満載の「福井市総合ガイドブック

２０１８」を公民館に設置しています。ぜひご活用いただき、５０年に一度のスポーツの祭典を楽しみましょう！ 

８月４日（土） 収穫体験② さつまいも畑の草取り 

〈清水北っ子教室〉        ＆つる起こし【９名参加】 

９月５日（水） すくすく子育てお話会 【２０名参加】 

〈すくすく教室〉  

８月９日（木）  異文化交流「世界を知ろう」 【１２名参加】 

〈清水北っ子教室〉 

９月５日（水） ＣＯＯＬ ＣＨＯＩＣＥ落語会 【３３名参加】 

〈環境学習〉 

 

避難訓練を行いました。 ８月７日（火） 

太極拳クラブ（自主グループ）のみなさんにご協力 

いただき、相談室から火災が発生したという想定で避難訓

練を実施。消防署への通報、避難誘導など、いざという時

にも慌てることなく速やかに対応できるように確認を行

いました。また、仮事務所である清水北小学校南校舎の非

常口や消火設備等の点検・確認も合わせて行いました。 

 

今年のウォーキングは、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 

散策します（約６㎞）。みんなで楽しく歩きながら、片山町の自然に触れ、歴史を学びましょう。 

ご家族で、ご近所で、お友達同士でお誘い合わせのうえ、お気軽にご参加ください。 

 

９月８日（土）に予定していた今年２回目の「フラワーロ

ード作り」は悪天候のため中止しましたが、後日、国体の開

会にむけて、清水北地区フラワーロードの会にて、植樹マス

の手入れ作業を行う予定です。引き続き、地域のみなさまに

は水やりなどご協力をいただきたく、どうぞよろしくお願い

いたします。 

主催 ：清水北公民館 

共催 ：清水北小学校 清水北地区体育振興会 清水北地区自治会連合会 

青少年育成福井市民会議清水北支部 しみず北子ども会育成会 

▼日  時  ： １１月４日（日） ※小雨決行  〈申込締切：１０月２１日（日）〉 

         ９時より（受付８時３０分より） 

▼集合・解散 ： 清水北小学校 

▼参 加 費 ： １００円 

第１０回 清水北地区ウォーキング  ～みんなでてくてく！！ふれあい満喫～ 

 

参加賞あり！ 

６月に苗を植えたさつまいも畑の

草取りとつる起こし、水やりをしまし

た。暑い中での作業になりました

が、みなさん、さつまいものつるを

雑草と間違えて切ってしまわない

ように丁寧に取り組んでいました。

収穫が楽しみです。 

講師にイシカワミシェルさん、タリ

アさん親子をお招きして、ブラジル

の名所、食べ物、あいさつの仕

方など、「ブラジル」という国につ

いていろいろ教えていただきまし

た。リオのカーニバルについて説

明を聞いた後、サンバにも挑戦

し、みんなで楽しく踊りました。 

『伝えよう感謝の言葉』 手紙募集 ２月の大雪の際、多くの地域で助け合い活動が行われ、皆で災害を乗り切りました。今後

も助け合いの輪を広げていくため、福井市ではお世話になった人への感謝の言葉を募集しています。例）「民生委員さんへ」、「自

治会長さんへ」…など感謝の気持ちを手紙に書いて応募してください。応募要項、応募用紙、応募箱を公民館に設置しています。  

１０月に入ると保育園や幼稚

園、認定こども園の入園申込受

付が始まります。そこで、認定こど

も園、保育園、幼稚園の違いや

入園の手続き、入園までの流れ

等についてお話いただきました。

また、講師を囲んで、子育てに関

する情報交換を行いました。 

瓢家萬月さんによるクールチョイ

ス落語を楽しみながら、地球温

暖化対策について学習しました。

電気自動車に乗ると、燃料費は

ガソリン車の１/５、二酸化炭素

排出量は１/２になるそうです。エ

コカーをはじめ、省エネについて

考える良い機会になりました。 



 
《１０月の教育事業のご案内》 

★休館日のおしらせ★ 

９月 3 日 10 日 16 日 17 日 18 日 23 日 24日 

１０月 1 日 8 日 9 日 15 日 21 日 22 日 29日  

【開館 9:00～21:00（日曜日は 17:00閉館）】 

 

◎お申し込み、お問合わせは清水北公民館までお願いします。 

9 月 9日は「救急の日」 
9 月 9日（日）～9月 15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！ 

急な怪我や病気で、救急車を呼ぶべきか迷ったとき、 

全国版救急受信アプリ「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。 

正しい 119 番通報を！ 

       通報時は、落ち着いて、はっきりと、 

       答えていただくことが大切です。 

福井市南消防署（TEL ３３－０１１９） 

【清水北っ子教室】 

収穫体験③さつまいも収穫 

１０月６日（土）１０：００～１１：００ 

講師：端 是明さん（片粕在住） 

会場：さつまいも畑（片粕地区） 

持ち物：軍手、スコップ、鎌、 

さつまいもを入れる袋 

６月に苗を植え、８月に草取りやつる 

起こしを行い、成長を見守ってきた 

さつまいもの収穫をします。 

【清水北っ子教室】 

秋休み 子ども料理教室 

１０月１２日（金）１０：００～１２：３０ 

講師：松田 知世さん（ＧＨ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 

サンドウィッチ、かぼちゃスープ 

を作ります。 

【すくすく教室】 

コスモス畑を作ろう③ 

コスモスの花摘み 

１０月１６日（火）１０：００～１１：００ 

会場：コスモス畑（片粕地区） 

清水台こども園の年中児さんと一緒

に６月に種まきをしたコスモスの 

花摘みをします。 

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） 

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】 

食育講座② キャラ弁教室 

１０月１８日（木）１０：３０～１２：００ 

講師：田中 友美さん 

会場：すくすくキッズ（くりのみ児童館） 

参加費：３００円（当日、集めます） 

持ち物：エプロン、手拭きタオル 

見るのも食べるのも楽しいキャラ弁を

簡単、キレイに作るコツを学びます。 

清水北公民館の改築工事に関するお知らせ 

建設、電気、空調、給排水の各工事担当業者が決定し、

いよいよ清水北公民館の改築工事が始まります。工事開

始に伴い、公民館の駐車場はご利用いただけなくなり、

駐車スペースがかなり制限されます。ご不便ご面倒をお

かけしますが、どうぞご理解とご協力をお願いいたしま

す。駐車可能なスペースは、今のところ、清水北公民館

と清水北小学校のプールの間の空きスペースのみの予定

です。（工事期間：９月中旬開始～来年２月終了予定） 

【市民 IT事業】 

パソコン教室①② 

１０月２０日（土）１０：００～１２：００ 

１０月２７日（土）１０：００～１２：００ 

講師：吉永 祥子さん 

会場：清水北小学校 南校舎１階  

なかよしホール 

参加費：７００円（テキスト代） 

持ち物：パソコン 

日常生活に役立つエクセルの基本

操作（データ作成）を学習します。 

【いきいき健康教室】 

健康教室① 口腔のはなし 

｢体の健康はまずお口から｣ 

１０月２６日（金）１９：３０～２０：３０ 

講師：佐野 朝美さん（歯科衛生士） 

会場：清水北小学校 南校舎１階 

 なかよしホール 

持ち物：歯ブラシ、手鏡 

お口のことについて学習しましょう。 

 

【いきいき健康教室】 

ハ－バリウム講座 

１０月２７日（土）１３：３０～１５：００ 

会場：清水北小学校 南校舎１階 

    なかよしホール 

参加費：１０００円（当日、集めます） 

定員：１０名程度 

持ち物：エプロン、手拭きタオル 

 

お花をボトルに閉

じ込めて、素敵な

インテリア『ハ－バ

リウム 』を作りま

す。ハ－バリウム

はお手入れ不要

で長～く楽しむこと

ができます。 


