
・令和元年７月１日（月）より、公民館は 

敷地内も含めて全面禁煙となります。 

みなさまのご協力をお願いいたします。 
（福井市教育委員会事務局 生涯学習課 通達） 

・７月１４日（日）９時より、公民館の外掃除 

を行います。各町内自治会長のみなさま、 

公民館協力委員のみなさま、ご協力の程、よろしくお願い

いたします。鎌を忘れずにお持ちください。 

 

 

 

 

 
 

 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

５月２４日（金） 農業（米作り）体験学習② 田植え体験  

〈福井学事業〉                    【２２名参加】       

 

  

 

６月２日（日） フラワーロード作戦③ フラワーロード作り  

〈市民憲章推進事業〉〈人材育成事業〉   【１００名参加】 
【５月 教育事業の様子】 

・じめじめした梅雨の時期がやってきました。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。健康管理には十分に注意して過ごしましょう。 

・６月２３日（日）福井市総合防災訓練が行われます。みなさん、進んで参加しましょう。 

６月１８日には山形県・新潟県で震度６強の地震が発生しています。この機会に、避難場所・避

難経路（危険個所）を再確認し、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。 

   ・公民館にマリーゴールドの花プランターを設置しました。マリーゴールドは、 

花期が長く、年に１０日ほどある聖母マリアの祭日にいつも咲いている 

ことから「聖母マリアの黄金の花」 『マリーゴールド』 と呼ばれるよう 

になったそうです。フラワーロード作戦で育てた苗を植えました。 

                                     

公民館からのお知らせとお願い 
６月１４日（金） コスモス畑を作ろう① コスモス種まき 

〈すくすく教室〉                   【３６名参加】 

      

５月１０日（金） 

清水北小学校３年生【１８名】 

児童の質問に答える形で、公民館の仕

事や役割などについて話をし、館内を案

内しました。みんなで廊下の長さを測り、

階段の段数を数えました。公民館をより

身近に感じてもらえるとうれしいです。 

清水台こども園年中児のみなさんと一

緒にコスモスの種まきをしました。６つの

グループに分かれて、小さくて細長い

コスモスの種を観察してから、匂いを

嗅いでいる子も 

いましたが、一

粒一粒慎重にまいていました。まき終わった

園児から、たっぷりお水をあげました。きれい

なコスモス畑になってほしいです。 

清水北小５年生が、(農)片粕ファ

ームさんにご指導・ご協力いただきな

がら、昔ながらの手植えによる田植

えに挑戦しました。約６００㎡の北っ

子ファームには、格子状に印が付け

られ、子どもたちは、慣れない泥田

に足を取られながらも、丁寧にコシヒ

カリ 
カリの苗を植えていきま

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。今

年は、北っ子ファーム

の看板を新調しました。 

４月の種まきから始まり、ポット上

げ、前日準備（植樹ますのテープ

付け）など、清水中の生徒代表の

みなさんと一緒に準備を進めてき

ました。今年は、一緒に育てたマリ

ーゴールドの花苗約３００本を幹線

道路沿いの街路樹の植樹ますに

植えました。オレンジや黄色の花々

が清水北地区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。 

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。 

清水北地区防災訓練 

 ６月２３日（日） ８時～ 

①朝８時のサイレンを合図

に、各町内第１次避難場所

へ避難 

②町内ごとに指定避難所で

ある清水北小学校に避難 

③清水北小学校にて各種訓

練の実施 

※各町内担当者の指示に 

従って行動してください。 

校外学習で公民館に見学に来てくれました。 ５月２９日（水） 

清水中学校１年生【１０名】 

清水北地区について知りたいという

ことで、清水北地区の成り立ちや現

状、片粕遺跡、結城晴朝公等につ

いて話をし、清水北地区を紹介しま

した。北地区について、しっかりまと

め、ＰＲしていただけたでしょうか・・・ 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

グループ名 活動内容 活動日 時間 講師 

絵本ｄｅシアター 絵本の読み聞かせ 火（１・４週） １０：００～１２：００ 米澤 昌枝氏 

太極拳クラブ「凛」 太極拳 火①（１・３週） ②（２・４週） ①１０:００～１２:００ ②１４:３０～１６：３０ 藤永 あさ子氏 

グリーンハイツ吟詩会 詩吟 火（１・２・３・４週） １９：００～２１：００ 為国 藍洲氏 

清水北山好会 山歩き 火（１週） １９：００～２１：００ 山崎 清治氏 

コカリナ・アンサンブルきた コカリナ 火（２週） １０：００～１２：００ 本田 嘉史氏 

清水民謡会 民謡 水 ９：３０～１１：３０ 石橋 良江氏 

手習寺小屋 書道 木 １９：００～２１：００ 森 松雪氏 

絵手紙クラブ こすもす 絵手紙 金（１・３週） １０：３０～１２：３０ 江守 佳納子氏 

めだかの学校 手話 金（１・３週） １９：３０～２１：００ 勝木 秀昭氏 

池坊華道クラブ 生け花 金（２・４週） １９：００～２１：００ 白嶋 晴江氏 

 

 

 

 

★休館日のおしらせ★ 
６月 ３日 １０日 １６日 １７日 ２４日 

７月 １日 ８日 １５日 １６日 ２１日 ２２日 ２９日 

【開館 ９：００～２１：００ （日曜日は１７：００閉館）】 

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  

【６・７月 教育事業のご案内】 

【すくすく教室】 

●食育講座① 杏ジャム作り 

６月２９日（土） １０：００～１２：００ 

会場：清水北公民館 調理室・小会議室 

定員：親子８組程度（先着順） 

参加費：親子１組２００円 

持ち物：エプロン、手拭きタオル、 

小さめのガラス瓶（予備用） 

●杏シリーズ 第２弾 

杏ジャムを使ったお菓子作り 

７月２８日（日） １０：００～１２：００ 

会場：清水北公民館 調理室・小会議室 

参加費：親子１組５００円 

定員：親子６組程度（先着順） 

持ち物：エプロン、三角巾、手拭きタオル 

作りたての杏ジャムを使ってロールケー

キを作ります。 

【おとこ塾】 

●男の料理教室① 

夏の食材でちょっとおもてなし 

７月１３日（土） １０：００～１３：００ 

講師：出倉 弘子さん 

会場：清水北公民館 調理室・小会議室 

定員：８名程度（先着順） 

参加費：１０００円  

牛肉のたたきサラダ風、パエリア、汁物、

カステラの４品を作ります。 

【環境講座】 

●プラネタリウムを作ろう 

７月２５日（木） １０：００～１１：３０ 

講師：福井市自然史博物館 学芸員 

会場：清水北公民館 ホール 

定員：小学生２５名（先着順） 

持ち物：筆記用具、はさみ、セロテープ 

ペーパークラフトプラネタリウムを作って、

夏の星空について学習します。 

【福井学事業】 

農業（米作り）体験学習 

●案山子作り 

７月２日（火） １０：２０～１２：２５ 

会場：清水北小学校 

清水北小学校５年生のみなさんが、案

山子作りに挑戦します。完成した案山子

は北っ子ファームに設置します。 

【清水北っ子教室】 

●夏休み 子ども料理教室 

８月１日（木） １０：００～１３：００ 

講師：松田 知世さん 

会場：清水北公民館 調理室・小会議室 

定員：小学生１５名程度（先着順） 

持ち物：エプロン、三角巾、手拭きタオル 

麻婆豆腐丼、かきたま汁、牛乳かん（フ

ルーツ入り）を作ります。 

令和元年度 清水北公民館 自主グループのご紹介 ◎興味のあるグループがありましたら、お気軽に公民館までお問合せください。 

※池坊華道クラブは、７月１２日（金）から活動がスタートします。 

「清水北地区新成人のつどい実行委員」募集！ 

「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：令和元年度成人式を迎えられる方 

お問合せ、お申し込みは清水北公民館（☎９８－５４７７）まで 

お願いします。 

『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、一昨年度より、小学校単位で事業を行っています。 

 ◎令和元年福井市成人式の予定 

日時：令和２年１月１２日（日） 会場：フェニックス・プラザ 


