
 

 

 

 

 
 

 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 佐々木 一馬 永田 義文 6 町内 山田 勝則 谷﨑 シズ江 

朝宮 児玉 浩徳 岩堀 正和 7 町内 山下 千鶴 石丸 暉 

1 町内 横山 巖 島村 祥子 8 町内 前川 有也 中村 雄次 

2 町内 川瀬 美喜雄 管原 良恵 9 町内 樋田 俊一 田辺 晃裕 

3 町内 西 孝基 西 孝基 10 町内 三上 吉治 丹尾 弘美 

4 町内 山本 明見 窪田 恵美子 11 町内 齊藤 義生 鶴野 務 

5 町内 片山 実 鈴間 良子 12 町内 小森 健治 水戸守 孝治 

２月６日（土） みそ作り体験講座 【２４名参加】 

〈おとな塾〉 

【２月教育事業の様子】 

２月１３日（土） 男の料理教室③ 【５名参加】 

〈おとな塾〉 

  

 

国内において、いよいよ新型コロナウィルス感染症のワクチンの接種が始まりました。

福井市では、ワクチン接種の開始に向けてコールセンターを開設しています。ワクチ

ン接種に関する問い合わせはコールセンターをご利用ください。「福井県感染拡大警

報」が２月１５日（月）より「福井県感染拡大注意報」に引き下げとなりましたが、

公民館の対応に変更はありません。引き続き、感染拡大防止策の徹底をお願いします。 

令和３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、１年間、どうぞよろしくお願いいたします。 

●清水北地区自治会連合会 ３役のご紹介 会 長      島田 信弘 氏（６町内） 

副会長兼事務局長 浜本 孝夫 氏（７町内） 

会 計      谷口 俊紀 氏（６町内） 
●自治会長、公民館協力委員のご紹介 

【新型コロナワクチン 
福井市コールセンター】 

時間：９時～１７時（土・日・祝除く） 

※３月１３日（土）からは土曜日も
開設します。 

☏    ２０－５７００ 
ＦＡＸ   ２０－５６７３ 

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。地区事業（文化祭）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。 

３月２０日～２６日は春の火災予防運動 

住宅火災 命を守る３つの習慣 

・寝タバコは絶対やめる。 

・暖房器具の周りに燃えやすいものを置かない。 

・ガスコンロなどのそばを離れるときは、 

必ず火を消す。 

正しい１１９番の利用を！ 

１１９番通報は火災や救急事故を 

いち早く通報するための番号です。 

問い合わせ等はテレホンサービス 

℡ ２５－９９９９ をご利用ください。 

福井市南消防署（℡ ３３－０１１９） 

蒸し大豆と玄米麹、塩、水を混ぜ合

わせて、約３キロのみそを仕込みまし

た。仕込み終わった容器の汚れをき

れいに拭き取る、空気になるべく触

れさせないがカビを出さないための

ポイントです。みそは９月頃から食べ

れます。うま味について学びました。 

「あったかオーブン料理」と題し、ピザ

と変わりミートローフ、焼き野菜サラダ

を作りました。ピザは強力粉とドライイ

ーストを混ぜ合わせて生地から作りま

した。ミートローフはゆで卵を挽肉た

ねで包み込み、ベーコンをのせて、野

菜と一緒に焼き上げました。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

【２月・３月 教育事業のご案内】 

【歴史講座】 

●語り部と学ぶ歴史講座 

「結城晴朝公と片粕地区について」 

２月２８日（日） １３:３０～１５:００ 

講師：吉田 秊氏（福井市歴史ボランティア語り部） 

会場：清水北公民館 大ホール 

定員：２０名程度（先着順） 

片粕地区にゆかりのある人物「結城晴朝公」（初代福井藩主

結城秀康の養父）について学習します。 

★休館日のお知らせ★ 

２月 １日 ８日 １１日 １５日 ２１日 ２２日 ２３日  

３月 １日 ８日 １５日 ２０日 ２１日 ２２日 ２９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） 

公民館事業の対応について  （当面の間） 

●使用時間：９時～２１時（日曜日は１７時まで） 

※夜間の予約がない日は１７時閉館 

●同時使用 : 可能 

●貸館：２時間/回 

●自主グループ：２時間/回 

●事業：室内は２時間/回 

◎定期的な換気（１時間に１回以上）を実施してください。 

◎利用後は、テーブルや椅子の消毒を行ってください。 

◎会食はできるだけ控えてください。（水分補給は可） 

◎ソーシャルディスタンスを確保してください。 

◎体調がすぐれない場合は、利用を控えてください。 

公民館の夜間利用に関するお願い 

火～土曜日は、夜間（１８時以降）の利用予約がない場合

に限り、１７時で閉館します。日曜日は１７時閉館です。

夜間（１８時以降）に公民館の利用を希望される方は、原

則、利用希望日の１週間前までに予約をお願いします。 

予約できる時間は２１時までです。予約後、公民館使用申

込書を提出してください。 

コピー機の使用に関するお知らせ 

輪転機（白黒印刷のみ可）のみ、ご使用いただけます。 

コピー及びカラーコピーはできません。ご了承ください。 

【青年教育事業】 

●清水北地区新成人のつどい 

３月７日（日） １３:００～１５:００ （受付１２:３０～） 

会場：清水北公民館 大ホール 

対象：令和３年、成人式を迎えた方  

※２月４日に「清水北地区新成人のつどい」の案内状を再

度、発送しました。Ｚｏｏｍでの参加も受け付けます。 

２月２７日（土）までに、お近くのポストに投函してください。 

なお、ご本人が不在もしくは記入することが困難である場合に

は、ご家族の方がご記入の上、ご返信願います。 

・マスク着用の徹底 

・入館時の手指消毒 

・自宅での検温 

・入館簿の記載 

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、来年度の登録を希望されるグ

ループは「令和３年度自主グループ登録申請書」「登録名

簿用紙」「会規約」「令和２年度活動報告」「令和２年度会計

報告書」を公民館まで提出してください。 

※自主グループ代表者会議  ３月２８日（日） 

ゴミ出しルールを守りましょう！ 

令和３年度（令和３年４月～令和４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。「ごみの分け方・出し方便利帳」が

必要な方は公民館までお問い合わせください。 
 

・ごみは朝８時までにごみステーションへ 

・１袋の重さは５㎏以内で 

・福井市指定ごみ袋を使いましょう。 

【歴史講座】 

●語り部と歩く歴史散歩 

３月１４日（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 秊氏（福井市歴史ボランティア語り部） 

定員：１５名程度（先着順）   現地集合・現地解散 

参加費：３５０円（養浩館庭園と郷土歴史博物館の共通券） 

〈集合〉 福井城址（結城秀康像、御廊下橋ほか）→芝原上

水→名勝養浩館庭園→福井市郷土歴史博物館 〈解散〉 

結城秀康ゆかり
の地を巡ります。 


