
 

 

 

 

 
 

 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

氏名 所属団体等 氏名 所属団体等 

◎岩堀 匡孝 朝宮地区代表  島田 信弘 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 

小川 晶裕 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 山本 清大 清水中学校ＰＴＡ副会長 

川田 和浩 清水北小学校ＰＴＡ会長 松山 ひとみ しみず北子ども会会長 

佐々木 一馬 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 

有賀 尚江 片粕地区婦人会会長 田端 さとみ 朝宮地区婦人代表 

西 孝基 公民館協力委員代表  

  

【５月・６月 教育事業の様子】 

５月３０日（土） 朴葉飯を作ろう！ 【６名参加】 

〈すくすく教室〉 

 

６月３日（木） わらべ歌あそびと絵本の読み聞かせ 

〈すくすく教室〉                  【１４名参加】 

 

６月９日（水） コスモスの種まき 【４３名参加】 

〈すくすく教室〉 

 
６月６日（日） フラワーロード作り 【１０６名参加】 

〈人材育成事業〉〈市民憲章推進事業〉  

 

６月１３日（日） サツマイモの苗植え 【１５名参加】 

〈清水北っ子教室〉 

 

◎委員長は岩堀氏（朝宮）、○副委員長は飯田氏（ＧＨ１）です。 

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。コスモスの

花や種、まき方について話をしたあと、７

つのグループに分かれて、小さくて細長

い種をよーく観察しながら、筋に沿って

慎重にまいていました。「大きくな～れ」

と声をかけながら、水やりもしました。 

わらべ歌の心地よいリズムを感じなが

ら親子でふれあい遊びを楽しみまし

た。また、子どもの成長に合わせたおす

すめ絵本の紹介をはじめ、絵本の選び

方や楽しみ方、読み聞かせのポイント

などをお話いただき、絵本を通じた子

どもとの関わり方を学びました。 

朴の木の大きな葉っぱを十文字に重

ね、甘いきな粉→ごはん→甘いきな粉

の順にのせて、葉っぱでしっかり包ん

で冷めるまで待つと朴葉飯の完成で

す。朴葉の香りがしみ込ん 

だ懐かしい味、自然の 

美味しさを楽しみました。 

地区在住の清水中生徒のみなさん、

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４００本

を植えました。また、歩道の草取りや清

掃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、水やり等、ご協力をお願いします。 

●水やりについて 

土が乾いて、花の元気がなくなってき

たら、たっぷり水をあげてください。 

・６月（梅雨期）：３～４日おき 

・気温が２７℃以上（真夏日）：１日１回 

令和３年度清水北公民館運営審議会委員のご紹介 一部団体の代表の変更などによりメンバーの入れ替えが行わ

れました。新メンバーを含めて、令和４年３月３１日までの公民館運営審議委員の方々をご紹介します。      順不同（敬称略） 

「花プランターを設置しました」 〈市民憲章推進事業〉 

公民館に花プランターを設置しました。 

フラワーロード作戦で育てたマリーゴールド 

の苗を植えました。オレンジと黄色の花々 

が公民館を華やかに飾ってくれています。 

６月は食育月間、毎月１９日は食育の日です。生涯にわたって健

やかに生きていけるように、今一度、「食」についてしっかり考え

てみてはいかがでしょうか？ 

これから、じめじめした梅雨の時期を迎えます。コロナ対策だけ

でなく、熱中症や食中毒にも十分に注意してお過ごしください。 

雨が降る中での作業となりましたが、講

師より、苗の植え方の説明を受け、一本

ずつ丁寧に植えていきました。棒を斜め

にさして穴を掘り、苗を差し込んでいき

ます。しかし、苗がスムーズに入っていか

ず、みなさん、苦戦している様子 

でした。収穫が楽しみです。 



公民館訪問（校外学習）     ５月２８日（金） 

清水中学校２年生 【１０名】  

里山での活動や里山に生息 

する植物や生き物、小学校 

５年生が行っている米作り 

体験学習などについて話を 

しました。今回学んだこと 

を活かして、総合学習の中で、新聞作りや清水北地区

の魅力を発信するＣＭ作りに取り組むそうです。 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

【７月教育事業のご案内】   

ようやくワクチン接種の目途が立ってきたが、最近は若い人

の感染が目立つし、年配者に比べ活動的で活動範囲が広いの

で、若い人優先に接種した方がいいのではないかと思う。あ

る自治体でそうしたところ、「若年層はリスクが高い」という

理由でクレームが付いたそうな・・。全ての人が納得するの

は無理なんかなぁ？          【館長の独り言】 

 

【すくすく教室】 

●乳幼児の「食事と栄養」 

              ＆ 発育測定 

７月１日（木） １０：３０～１１：３０ 

講師：福井市健康管理センター 

    栄養士 保健師 

会場：すくすくキッズ（くりのみ児童館内） 

定員：親子６組程度 

乳幼児期に必要とされる栄養バラン

スの取れた食事やおやつ（間食）につ

いて学習します。食事や栄養、育児

に関する個別相談があります。 

【すくすく教室】 

●杏ジャムを作ろう！ 

７月４日（日） １０：００～１２：００ 

会場：清水北公民館 調理室・小会議室 

定員：親子６組程度（先着順） 

参加費：親子１組３００円 

持ち物：エプロン、三角巾、マスク、 

小さめのガラス瓶（予備用） 

公民館の杏の実も色づき始めました。 

生杏の実を使ってジャムを作ります。

甘酸っぱい、自然の美味しさ、手作り

の美味しさを味わってみませんか？ 

【中央公民館 「Zoom で配信！」事業】 

●～訪ねて感じる 

日本百名城の魅力～ 

「日本の城」  

７月１７日（土） １４：００～１５：３０ 

講師：千田 嘉博氏 

 （奈良大学文学部文化財学科教授） 

会場：清水北公民館 ２Ｆ 大会議室 

ＮＨＫ「歴史ヒストリア」などで知られてい

る千田氏から、「日本の城」について話

を聞きます。奈良県よりＷｅｂ会議ツー

ルＺｏｏｍを使って配信します。 

【新成人のつどい】 

「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４年成人式を迎えられる方 

（平成１３年４月２日から平成１４年４月１日生まれの方） 
 
◎福井市成人式第二部「はたちのつどい」実行委員も募集

しています。（申し込み・問合せは福井市役所生涯学習課） 

※教育事業に参加の際は、マスクの着用、入館時の検温、手指の消毒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。 

◎清水北地区文化祭 開催中止のお知らせ  

11 月 14 日に開催を予定していた清水北地区文化祭ですが、 

文化祭実行委員会において、未だに感染症のリスクが続く現状

を鑑み、残念ながら、令和 3 年度も開催の中止が決定しました。 
 

◎清水北公民館 大掃除のお願い 

日時：７月１１日（日） ９時～１１時  持ち物：ガラス拭き用布 

公民館の大掃除（外そうじ、窓ふき、ワックスがけなど）を行

います。関係者のみなさま、ご協力をお願いいたします。 

清水北公民館 ホーページ＆ＳＮＳ（ＬＩＮＥ） 

公民館のホームページをリニューアルしました。とても見やすく

なりました。ぜひ、アクセスしてください。 

清水北公民館ではＨＰとＬＩＮＥアプリにて、行事予定や教育事

業の案内、報告、公民館利用に関するお知らせなどを配信して

います。ご活用ください。 （ ＨＰアドレス http://skita.xii.jp/ ） 

新型コロナ感染防止に対する公民館事業の対応について  

●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 

●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 

◎発熱や咳などの風邪の症状のある方、体調の 

すぐれない方は無理をしないでください。 

※今後の感染状況により適宜見直しを行います。 

段階 『２』 

★休館日のお知らせ★ 

６月 ７日 １４日 ２０日 ２１日 ２８日 

７月 ５日 １２日 １８日 １９日 ２２日 ２３日 ２６日 

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 

http://skita.xii.jp/

