
 

 

 

 

 
 

 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【８・９月教育事業のご案内】   

  

【清水北っ子教室】 

●体験学習（３回シリーズ） 

つるおこし＆草取り 

８月１日（日） １０：００～  

集合場所：さつまいも畑（片粕地区） 

持ち物：軍手、鎌、水分補給用飲物 

６月に苗を植えたさつまいものつるお

こしと草取りをします。つるおこしをす

ることで甘くて美味しい 

お芋になるそうです。 

【清水北っ子教室】 

●夏休み子ども料理教室 

７月２９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、マスク、 

手ふきタオル 

巻きずし（２種類）を作ります。自分で

まいて２本、お持ち帰りいただきます。 

※定員に達したため、受付は終了しました。 

【環境学習】 

●星空観賞会  

８月７日（土） １９：００～２０：３０ 

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 ホール 

定員：２０名程度（保護者同伴） 

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。移動式プラネ

タリウムで星空を観賞します。 

※定員残りわずかです。お申込みはお早めに！ 

 

※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。 

「案山子作り」 ７月６日（火） 〈田んぼの学校〉 ２４名参加 

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した。４つの

グループに分かれて、どんな案山子を作るのかアイデアを出し合い、原

案を作成。原案をもとに、準備した材料を工夫して使いながら、グルー

プごとにみんなで協力し合って素敵な案山子を完成させました。案山子

は北っ子ファームに設置し、田んぼを温かく見守ってくれています。 

公民館大掃除 ７月１１日（日） 〈市民憲章推進事業〉 ４４名参加 

連合会をはじめ、各町内自治会長、公民館協力委員、自主グループ、寿クラブほ

か、４０名を超える多くの方々にご参加いただき、窓ふきや床磨き、ワックスがけ、

側溝そうじなど公民館の大掃除を行いました。梅雨のさなか、蒸し暑い中での作

業となりましたが、熱心に取り組んでいただき、公民館の中も外もすっかりきれい

に明るくなりました。ご協力、ありがとうございました。 

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  

７月９日（金）より７月２２日（木）まで「福井県感染拡大特別警報」

が発令されています。福井市公民館の対応は段階『３』です。 

●使用時間：９時～２０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：不可 

●貸館：１時間/回（地域の団体に限る） 

●自主グループ：１時間/回（地区住民に限る） 

●事業：室内は１時間/回（地区住民に限る） 

※今後の感染状況により適宜見直しを行います。 

◎最新情報は、公民館ホームページやＬＩＮＥで発信しています。 

７月１４日、北陸地方の梅雨明けが発表されました。いよい

よ本格的な夏の到来です。「おはなしはマスク」の徹底など

コロナ対策に加え、こまめな水分補給や距離が取れる場合

にはマスクを外すなど熱中症予防にもご留意ください。 

２３日から始まる東京オリンピック・パラリンピック開催に合わ

せて２０２１年の祝日が移動しています。それに伴い、公民

館の休館日も変更しています。ご注意ください。 

・７月１９日 → ７月２２日（木） 海の日    

・１０月１１日→ ７月２３日（金） スポーツの日 

・８月１１日 → ８月８日（日） 山の日 ※８月９日は振替休日 

公民館見学 ７月１５日（木）  

清水北小学校３年生（２１名）のみなさんが、社会科

の学習の中で公民館に見学に来てくれました。館長

が、公民館の施設について、公民館の仕事や役割等

について話をし、館内を案内しました。公民館をより

身近に感じてもらえるとうれしいです。 

 

緊急事態宣言（６月２４日～７月８日）が発令され

たことにより、下記の事業は開催を延期しました。 

●乳幼児の「食事と栄養」＆発育測定 

７月１日（木） → ８月１９日（木） 

●杏ジャム作り 

７月４日（土） → ７月３１日（土） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

グループ名 活動内容 活動日 時間 講師（代表） 

太極拳クラブ「凛」 太極拳 
火①（１・３週） 

火②（２・４週） 

① ９：３０～１１：３０ 

②１４：３０～１６：３０ 
藤永 あさ子氏 

清水北山好会 山歩き 火（１週） １９：００～２１：００ 上山 国俊氏 

絵本ｄｅシアター 絵本の読み聞かせ 火（２・４週） １０：００～１２：００ 米澤 昌枝氏 

コカリナ・アンサンブルきた コカリナ 火（３週） １０：００～１２：００ 本多 嘉史氏 

清水民謡会 民謡 水  ９：３０～１１：３０ 石橋 良江氏 

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 

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

【すくすく教室】 

●すくすく子育てお話会＆相談会 

９月２日（木） １０：３０～１１：３０ 

講師：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：６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あり。 

【いきいき健康教室】 

●健康力ＵＰ教室① 

フレイル予防 

９月４日（土） １４：００～１５：３０ 

講師：健康運動指導士 

会場：清水北公民館 ホール 

定員： ２０名程度 

フレイルとは何かを知り、自宅で出来

る運動法（フレイル予防）を学びます。 

【いきいき健康教室】 

●スマホ教室（４回シリーズ） 

９月 ４日（土） １０：００～１２：００ 

９月１８日（土） １０：００～１２：００ 

会場：清水北公民館 ホール 

定員：２０名程度 

スマホの基本動作や文字入力の仕

方、インターネットの利用方法、カメラ

機能など、４回シリーズで学習します。 

五輪が無観客で開催と決まったが、ギリギリまでアガイテい

てみっともないよね。すべて裏目に出てしまったが、万民の為

を考えて舵取りして欲しいものだ。思いが強いところが困る

が、我々としては純真にスポーツに打ち込んでいる人達を応

援したい。コロナの終息の兆しが見えないが、すべての事業、

行事が復活する日は必ず来るので、それまで皆が耐え忍ぶし

かない。ガマン ガマン・・・。    【館長の独り言】 

 

令和３年度 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、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（大規

模・小規模）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。詳細につきましては、清水北公民館ま

でお問い合わせください。 【申込締切：８月２０日（金）】 

９月９日（木）は「救急の日」 

９月５日（日）から９月１１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！ 
 

救急車は緊急性の高い方を病院へ搬送する緊急車両です。 

救急車を呼ぶ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。 

右のＱＲコードからダウンロード可能です。 

でもこんな時にはすぐに１１９番！！ 

・胸が激しく痛む  ・激しい頭痛 

・呼びかけても反応がない、呼吸がないなど 
 

福井市南消防署（℡３３－０１１９） 

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 

★休館日のお知らせ★ 

７月 ５日 １２日 １８日 １９日 ２２日 ２３日 ２６日 

８月 ２日 ８日 ９日 １５日 １６日 ２３日 ３０日  

令和３年度 清水北公民館 自主グループのご紹介 見学も可能です。公民館までお気軽にお問合せください。 


