
 

 

 

 

 
 

 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

「～訪ねて感じる日本百名城の魅力～『日本の城』」 ７月１７日（土） 

〈中央公民館「Ｚｏｏｍで配信！」事業〉  ＮＨＫ「歴史ヒストリア」などで知られる千田嘉博先生が、奈良

県よりオンラインにて登壇し、「日本の城・福井の城から歴史を読み解く」と題して講演しました。一乗谷の山城

「朝倉館」、白山平泉寺、福井城、それぞれについて、日本の城、外国の城と比較しながら、遺跡から読み取れる

当時の人々の暮らしや文化、時代の移り変わりについて分かりやすく楽しくお話されました。 

「夏休み子ども料理教室」 ７月２９日（木） 〈清水北っ子教室〉 

「豚肉の生姜焼き」と「ツナマヨと卵焼き」を具材に２種類の巻きずしを作りました。３つのグル

ープに分かれて、具材作りからスタート。計量スプーンの使い方や包丁の扱い方を学び、グルー

プで協力し合い、互いに譲り合いながら取り組んでいました。巻きすを使うのが初めてという子

がほとんどで、巻きすで巻くという作業はなかなか難しかったようです。自分が使った巻きすは

家に持ち帰りました。おうちの人と一緒にぜひ、再チャレンジしてほしいと思います。 

 

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  

８月６日（金）から９月１２日（日）まで「福井県緊急事態宣言」が発

出されています。福井市公民館の対応は段階『４』です。 

●使用時間：９時～１７時 

●同時使用：不可 

●貸 館：１時間/回（地域の団体に限る） 

※緊急性を要する場合のみ 

●自主グループ：中止 

●事 業：中止 

※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。 

 清水北公民館 ＨＰアドレス http://skita.xii.jp/  

 清水北公民館 ＬＩＮＥ公式アカウント 

           右記のＱＲコードを読み取り、 

友達追加をお願いします。 

夏休みが終わり、稲刈りが始まると、なんとなく秋の訪れを

感じます。朝晩も少し涼しくなり、だいぶ過ごしやすくなって

きました。 ９月１日は「防災の日」です。８月には、清水地

区内でも大雨による浸水被害が発生しました。また、土砂

災害警報が発令され、清水北地区でも避難指示が出まし

た。日常生活の忙しさからついつい後回しになってしまい

がちですが、「防災の日」をきっかけに、いざという時の備蓄

品、非常食をはじめとした防災グッズを見直してみましょう。

また、避難場所、避難経路（危険箇所）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ましょう。新型コロ

ナウィルス感染防止対策のため、当面の間、清水北地区の

避難所は、清水北公民館から清水北小学校に変更になっ

ています。 

「さつまいものつるおこし＆草取り」 ８月１日（日）  

６月に苗を植えたさつまいものつるおこしと草取りを行いました。暑い

中での作業となりましたが、みなさん、汗だくになりながらも、一生懸

命に取り組んでいました。苗がしっかり生長していることも確認でき、

収穫が楽しみになりました。最後に、水をたっぷりあげて終了しました。 

「杏ジャムを作ろう！」 ７月３１日（土） 〈すくすく教室〉 

今年は、たくさんの杏が収穫できました。しかし、福井県緊急事態宣言の発出により、当初予定

していた７月４日には開催できず、①自宅で実習 ②開催日を延期して公民館で実習の２つの

方法にて実施しました。 ①を選ばれた方には、お持ち帰りセットを準備し、個々にアレンジを加え

ながらジャム作りを楽しんでいただきました。②を選ばれた方は、これまで通り、公民館にてジャ

ム作りを楽しみ、ラッピングをしてお持ち帰りいただきました。 
「消防訓練」 ８月３１日（火） 

公民館では、毎年、年２回の消防訓練を

実施しています。今回は、緊急事態宣言中

ということもあり、公民館職員のみで行い

ました。消火器の設置場所や非常用放送

設備の操作確認、消防署への通報、避難

誘導、初期消火など、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、 

一連の動きを 

確認しました。 

緊急事態宣言が延長されたことにより、下記の事業は開催を延期または中止しました。 

●星空観賞会 ８月７日（土） → １１月２０日（土）  ※改めてチラシを配布いたします。 

●乳幼児の「食事と栄養」＆発育測定 ８月１９日（木） → ９月１６日（木） 

●すくすく子育てお話会＆相談会 ９月２日（木） → 中止 

●フレイル予防教室 ９月４日（土） → １１月６日（土） ※改めて、チラシを配布いたします。 

【７・８月育事業の様子】   

http://skita.xii.jp/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【９・１０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） 

さつまいもの収穫 

１０月１０日（日） １４：００～１５：００  

集合場所：さつまいも畑（片粕地区） 

持ち物：軍手、鎌、スコップ 

  サツマイモを入れる袋 

６月に苗を植え、８月に草取り 

やつるおこしを行い、成長を見守ってきた

サツマイモの収穫をします。 

【田んぼの学校】 

●稲刈り・はさ掛け・脱穀体験 

９月１０日（金） ９：３０～１２：００ 

講師：農事組合法人 片粕ファーム 

会場：北っ子ファーム（片粕地区） 

清水北小５年生のみなさんが、５月に苗

を植えた北っ子ファームの稲狩り（手刈

り）・はさ掛け・千歯こきによる脱穀に挑戦

します。 

※雨天が予想される場合には、 

９日（木）に実施します。 

【フラワーロード作戦】 

●フラワーロード作り② 

１０月１０日（日） ９：００～１０：００ 

持ち物：軍手、鎌 

清水北地区在住の清水中生徒と一緒に

幹線道路（約２キロ）沿いの街路樹周辺

の除草や花がら摘み、種取りなど、植樹

マスの手入れ作業を行います。ご協力い

ただける方は、朝９時に各地区集合場所

にお集まりください。 

 

 

【まんまる会】 

●杏ジャムを使ったお菓子作り 

「ジャムサンドクッキーを作ろう！」 

９月２６日（日）①１０：００～１２：００ 

②１４：００～１６：００ 

※２回に分けて開催します。 

講師：錦 みどり氏 

会場：清水北公民館 調理室・小会議室 

定員：各回親子６組（大人１人での参加も可） 

参加費：１家族あたり５００円 

持ち物：エプロン、三角巾、マスク 

【すくすく教室】 

●すくすく親子体操 

１０月７日（木） １０：３０～１１：３０ 

講師：本多 純子氏 

会場：すくすくキッズ（くりのみ児童館内） 

定員：親子７組 （未就園児とその保護者） 

持ち物：動きやすい服装、タオル、 

水分補給用の飲み物 

親子のスキンシップを楽しみながら、子ど

もの発達段階に合わせた運動や体操の

仕方を学びます。 

【いきいき健康教室】 

●スマホ教室（４回シリーズ） 日程変更のお知らせ 

※福井県緊急事態宣言が延長されたことに伴い、日程を変更しました。 

①９月１８日 （土） 基本操作編 （基本的な操作・触り方） 

②１０月９日 （土） 文字入力編 （いろいろな文字の入力） 

③１０月２３日（土） インターネット・Ｗｉ-Ｆｉ編 （インターネットの利用方法） 

④１１月６日 （土） カメラ編 （カメラの機能） 

会場：清水北公民館 大ホール  時間：１０：００～１１：３０ 

講師：宮腰 晶子氏（ドコモショップ若杉店 スマホ教室専任講師） 

「若いという字は苦しい字に似てるわ～♪」 若かりし頃、こ

んな歌詞で始まる歌があったなぁ。 「苦労は買ってでもしろ

っ！若い時の苦労は将来の肥やしになる。」と言われたものだ

が、今の若者が経験していることは苦労どころか苦痛でしか

ない。 コロナから早く解放してあげたいが・・・。冒頭の歌

の２番は「明日という字は明るい日と書くのね～♫」 みんな

ガンバッテッ！           【館長の独り言】 

 

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★ 

１９月 ６日 １３日 １９日 ２０日 ２１日 ２３日 ２７日 

１０月 ４日 １１日 １７日 １８日 ２５日  
【開館時間】  ９時～２１時 ※夜間予約のない日は１７時閉館 

９時～１７時 （日曜日） 

【おとな塾】 

●男の料理教室① 

 「秋のおもてなし弁当」 

１０月２日（土） １０：００～１２：００ 

講師：出倉 弘子氏 

会場：清水北公民館 調理室・小会議室 

定員：６名程度 （先着順） 

参加費：８００円 （当日、集めます） 

持ち物：エプロン、三角巾、マスク 

きのこたっぷり炊き込みご飯、鮭の香草

焼き、ポテトサラダを作ります。 

【いきいき健康教室】 

●秋のスイーツ教室 

「大豆でつくるモンブランタルト」 

１０月３日（日） １０：００～１２：００ 

講師：寺坂 大地氏 （丹生寺坂農園代表） 

会場：清水北公民館 調理室・小会議室 

定員：１０名 （先着順） 

参加費：７００円 （当日、集めます） 

持ち物：エプロン、三角巾、マスク 

大豆を使ったクリームを使用し、タルトを

焼くコツを学習します。 

※受付は終了

しています。 

◎教育事業に参加する際には、マスクの着用、ご自宅で（入館時）の検温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、時間を短縮して実施する場合があります。 

◎発熱や咳等の風邪がある場合、体調がすぐれない場合には、無理をせず、参加をお控えください。 

●寄贈図書のお知らせ ※玄関ロビーの図書コーナーにあります。 

「子供たちに伝えたい 童謡・唱歌 抒情歌 歌詞集 歌いましょう」 

福井市片山町 童謡・唱歌の会「歌いましょう」発行 

※申し込み、お問い合わせは、清水北公民館までお願いします。 （９８－５４７７） 


