
 

 

 

 

 
 

 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

日中の残暑はまだしばらくは厳しそうですが、さわやかな秋風

とともに過ごしやすい季節になりました。「清水北地区文化祭」

の中止は決定していますが、「清水北地区ウォーキング」につ

いては、感染症対策を徹底し、実施に向けて準備を進めてい

ます。地区内を散策しながら、地域の魅力を再発見するととも

に、いろいろな秋を満喫しませんか。（裏面、チラシ参照） 

１０月１６日（土）１９時より「日野川三つ星花火」が日野川河川

敷きにて開催されます。今年は３カ所からの分散打ち上げにな

るそうです。マスクを着用する、ごみは持ち帰るなど、マナーを

守ってお楽しみください。（チラシ参照） 

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  

１０月１日（金）から１０月１４日（木）まで「福井県感染拡大警報」

が発令されています。福井市公民館の対応は段階『２』です。 

●使用時間：９時～２１時 

●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 

◎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 

【9・１０月 教育事業の様子】   

９月１０日（金） 稲刈り・はさ掛け・千歯こき体験  

〈田んぼの学校〉                 【２４名参加】 

９月１６日（木） 乳幼児の食事と栄養＆発育測定 

〈すくすく教室〉                     【1４名参加】 

 

９月２６日（日） 杏ジャムを使ったお菓子作り①② 

〈まんまる会〉                   【２６名参加】 

福井市公民館主事募集のお知らせ 

任用期間：令和 4 年 4 月 1 日～令和 5 年 3 月 31 日 

勤務場所：市内各公民館 

申込期間：11 月 12 日（金）（必着）までに申込用紙を

郵便または窓口に提出  【福井市役所 生涯学習課】 

※募集要項と申込用紙は窓口と各公民館に設置しています。 

９月１８日（土） スマホ教室①  【１７名参加】 

〈いきいき健康教室〉 

 

１０月２日（土） 男の料理教室①  【６名参加】 

〈おとな塾〉 

１０月３日（日） 秋のスイーツ教室  【１２名参加】 

〈いきいき健康教室〉 

 

清水北小５年生のみなさんが、北っ

子ファームの稲刈り、はさ掛け、千歯こ

きを使った脱穀を体験しました。稲の

生長を観察したあと、片粕ファームさ

んから鎌の使い方や稲の刈り方、束

ね方について手ほどきをうけ、３つの

グループに分かれて、稲刈りと脱穀を

順繰り体験しました。慣れない鎌使い

に苦戦しながらも、一株一株丁寧に

刈り取っていました。コンバインによる

稲刈りも見学し、農家の苦労や食の

ありがたみを実感していました。 

「ジャムサンドクッキー」を作りました。時間の制約があったため、クッ

キー生地の型抜き作業からスタート。２枚一組になるように数を調整

しながら型抜きを行い、オーブンで焼いて、焼きあがったクッキーに固

めに仕上げた杏ジャムを塗ってクッキーを重ねていきます。見てかわい

い♪ 食べておいしい♫「杏ジャムサンドクッキー」が完成しました。 

規則正しい生活リズムやバランスのとれた

食事、進め方、おやつ（間食）についてなど

乳幼児期の食事のポイント、食育で身につ

けたい５つの力についてお話いただき、「食

べること」の大切さを学びました。身長と体

重を測定し、子どもの成長を確認しました。 

きのこたっぷりあぶらあげごはん、エビと鮭

の香草焼き、ポテトサラダの 3品を作りまし

た。お米は片粕ファームさんからいただいた

新米コシヒカリ、付け合わせ野菜にかぼち

ゃやさつまいもを使いました。 

収穫の秋を楽しむお弁当に 

仕上がりました。 

福井県緊急事態宣言が延長されたことに

伴い、9月 4日から日程を変更して 1回目

が実施されました。スマホの特徴や仕組み

を知ることからスタートし、基本的な操作に

ついて学習しました。はじめてスマホを使わ

れる方もいらっしゃいましたが、わかりやすく

丁寧な説明でうまく使いこなしていました。 

大豆を使ったクリームを使用し、無添加で

甘さ控えめでヘルシーなモンブランタルトを

作りました。タルト生地作りについては、講

師がデモンストレーションを行い、タルトを

焼くコツを学習しました。そして、オーブンで

タルトを焼いて、クリームをデコ 

レーションして仕上げました。 

http://skita.xii.jp/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【１０・１１月教育事業のご案内】   

【清水北っ子教室】 

●秋休み 子ども料理教室 

～手作りバターをつくってみよう！～ 

１０月１９日（火） １０：００～１２：００ 

講師：松田 知世氏 

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：５００ｍｌペットボトル、エプロン、 

三角巾、手拭きタオル 

ペットボトルを利用してバターを作ります。

公民館で育てたさつまいもを使って米粉

パンケーキを焼きます。 

※定員に達したため、受付は終了しました。 

【いきいき健康教室】 

●スマホ教室③④ （４回シリーズ） 

③インターネット・Wi-Fi編 

１０月２３日（土） １０：００～１１：３０ 

④カメラ編（カメラの機能） 

１１月 ６日（土） １０：００～１１：３０ 

講師：宮腰 晶子氏 

（ドコモショップ スマホ教室専任講師） 

会場：清水北公民館 大ホール 

※受付は終了しました。 

●お父さんとあそぼう 【すくすく教室】 

「親子体操教室」  講師：青木勇氏（エーアイきっずくらぶ） 

１１月２７日（土） １０：３０～１１：３０ 会場：清水北公民館 

●モノづくり講座  【いきいき健康教室】 

クラフトバンドで作る「クリスマスリース作り」  

講師：管原良恵氏（ＧＨ在住） 

１１月２７日（土） １３：３０～１５：００ 会場：清水北公民館 

●秋の里山トレッキング 【環境学習】 

１１月２８日（日） ９：００～１２：００  集合：清水北公民館 

「みんなでてくてく‼ ふれあい満喫」 清水北地区交流イベント 【清水北っ子教室】 

●第 12回 清水北地区ウォーキング ～クイズラリー～ 

日 時： １１月１４日（日） ９時より（受付８時３０分より） 小雨決行、荒天延期 

     （予備日 １１月２１日（日） ※当日、中止の時は、８時までにお知らせします。） 

集 合： 清水北公民館 受付終了後、順次出発します。  

定 員： ５０名（先着順） ※ただし、未就学児のお子様は保護者同伴  

申込締切： １１月２日（火） 締切日厳守！ 

◎清水北地区の魅力を再発見！地図を見ながらポイントをまわり、歴史クイズ

を解いていきます。 

共催：清水北小学校 清水北地区体育振興会 しみず北子ども会育成会 清水北地区自治会連合会  

青少年育成福井市民会議清水北支部   

「今は・・もう秋♪ 誰もいない海～♫」これはトワエモア

の歌でトテモ感傷的だが、今年の夏の海は閑散としていて悲

惨なものだった。こんな状況は一刻も早く解消し、四季折々

の風情をフツーに楽しめる生活に戻りたい。我々人類はコロ

ナウィルスなんかに負けないッ！ 絶対にッ・・‼     

          【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★ 

１０月 ４日 １１日 １７日 １８日 ２５日 

１１月 １日 ３日 ８日 １５日 ２１日 ２２日 ２３日 ２９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） 

【いきいき健康教室】 

●健康力ＵＰ教室① 

フレイル予防教室 

１１月６日（土） １４：００～１５：３０ 

講師：健康運動指導士 

会場：清水北公民館 大ホール 

持ち物：水分補給用飲物、内ズック 

定員：２０名程度（先着順） 

フレイルとは何かを知り、自宅でもできる

運動方法（フレイル予防）を学びます。 

【清水北っ子教室】 

●秋の星空観賞会 

１１月２０日（土） １９：００～２０：３０ 

講師：加藤 英行氏（福井市自然史博物館） 

会場：清水北公民館 大ホール 

定員：２０名程度（先着順）※保護者同伴  

申込締切：１１月１６日（火） 

秋の星・星座の見つけ方など星空の楽し

み方のお話を聞きます。移動式プラネタ

リウムで星空を観賞します。 

◎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。 

 

「上手な１１９番通報のしかた」 

局番なしで１１９番に電話をかけて、繋がったら慌てず、 

落ち着いて次のことを伝えてください。 

①「火事」か「救急か」 

②住所や目標となるもの（建物や交差点の名前など） 

あとは、わかる範囲で質問にお答えください。 

間違えて通報してしまった時は・・・ 

電話を切らずに、間違いであることを 

必ず伝えてください。 

福井市南消防署（℡３３－０１１９） 

１１月９日～１５日は秋の火災予防運動 

●家庭でできる身近な防災対策 【身近な防災学習】 

１１月２０日（土） １４：００～１５：００ 会場：清水北公民館 

講師：岡崎幸子氏（防災士） 日頃の防災対策や備えについて学習します。 


