
１０月１１日（水）清水北小学校

２年生が生活科の町探検の授業

の中で、清水北公民館に見学に 

来てくれました。公民館の仕事 

や施設内をご案内しました。 

                                               

                                 

 

 

  

                     
                                   

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mail－Address  skita-k@mx3.fctv.ne.jp  

１０月１３日（金） 子ども料理教室 【１４名参加】 

〈清水北っ子教室〉 

１０月の教育事業の様子 

秋も一段と深まり、朝夕の寒さが身にしみる季節となりました。野山の木々も色づき始め、紅葉も見頃を迎えています。 

さて、清水北公民館では、１１月１２日（日）第１２回清水北地区文化祭を開催します。落語会をはじめ、芸能発表や

作品展示、手打ちそば、淹れたて珈琲、野菜市など色々な催しを計画しています。 

多くの皆様のご来館をお待ちしております。詳しくはプログラムをご覧ください。 

 

 

１０月１４（土） 認知症サポーター養成講座 【１５名参加】 

〈豊かな健康・長寿社会実現のための学習〉 

 

１０月１７日（火） コスモスの花摘み 【４９名参加】 

〈すくすく教室〉 

１０月２８日（土） プリザーブドフラワーアレンジ教室 

〈豊かな健康・長寿社会実現のための学習〉 【１０名参加】 

１０月８日（土） さつまいもの収穫 【３２名参加】 

〈清水北っ子教室〉 

１０月２８日（土） お父さんとあそぼう！ 【２２名参加】 

〈すくすく教室〉 

 

１０月２９日（日） 語り部と学ぶ歴史講座 【１４名参加】 

〈郷土学習〉  

１０月１４日（土） パソコン教室① 【７名参加】 

１０月２１日（土） パソコン教室② 【７名参加】 

１０月２８日（土） パソコン教室③ 【７名参加】 

〈市民ＩＴ事業〉 

清水台こども園年中児のみなさん

が、ＧＨデイホーム参加者のみなさ

んにお手伝いいただきながら、６月

に種まきをしたコスモスの花摘みを

しました。赤やピンク、白など色とり

どりのコスモスの花を通じて、交流

を図りました。園児手作りのかわい

いキノコの首飾りをいただきました。 

お正月向けのフラワーアレンジメン

トを作りました。扇や水引きを作り、

バラの花を中心に、講師のアドバイ

スを受けながら、自分だけのオリジ

ナル作品を丁寧に仕上げていきま

した。完成した作品は文化祭に展

示されます。 

【落語 独演会】  古典落語 

瓢家萬月 （鳴尾 健氏） １１時より 

はじめに、絵本の読み聞かせやふ

れあい遊びを親子で一緒に楽しみ

ました。その後、子ども達は新幹線

ドームの中に入ってお絵かきを楽し

み、お父さん、お母さんはミニ座談

会を行いました。テーマは「イライラ」

日頃のイライラ解消法をお話してい

ただきました。 

今年は、幕末福井の歌人「橘曙

覧」を取り上げました。橘曙覧入門

講座として、橘曙覧の「氏と姓と苗

字」について、遺訓、国学との出

会い、春嶽公との出会いについて

など、自由奔放に生きた曙覧の生

涯や人となりを歌の解釈を交えて、

お話いただきました。 

６月に苗を植えたサツマイモの収穫

を行いました。７日に予定していまし

たが、雨天のため、翌日に延期し

ました。畑いっぱいに伸びたつるを

めくり、土を掘り起こしていくと、大きく

成長したさつまいも出てきました。お

友達同士で、家族で協力し合い

ながら、収穫の喜びを味わいました 

ひさごやまんげつ 

ワードやエクセルを機能的に使い

こなし、実践的に活用できるように、

第１回はワードでラベル作成、第２

回はエクセルで住所録作成、第３

回はラベルに住所録から名前を印

刷する差し込み印刷を学習しまし

た。ワード、エクセルの便利な機能

について学ぶことができました。 

認知症の症状や治療、早期発見

のめやす、予防や対策、認知症

の方に対する対応の仕方や接す

るときの心がまえなど、話をきいた

り、お芝居をみたりして学習しまし

た。認知症に対して正しい知識を

持つことの重要性を学びました。 

お弁当作りに挑戦しました。しっかり

冷ましてから詰めるなど、お弁当の

ルールやバランスのいい詰め方に

ついて学習した後、チキンナゲット

やオムレツを作り、おにぎりをかわいく

ラッピングしました。最後に、自分の

お弁当箱におかずとおにぎりを詰

め、素敵なお弁当に仕上げました 



１１月９日～１５日は、秋の火災予防運動 
平成２９年度全国統一防火標語 

「火の用心 ことばを形に 習慣に」 

暖房器具を多く使用するため火災が 

発生しやすい時季を迎えます。 

火の取り扱いには十分気をつけましょう。 

正しい１１９番の利用を！ 

火事がおきたときは、 

早く通報することが大切です。 

落ち着いて、はっきりと 

係員の質問に答えてください。  

福井市南消防署（℡３３－０１１９） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《１１月・１２月 

教育事業のご案内》 

★休館日のおしらせ★ 

１１月 3 日 ６日 1３日 １９日 2０日 23 日 2７日 

１２月 ４日 1１日 1７日 1８日 2５日 27 日～31 日  

【開館 9:00～21:00（日曜日は 17:00閉館）】 

 

【すくすく教室】 

食育講座② 「子どもの食」 

１１月２１日（火） １０：３０～１２：００ 

講師：清水台こども園 齋藤先生（栄養士） 

会場：すくすくキッズ（くりのみ児童館内） 

こども園の給食の先生と一緒に食の大切

さ、食事の大切さについて学習します。 

手作りおやつの試食があります。 

※参加されるお子様の月齢・年齢を把握した

いので、必ずお申込みをお願いします。 

【男女共同参画社会づくりのための学習】 

女性塾② 和菓子づくり体験講座 

１１月２６日（日） １３：３０～１５：００ 

講師：二幸庵店主 富田 一幸氏  

会場：清水北公民館 調理室・実習室 

参加費：５００円（材料費） 

※定員に達したため、受付は終了しました。 

水ようかんとあん入り生菓子を作ります。 

和菓子作りを楽しみながら日本 

の伝統文化を学びましょう。 

 

【清水北っ子教室】【環境学習】 

秋の里山トレッキング 
＆自然とあそぼう！ 

 ネイチャーゲーム 

１１月１８日（土） ９：００～１２：００ 

集合：清水北公民館 

参加費：１００円（保険料を含む） 

定員：３０名（先着順） 

    ※小学校３年生以下大人同伴 

申込締切：１１月１２日（日） 

持ち物：長袖 長靴 帽子 手袋 飲物  

タオル 雨具など 

紅葉、どんぐり、きのこなど、秋も魅力たっ

ぷりの里山を散策します。途中、ネイチャ

ーゲームもあります。秋の宝物をみんなで

集めながら、秋を存分に楽しみましょう。  

 ◎お問い合わせ、お申し込みは 
清水北公民館までお願いします。 

（☎９８－５４７７） 

【すくすく教室】 

手作りおもちゃ教室 

「サンタごっこであそぼう！」 

１２月２日(土) １０：３０～１２：００ 

講師：子どもいきいきプロジェクト 

会場：すくすくキッズ（くりのみ児童館内） 

対象：未就学児親子 

割りばしと洗濯ばさみを使って「プレゼント

とばし」をします。サンタになった 

気分で、楽しく遊びましょう。 

【郷土学習】 

語り部と歩く歴史散歩 

１１月２５日（土） １０：００～１２：００ 

講師：吉田 秊氏 
（福井市歴史ボランティアバンク「語り部」） 

集合・解散：福井市橘曙覧記念文学館 

定員：１５名程度（先着順） 

コース：橘曙覧記念文学館→生家跡→

妙観寺→足羽小→足羽神社→文学館

※現地集合・現地解散になります。 

※拝観料が必要です。（３００円） 

全国瞬時警報システム（Ｊアラート）「市内一斉鳴動避難訓練」 

弾道ミサイルを想定した「ミサイル発射」の避難訓練放送が実施されます。 

有事に備えて、放送が流れたら、速やかに避難行動を実施しましょう。 

日時：１１月１４日（火）午前１１時００分～１１時１５分頃 

【屋外にいる場合】 近くの建物の中か地下に避難 

【建物がない場合】 物陰に身を隠すか、地面に伏せて 

頭部を守る 

【屋内にいる場合】 窓から離れるか、窓のない部屋に 

移動する。 

受賞おめでとうございます！ 

平間茂雄様（グリーンハイツ１０町内）と島村一彦様（グリーンハイツ１町内）が社会教育功労者として表彰（市長表彰、

教育委員会表彰）を受けられました。お二人とも、公民館運営審議会委員長、副委員長としてリーダーシップを発揮され、

公民館活動に積極的にご尽力いただきました。社会教育の発展に対しその功績が認められました。今後とも益々のご活躍

をお祈り申し上げます。 

「平成２９年度福井市民意識調査報告書」 「ふくい市政のあらまし平成２９年度版」を実習室に設置しました。 ご自由にご覧ください。 

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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（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 

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 

（とどけよう 明るいあいさつ 感謝のことば） 

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 

（みんな仲よく健康で 心も体もすこやかに） 

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 

（とりくもう わが家とまちの 美化運動） 

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 

（まなびあおう 家庭の防犯 地域の防災） 

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 

（わがまちふくい まなんで知って 誇りを持とう） 


