
                                               

                                 

 

 

  

                     
                                   

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

１１月の教育事業の様子 

道路や庭先の木々の葉もすっかり落ち、寒さも一段と厳しくなってきました。早いもので、今年も 

あとひと月余り。行事も多く忙しくなる時期です。健康管理に十分注意しながらお過ごしください。

清水北公民館では、昨年度より清水北小出身の清水中生徒と一緒に花いっぱい運動の一環としてフ

ラワーロード作りに取り組んでいますが、今年度、福井市花壇コンクールのフラワーロード部門で

清水北地区フラワーロードの会として「はぴりゅう賞」をいただくことができました。ご指導、 

ご協力いただきました地域のみなさま、ありがとうございました。 

 

 

１１月２５日（土） 語り部と歩く歴史散歩 【１１名参加】 

〈郷土学習〉 

１１月２６日（日） 和菓子作り体験講座 【１３名参加】 

〈男女共同参画社会づくりのための学習〉  

１１月５日（日） 男の料理教室② 【７名参加】 

〈男女共同参画社会づくりのための学習〉 

１１月２１日（火） 食育講座②｢子どもの食｣ 【２４名参加】 

〈すくすく教室〉  

※１１月１８日(土)に開催を予定していた「秋の里山トレッキング」は、 

天候不良のため、中止になりました。 

【清水北小児童の作品展】 
【とれたて野菜市】 

【自
主
グ
ル
ー
プ
の
み
な
さ
ん
に
よ
る 

芸
能
発
表
・作
品
展
示
・活
動
紹
介
】 

【落語独演会】  瓢家萬月さん 

【実
行
委
員
長
】 

 

丹
尾
さ
ん
（３
町
内
） 

１１月１２日（日） 好天にも恵まれ、爽やかな秋晴れの中、

多くの方にご参加いただき、賑やかに開催されました。瓢家

萬月さんの落語独演会では、古典落語を楽しみました。たっ

ぷり１時間、会場内の笑いは絶えませんでした。清水北小学

校やくりのみ児童館、自主グループのみなさんには芸能発表

や作品の展示を通して、日頃の活動の成果を発表していただ

きました。みんなでコンサートでは、懐かしい童謡や唱歌を 

清水中学校３年の三上さん（９町内）が代表で賞状をもらいました。 

「季節の食材を使った郷土料理」

をテーマに、菜めし、ごんざ（大根と

打ち豆の煮物）、フクラギとねぎの

ぬたなど５品を作りました。魚をさば

いたり、野菜をせん切りにしたり、細

かく刻む作業が多く、包丁の使い

方をしっかり学習しました。 

子ども園の給食を通して、子どもの

食について学習しました。園児が食

事をしている様子や給食メニューの

紹介もあり、手づかみ食べの大切さ

をはじめ、参考になることがいっぱい

でした。高野豆腐のソースカツとさ

つま芋もちの試食があり、大人にも

子どもにも「おいしい」と好評でした。 

橘曙覧記念文学館をはじめ、足羽

地区周辺の曙覧ゆかりの地を語り

部さんの話を聞きながらゆっくり巡り

ました。足羽小学校の校歌には曙

覧の遺訓「うそいうな ものほしがる

な からだだわるな」が取り入れら

れ、今日でも校区の皆さんに曙覧

の心が引き継がれているそうです。 

水ようかんとあん入り

生菓子「さざんか」「水琴窟」を作りま

した。水ようかんは寒天液にあんや

黒砂糖などを入れて煮詰めていきま

すが、煮詰め具合の調整が難しそう

でした。生菓子では「ぼかし」の技法

を学び、１つ１つ丁寧に 

仕上げていきました。 

楽しく歌い、心が温かくなりました。手打ちそば、淹れたて珈

琲コーナー、とれたて野菜市も大変好評でした。文化に親しん

だ楽しい一日となりました。 

企画から準備、後片づけにご尽力いただきました関係者のみな

さまには心よりお礼申し上げます。ありがとうございました。 



ふるさと納税で自分達の地区をもっと元気に！ 

今年度より、清水北地区のまちづくり活動に、市外在住の方

からふるさと納税を活用できる仕組みができました。 

清水北地区を指定した寄附を頂いた場合は、翌年度に清水北

地区が取り組むまちづくり事業の補助金に加算され、より活

発な地域活動が可能となります。 

この制度を市外在住のお知り合いの方々に積極的にＰＲして

頂き、自分達の地区をもっと元気にしていきましょう！ 

※ふるさと納税は、原則として自己負担額 2,000 円を除いた

全額が所得税及び住民税の控除の対象となります。なお、全

額控除される寄附金額には、収入や家族構成等に応じて一定

の上限があります。 

【お問い合わせ先】 

〒910-8511 福井市大手 3 丁目 10 番 1 号 

福井市 総務部 未来づくり推進局 まち未来創造室 

TEL：(0776)20-5230 FAX：(0776)20-5733 

E-mail：machi-m@city.fukui.lg.jp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《１２月・１月 

教育事業のご案内》 

★休館日のおしらせ★ 

１２月 ４日 1１日 1７日 1８日 2５日 27 日～31 日  

１月 １日～４日 ８日 15 日 21 日 22 日 29 日 

【開館 9:00～21:00（日曜日は 17:00 閉館）】 

 

【すくすく教室】 

手ぬぐいワークショップ 

１月２０日（土） １０：３０～１２：００ 

講師：山本 瑞恵氏 （暮らしと手ぬぐい瑞乃和） 

会場：清水北公民館 和室 

対象：未就学児親子 

親子で一緒に手ぬぐいを使って遊んだり、

体操をしたりします。手ぬぐいに絵を描い

て、オリジナル手ぬぐいも作ります。昔から

使われている布のよさを見直しましょう。 

【男女共同参画社会づくりのための学習】 

門松寄せ植え教室 

１２月１６日（土） １３：３０～１５：００ 

講師：渡辺 寛幸氏（(株)花市場）  

会場：清水北公民館 ホール 

参加費：２，５００円（材料費） 

持ち物：エプロン 軍手、作品を入れる袋 

お正月は手作りの門松を飾ってみません

か？門松をコンパクトに寄せ植えします。

年齢（大人・子ども）・性別は問いません。

親子での参加もＯＫです。 

 

【若者の地域社会への参画を促すための学習】 

清水北地区新成人のつどい 

１月６日（土） １４：００～１６：００ 

会場：清水北公民館 ホール 

対象：平成２９年度、成人式を迎える方 

※１２月１０日（日）までに、｢清水北地区新成

人のつどい｣の出欠の返信をお願いします。 

懐かしい先生方をお招きし、思い出話や

近況報告に花を咲かせましょう。 

※記念写真撮影を予定しています。 

●福井市成人式 

１月７日（日） １４：００～１５：００ 

会場：フェニックス・プラザ 

※福井市外に在住する人で、福井市成人式

に参加を希望する方、案内状をなくされた方

は公民館までお問い合わせください。 

※福井市成人式の案内状は１２月初旬ごろ

に郵送されます。 

 ◎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） 

【男女共同参画社会づくりのための学習】 

味噌作り体験講座 

１月２７日(土) １０：００～１２：００ 

講師：寺坂 康夫氏（あさひ愛農園） 

会場：清水北公民館 ホール 

参加費：１，７５０円（材料費のみ） 

      ２，３５０円（材料費+容器代） 

約３ｋｇの玄米味噌を仕込みます。 

安全安心の手作りみそを 

味わってみませんか？ 

初めての方でも大丈夫です。 

【清水北っ子教室】 

清水北地区 もちつき交流会 

１２月２３日（土） １０：００～ 

会場：清水北公民館 ホール 

定員：５０名（先着） 

参加費：２００円（当日集金いたします） 

申込期限：１２月１６日（土） 

昔ながらの杵と臼を使った餅つきを体験

します。つきたてのおいしいお餅を食べま

しょう。餅丸めにも挑戦します。 

共催：青少年育成福井市民会議清水北支部 

学ぶ理由は十人十色 

放送大学であなたの希望を叶えてください。入学試験のな

い、文科省・総務省所管の国立系の通信制大学です。全

国で約９万人が学んでいます。仕事を持ちながら、自宅で

テレビ、インターネット等でマイペースに学べます。 

生涯学習に最適です。 

入学願書受付中  ３月２０日まで 

お問い合わせは 福井市手寄１丁目４－１（アオッサ７Ｆ） 

放送大学福井学習センター  ☎０７７６－２２－６３６１  

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） 

★お知らせ★ 

清水北公民館は年末が 26日（火）まで、年始は 5日（金）より開館

いたします。今年も、地区のみなさまには公民館の教育事業等に

ご参加、ご協力いただきありがとうございました。来年もどうぞよろ

しくお願いいたします。よいお年をお迎えください。 


