
                                               

                                 

 

 

  

                     
                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教育事業名 事業のねらい・内容 

家庭教育事業 

【すくすく教室】 

親子での共有体験を通じ親子の絆を深める。同じ立場の仲間と情報交換しながら子育てに役

立つ技術や知識を体験的に学ぶ。食育講座、絵本とわらべ歌、手ぬぐいワークショップなど 

少年教育事業 

【清水北っ子教室】 

異年齢での集団活動の中での人間関係を作る。自然体験を通じて自然との共存、郷土愛を育

む。食育を通して心と身体を健やかに育み生きていく力を身につける。 

野菜作り体験講座、里山トレッキング、食育講座など 

青年教育事業 

【新成人のつどい】 

仲間作りの輪を広げて、地域の担い手になるような組織づくりを目指す。青年団づくり。 

新成人のつどい実行委員会など 

健康長寿事業 

【いきいき教室】 

生きがいに満ちた豊かな人生を送るため、心身の健康や仲間作りを中心とした幅広い事業。 

健康講座、うたごえ教室など 

多文化共生促進事業 

【男性塾・女性塾】 

お互いを支え合い協力する関係を築き、さまざまな現代的課題を学習し体験する実用的な事

業。男の料理教室、女性塾、寄せ植え教室など 

「福井学」基礎事業 

【農業体験学習】 

農業体験活動を通じて地域との関わり中で地域への意識・関心を高め、郷土を愛する心を育

てる。田植え体験、案山子作り、稲刈り・はさ掛け体験など 

人材育成事業 

【地域づくり育成事業】 

豊かで美しい地域形成のため、花や緑にあふれた環境を整え、実践し、自発性を尊重しなが

ら豊かな人間性を育み、地域への愛着心を養う。種まき、育苗、フラワーロード作りなど 

防犯・防災教育事業 

【防災学講座】 

安心・安全な地域を維持するために地区の多様な世代が身近な地域を取り巻く防災について

理解を深める。防災避難研修など 

環境教育事業 

【環境学習】 

自然体験を軸とした幅広い自然学習の普及を図る中で、多様な生物たちが生息する自然環境

を再認識し、環境と生態系の仕組みを理解する。森のコンサート、自然観察会など 

市民ＩＴ事業 

【パソコン教室】 

お互いが学び合う中で教え合う関係性を築いていく。エクセルの知識を深め、日常生活に役

立つエクセルの基本操作を習得する。エクセル活用講座 

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

４月の教育事業の様子 

ゴールデンウィークも過ぎ、新緑のさわやかな季節となりました。５月２７日（日）、第１０回清水北地区区民体育大会が清水北

小学校のグラウンドで開催されます。みなさん、お誘い合わせのうえ、奮ってご参加ください。（開会式９時より） 

清水北公民館では、今年度も、教育事業を中心に、地区内の各種団体等とも連携・協力しながら様々な 

事業を行ってまいります。地域のみなさまの生涯学習活動の場、交流の場としてどうぞお気軽にご利用 

ください。事業の詳細につきましては、チラシや公民館だより、メールマガジンにてお知らせいたします。 

４月２８日（土） 里山トレッキング＆コカリナコンサート 【４０名参加】 

〈清水北っ子教室〉〈環境学習〉 共催：清水北地区里山の会 

途中休憩をはさみながら、緑あふれる春の里山をゆっくり散策しました。 

五感を使って自然と触れ合い、自然の美しさや面白さを再発見できた

一方、台風や大雪の爪痕なのか、根こそぎ倒れている木や枝が折れ

ている木も多数見られ、自然の怖さを知る機会にもなりました。 

自然の中で聞くコカリナの演奏は素晴らしく、また絵本の読み聞かせも

楽しむことができました。筍ごはんのおにぎりで春の味覚も堪能しました。 

 

平成３０年度 公民館教育事業のご案内 

福井しあわせ元気国体、福井しあわせ元気大会の開会式・閉会式の観覧者の募集が始まっています。申込期間

は６月１１日（月）まで！『入場券申込ガイド』、『福井市炬火採火式参加申込用紙』を公民館に設置しています。 

ぜひご利用ください。また、国体閉会式・障スポ開会式・障スポ閉会式の観覧については入場券団体申込が可能です。 

詳しくは清水北公民館までお問い合わせください。〈公民館受付締切日：５月２９日（火）〉（☎９８－５４７７） 

 



 

 

 

 

 

 

 

グループ名 活動内容 活動日 時間 講師 

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 

太極拳クラブ「凛」 太極拳 火（１・２・３・４週） 14：30～16：30 藤永 あさ子氏 

グリーンハイツ吟詩会 詩吟 火（１・２・３・４週） 19：00～21：00 為国 藍洲氏 

空手教室 空手 火 19：00～20：45 木下 拓也氏 

清水北山好会 山歩き 水（1 週） 19：00～21：00 初田 利雄氏 

清水民謡会 民謡 木 09：30～11：30 石橋 良江氏 

コカリナ・アンサンブルきた コカリナ 木（２週） 13：00～15：00 島村 祥子氏 

手習寺小屋 書道 木 19：00～21：00 森 松雪氏 

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 

めだかの学校 手話 金（１・３週） 19：30～21：00 勝木 秀昭氏 

グリーンハイツ囲碁クラブ 囲碁 日（２・4 週） 13：00～17：00 岩城 岩作氏 

★休館日のおしらせ★ 

５月 3 日～７日 14 日 20 日 21 日 28 日  

6月 4 日 11 日 17 日 18 日 25 日 

【開館 9:00～21:00（日曜日は 17:00 閉館）】 

 

【福井市市民憲章推進事業】 

【地域づくり育成事業】 

●フラワーロード作り 
６月３日（日） ９：００～１０：００ 

場所：清水北地区幹線道路沿い 

清水北地区出身の清水中生徒と一緒

に、幹線道路（約２キロ）沿いの植樹ます

の除草や花の植え付け作業を行います。

当日の作業や水やり等につきまして、 

地域のみなさまのご協力をいただきたく、

よろしくお願いいたします。 

【すくすく教室】 

●コスモス畑を作ろう① 

「コスモスの種まき」 

６月６日（水） １０：００～１１：００ 

会場：コスモス畑 

（片粕地区ゲートボール場となり） 

清水台こども園年中児さんがコスモスの

種をまき、生長の過程を観察します。 

 

【清水北っ子教室】 

●体験学習（３回シリーズ） 

「さつまいもの苗を植えよう」 

５月２６日（土） １０：００～１１：３０ 

講師：端 是明氏 

会場：さつまいも畑 

（片粕地区ゲートボール場となり） 

持ち物：軍手・移植ゴテ・雨具（小雨決行） 

参加費：２００円（３回シリーズ合計） 

※現地集合、現地解散になります。 

※定員に達したため、受付を終了しました。 

《５・６月教育事業のご案内》 

【すくすく教室】 

●食育講座① 

「杏ジャムを作ろう」 
６月３０日（土） １０：３０～１２：００ 

会場：清水北小南校舎 なかよしホール 

参加費：１００円（材料費） 

定員：親子６組程度（先着順） 

公民館の杏の木から収穫した杏を使っ

て、ジャムを作ります。 

【男性塾・女性塾】 

●男の料理教室① 

６月２０日（水） １９：００～２１：００ 

講師：出倉 弘子氏 

参加費：１３００円（食事代） 

定員：１０名程度（先着順） 

出倉先生のお食事会に参加します。 

先生の料理を見て、食べて学びます。 

【農業体験学習】 

●田植え体験 

５月２４日（木） ９：４５～１２：００ 

講師：農事組合法人 片粕ファーム 

会場：北っ子ファーム 

（片粕ファーム事務所近くの田んぼ） 

清水北小５年生のみなさんが昔ながらの

手植えによる田植えに挑戦します。一緒

に体験を希望される方は公民館まで 

お問い合わせください。（☎９８－５４７７） 

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） 

平成３０年度 清水北公民館 自主グループのご紹介 ◎興味のあるグループがありましたら、お気軽に公民館までお問い合わせください。 

清水北小学校南校舎の利用についてのお知らせ 

清水北公民館の改築工事に伴う移転先の清水北小学校南校舎

の施設利用（６月～）についてご案内いたします。 

①利用できるのは、１階 「なかよしホール」 のみです。 

②事務所は１階会議室、２階はすべて保管倉庫。出入り口は南校

舎児童玄関を利用。体育館へは常時施錠、出入り不可です。 

③駐車場はありません。原則、小学校敷地内は駐車禁止です。 

④施設の利用時間および休館日はこれまでと一緒です。 

 利用時間：火曜日～日曜日 ９時～２１時 （日曜日のみ１７時） 

 休館日：月曜日、第３日曜日、祝日 

⑤利用申込みについて 

 利用しようとする日の１カ月前より窓口にて予約を受け付けます。 

ただし、教育事業、公民館関係の会議等を優先いたします。 


