
                                               

                                 

 

 

  

                     
                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今年のウォーキングは、片山町（清水南地区）を 

散策します。みんなで楽しく歩きながら、片山町の 

自然に触れ、歴史を学びましょう。（約６㎞） 

ご家族で、ご近所で、お友達同士でお誘い合わせのうえ、 

お気軽にご参加ください。 

 

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

朝夕はめっきり涼しくなり、爽やかな秋風とともに過ごしやすい季節になりました。食欲の秋、読書の秋、スポーツの秋、実りの

秋…楽しみの多い季節です。清水北公民館でもいろいろな事業を企画しています。どうぞ、お気軽にご参加ください。福井国体

も後半戦に入ります。アーチェリー競技（福井市スポーツ公園）や陸上競技（９．９８スタジアム）など見どころたっぷりです。また、

障害者スポーツ大会が１３日より始まります。ぜひ、会場に足を運んでいただき、スポーツの祭典をみんなで盛り上げましょう。 

９月２３日（日）清水北小学校にて、清水北地区敬老会が行われました。今年は、１００名ちかい方が参加されました。手打ち

そばの振る舞いや、様々なアトラクションが披露され、みなさん、それぞれに楽しまれている様子でした。 これからも、健康で 

お元気にお過ごしいただきたいと思います。 

 

清水北小５年生のみなさんが、片粕

ファームさんにご指導いただきなが

ら、北っ子ファームで稲刈りや千歯こ

きでの脱穀を体験しました。初めての

作業に苦戦しながら、収穫の苦労と

喜びを味わっていました。稲刈りでは

稲を刈る人、刈った稲を束ねる人、

協力しながら取り組んでいる姿が見

られ、脱穀では、「せーの」と声をか

けて稲穂を引き、きれいにもみが落ち

るたびに歓声があがっていました。 

主催 ：清水北公民館 

共催 ：清水北小学校 清水北地区体育振興会 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 しみず北子ども会育成会 

▼日  時  ： １１月４日（日） ※小雨決行   

         ９時より（受付８時３０分より） 

▼集合・解散 ： 清水北小学校 

▼参 加 費 ： １００円 
【申込締切：１０月２１日（日）】 

第１０回 清水北地区ウォーキング   

～みんなでてくてく！！ふれあい満喫～ 

 

参加賞 

あり！ 

「日野川水防災・湿地創出事業」現場見学会のご案内 

日時：１０月２０日（土） １０：３０～１１：３０   場所：日野川河川敷（片粕地区）  

日野川において、河川整備計画に基づく河道掘削を実施するにあたり、コウノトリの生息環境にも配慮した整備が実施され

ました。平成２８年度より片粕地区で開始された河道掘削工事が８月に概成し、この度、国土交通省による現地見学会が行

われます。併せて、コウノトリの生態系に関する講演会も開催されます。詳しい内容については、回覧のチラシをご覧ください。 

鎌の使い方、稲の刈り方、束ね方

について説明をうけました。 

一列に並んで、稲刈り、はさ掛け

に挑戦しました。 

千歯こきでの脱穀を体験しまし

た。意外と力が必要でした。 

９月６日（木） 農業体験学習③ 「稲刈り・はさ掛け・千歯こき体験」 【２５名参加】 

詳しくは QRコードや HPから！！ 

清水北地区のまちづくりを 

地区指定ふるさと納税で 

応援してください！！ 

この記事の画像をスマートフォン等
で、市外のご親族やお知り合いに
お送りください。 

ふるさとチョイス 福井市 

清水北地区のまちづくり 

花いっぱい運動の一環として、

地区内幹線道路を花いっぱいに
する「フラワーロード作り」に取り
組んでいます。 

応援をお待ちしています 
 

11月から返礼品に越前ガニ登場予定！ 

福井市まち未来創造室 
０７７６－２０－５２３０ 

福井県福井市大手３－１０－１ 

清水北公民館改築工事に関するお知らせとお願い 

清水北公民館の改築工事が９月２０日より始まりました。工事計画書では平成３１年２月中旬に完成の予定です。 

工事期間中は事故防止のため、工事関係者以外の公民館敷地内への車の乗り入れ、通行はご遠慮いただきますようよろ

しくお願いいたします。また、駐車スペースがかなり制限されます。駐車可能なスペースは、公民館と清水北小学校の

プールの間の空きスペースのみです。ご不便・ご面倒をおかけしますが、どうぞご理解とご協力をお願いいたします。 



 
《１０月・１１月の教育事業のご案内》 

★休館日のおしらせ★ 

１０月 1 日 8 日 9 日 15 日 21 日 22 日 29日  

１１月 3 日 5 日 12 日 18 日 19 日 23 日 26日 

【開館 9:00～21:00（日曜日は 17:00閉館）】 

 

◎お申し込み、お問合わせは清水北公民館までお願いします。 

【清水北っ子教室】 

秋休み 子ども料理教室 

１０月１２日（金）１０：００～１２：３０ 

講師：松田 知世さん（ＧＨ在住） 

会場：片粕ふれあい会館 

参加費：５００円（当日、集めます） 

持ち物：エプロン、三角巾、手拭きタオル 

サンドイッチ、かぼちゃスープを作ります。 

※申し込み受付は終了しました。 

【すくすく教室】 

コスモス畑を作ろう② 

コスモスの花摘み 

１０月１６日（火）１０：００～１１：００ 

会場：コスモス畑（片粕地区） 

清水台こども園の年中児さんと 

一緒に６月に種まきをしたコス 

モスの花摘みをします。 

※雨天時は１７日に延期します。 

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） 

【すくすく教室】 

食育講座② キャラ弁教室 

１０月１８日（木）１０：３０～１２：００ 

講師：田中 友美さん 

会場：すくすくキッズ（くりのみ児童館） 

参加費：３００円（当日、集めます） 

持ち物：エプロン、手拭きタオル 

見るのも食べるのも楽しいキャラ弁を作り

す。※申し込み受付は終了しました。 

【パソコン教室】 

エクセル基礎講座（２回シリーズ） 

①１０月２０日（土）１０：００～１２：００ 

②１０月２７日（土）１０：００～１２：００ 

講師：吉永 祥子さん 

会場：清水北小学校 南校舎１階 

なかよしホール 

参加費：７００円（テキスト代） 

持ち物：パソコン 

【いきいき健康教室】 

健康教室① 口腔のはなし 

｢体の健康はまずお口から｣ 

１０月２６日（金）１９：３０～２０：３０ 

講師：佐野 朝美さん（歯科衛生士） 

会場：清水北小学校 南校舎１階 

 なかよしホール 

持ち物：歯ブラシ、手鏡 

お口のことについて学習しましょう。 

 

【男性塾・女性塾】 

ハ－バリウム作り体験講座 

１０月２７日（土）１３：３０～１５：００ 

会場：清水北小学校 南校舎１階 

    なかよしホール 

参加費：１０００円（当日、集めます） 

定員：１０名 

見ているだけで癒されるハ－バリウムを自

分で作ってみませんか？植物の持つ美

しさを長く楽しむことができます。 

 
【防災学講座】 

洪水と土砂崩れ「防災研修会」 

１１月１７日（土）１３：３０～１５：３０ 

講師：福井県 土木部 砂防防災課 

   気象庁 福井気象台 

   国土交通省 福井河川国道事務所 

会場：清水北小学校 南校舎１階 

なかよしホール 

清水北地区の地形や地質の特色、弱点

を知り、被害が大きくなると予想される災

害「洪水と土砂崩れ」について学びます。 

【すくすく教室】 

食育講座③ こどもの食 

１１月２０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楽し

さや大切さ、食事の大切さについて学習

します。おすすめレシピの紹介や試食を

予定しています。 

※参加されるお子様の月齢・年齢を把握した

いので、必ずお申し込みをお願いします。 

【男性塾・女性塾】 

災害時やアウトドア料理に 
役立つポリ袋調理 

１１月２４日（土）１０：００～１３：００ 

講師：出倉 弘子さん 

会場：清水北小学校 南校舎１階 

なかよしホール 

参加費：５００円（当日、集めます） 

持ち物：エプロン、手拭きタオル 

サバカレーライス（ごはんを含む）、インス

タントラーメン、バナナ蒸しパンを作ります 

 
【清水北っ子教室】 

秋の里山トレッキング 

１１月２５日（日）９：００～１２：００ 

集合：清水北小学校 

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 

紅葉、どんぐり、きのこなど

秋も魅力たっぷりの里山（裏

山）を散策します。 

秋の宝物をみんな 

で探しながら、秋を 

存分に楽しみましょう。 

清水地域運転者講習会のお知らせ 

運転者講習会が開催されます。 みんなの願い交通安全！

運転免許を持っている方は必ず受講しましょう。 

日時：１０月２５日（木） 午後７時より 

場所：きらら館 大ホール  福井南交通安全協会清水分会 
 


