
 

 

 

 

 
 

 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

８月１日（木） 夏休み 子ども料理教室 【１８名参加】 

〈清水北っ子教室〉                         

８月９日（金） こども落語会 【５５名参加】 

〈すくすく教室〉 

８月１０日（土） 福井市中央公民館 環境講座 実践発表     

〈環境講座〉                     【１０名参加】 

８月２８日（水） すくすく子育てお話会 【１８名参加】 

〈すくすく教室〉 

７月２５日（木） プラネタリウムを作ろう  【４７名参加】 

〈環境講座〉 

７月２８日（日） 杏ジャムを使ったお菓子作り 【１５名参加】 

〈すくすく教室〉 

避難訓練を行いました。  ７月３０日（火） 「清水北地区文化祭」展示作品募集 

清水北地区文化祭を１１月１０日（日）に開催いたしま

す。そこで、趣味やクラブ活動等で色々な作品作りに取り組ま

れているみなさまからの文化祭展示作品を募集いたします。 

日頃の活動の成果として、文化祭で発表してみませんか？ 

絵画、書、俳句、陶芸、工芸、手芸、 

写真など色々な作品をお待ちしています。 

※詳細につきましては、９月２１日に配布するチラシをご覧ください。 

夏休みが終わり、稲刈りが始まると、何となく秋の訪れを感じます。朝晩も少し涼しくな

り、だいぶ過ごしやすくなってきました。 花いっぱい運動の一環として、６月に植えた幹

線道路沿いの植樹マスの花の苗も大きく生長し、きれいな花を咲かせています。そこ

で、９月１４日(土) ７時３０分より、今年２回目の「フラワーロード作り」として、前回同様、

清水北地区在住の清水中生徒と一緒に、街路樹周辺の除草や花柄摘みなど、植樹マ

スの手入れ作業を行います。当日の作業や水やり等につきまして、引き続き、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。 

 【７・８月 教育事業の様子】 

  

夏の星座について、写真や話、

プラネタリウムづくりを通して学習

しました。福井のような身近なとこ

ろでも星がきれいに見えることに

みんな驚いていました。プラネタリ

ウムづくりでは、星一つひとつに

針で穴をあけていくなど細かい作

業が多かったのですが、根気強

く取り組むことができました。 

スポンジケーキを焼いて、甘酸っ

ぱい杏ジャムをたっぷりぬって、巻

いて、「杏ジャムロール」を作りまし

た。さっぱりあっさり夏向けのロー

ルケーキに仕上がりました。ケー

キ作りのポイントの１つがメレンゲ

づくり。しっかり泡立てることが大

切です。親子で楽しくお菓子作り

のコツを学ぶことができました。 

 

 
暑くて食欲が出ないとき、丼にす

ると意外に食が進みます。そこ

で、今回は、家でも簡単に作れ

るランチメニューとして、麻婆豆

腐丼、かきたま汁、フルーツ牛

乳寒天を作りました。包丁の使

い方を確認し、野菜のみじん切り

に挑戦しました。みなさん、ネギに

とっても苦戦していました😢 

清水北地区里山の会の松井さ

んが、「裏山があって、ウラヤマ

シイまちづくり」と題し、里山の会

の取り組みについて発表しまし

た。里山の整備活動やトレッキン

グなどのイベント開催、こども園や

小学校への教育活動などを通し

て、里山の魅力を紹介しました。 

１０月に入ると入園申込受付が

始まります。そこで、保育園、幼

稚園、認定こども園の違いや入

園の手続き、入園までの流れ等

についてお話いただきました。園

を選ぶ際は、実際に見学に行

く、園開放で体験をすることが大

切とのことでした。また、個別に

相談にものっていただきました。 

 

デイホーム参加者のみなさん、くり

のみ児童館のみなさんにご協力

いただき、１階調理室から火災

が発生したという想定で避難訓

練を実施しました。消防署への

通報、避難誘導、初期消火な

どいざというときにも慌てることなく

速やかに対応できるように確認を

行いました。 

落語といっても子どもたちには難

しいので、はじめに「落語とは？」

「落語の楽しみ方」について話を

していただき、２語文、３語文の

短い話でおちを理解する練習か

ら始まりました。落語を聞くときは、

想像力を働かせることが大事で

す。おちが分かると、子どもたち

からも笑い声が上がっていました 

消火器の使い方を学びました。 

管理人さんのご紹介 

８月より管理人さんが代わり

ました。 

新しい管理人さんは  

小谷
お だ に

 孝
たかし

さん（１０町内）です。

よろしくお願いします。 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【福井学事業】農業体験学習 

●稲刈り・はさ掛け体験 

９月１２日（木）１０：００～１２：００ 

講師：農事組合法人片粕ファーム 

会場：北っ子ファーム 

清水北小５年生のみなさんが、５月に

田植えをした北っ子ファームの稲刈り 

に挑戦します。一緒に体験を希望さ

れる方は、お気軽に公民館までお問

い合わせください。（☏９８－５４７７） 

【おとこ塾・おんな塾】 

●和菓子作り体験講座 

１０月６日（日）１３：３０～１５：００ 

講師：富田一幸さん （二幸庵） 

会場：清水北公民館 調理室・小会議室 

参加費：６００円（当日集めます） 

定員：１５名程度（先着順） 

持ち物：エプロン、三角巾、おしぼりタオル 

お月見だんごと季節の生菓子を 

作ります。 

【すくすく教室】 

●コスモス畑をつくろう②
コスモスの花摘み 

１０月９日（水）１０：００～１１：００ 

会場：コスモス畑（片粕地区） 

清水台こども園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。 

※雨天の場合は、 

１５日（火）に延期します。 

【清水北っ子教室】 

●秋休み 子ども料理教室 

１０月１１日（金）１０：００～１３：００ 

講師：松田知世さん（ＧＨ在住） 

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） 

定員：１５名程度（先着順） 

持ち物：エプロン、三角巾、手拭きタオル 

マカロニグラタン、フルーツ白玉を作り

ます。 

【すくすく教室】 

●てぬてぬぼうずを作ろう 

１０月１９日（土）１０：００～１２：００ 

講師：山本瑞恵さん（暮らしと手ぬぐい瑞乃和） 

会場：清水北公民館 和室 

参加費：８００円（当日集めます） 

持ち物：裁縫道具、手ぬぐい１枚 

フェイスタオル２枚 

手ぬぐいとタオルを使った防災ずきん

を作り、「備え」について考えます。 

 

【９月・１０月 教育事業のご案内】 

】 

【いきいき教室】 

●木の実の 

クリスマスリースづくり 

１０月２６日（土）１３：３０～１５：００ 

会場：清水北公民館 ２Ｆ 大会議室 

参加費：１０００円（当日集めます） 

自然の素材を使ったクリスマスリースを

作ります。 

【いきいき教室】 

●糖尿病予防講座 

１０月２５日（金）１９：３０～２１：００ 

会場：清水北公民館 ホール 

５人に 1人が糖尿病ないし糖尿病予

備軍といわれています。ストレスや運

動不足、肥満、暴飲暴食などライフス

タイルの乱れが主な原因となって起こ

ります。食生活を見直し、糖尿病予防

について学びましょう。 

第 11 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～ 

日  時 ：１０月２７日（日）※小雨決行  

       ９時より（受付８時３０分より） 

：清水北公民館 

参加費 ：１００円 

定  員 ：１００名（先着順） 

：１０月１８日（金） 

◎今年は、グループに分かれて、 

地図を見ながら、地区内に設置された

各ポイントをまわります。 

★休館日のおしらせ★ 

９月 ２日 ９日 １５日 １６日 １７日 ２３日 ２４日 ３０日 

１０月 ７日 １４日 １５日 ２０日 ２１日 ２２日 ２８日 

【開館 ９：００～２１：００ （日曜日は１７：００閉館）】 

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 

（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  

◎お申し込み、お問い合わせは、清水北公民館までお願いします。 

公民館からのお知らせとお願い 

●移動図書館車「フェニックス号」が清水北公民館に来ます。 

９月１８日（水） １３時３０分～１４時まで 

移動図書館車を利用するには「貸出カード（福井市図書館５館

共通のもの）」が必要です。貸出カードをお持ちの方は、忘れず

にお持ちください。貸出カードを持っていない方もその場で発行

することができます。移動図書館車には、一般書・児童書を合わ

せて、およそ１５００冊の本がのっています。貸出の期限は 

次の巡回日（およそ１か月間）まで、一人１０冊まで借りる 

ことができます。ぜひ、ご利用ください。 

●公民館の駐車場につきまして、公民館ご利用以外の方の

駐車はご遠慮いただきますようお願いいたします。 

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 しみず北子ども会 

青少年育成福井市民会議清水北支部 清水北地区自治会連合会 

会 


