
                                               

                                 

 

 

  

                     
                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

氏 名 所属団体等 氏 名 所属団体等 

◎平間 茂雄 清水北地区社会福祉協議会会長 ○島村 一彦 グリーンハイツ寿クラブ会長 

宇野 哲夫 清水北地区自治会連合会会長 飯田  誠 青少年育成福井市民会議清水北支部長 

千嶋 京子 清水北小学校校長 奥田 俊夫 清水北地区寿クラブ連合会会長 

中村 敏男 くりのみ児童館館長 岩堀 匡孝 清水北地区体育振興会会長 

中村 通保 清水北小学校ＰＴＡ会長 山本  弘 清水北公民館自主グループ代表 

松島 幸男 片粕地区自治会長 岩堀 秀利 朝宮地区代表 

森岡 恵枝 片粕地区婦人会会長 岩堀 晶子 朝宮地区婦人代表 

川堺 健一 清水北地区交通安全推進協議会 ◎委員長は平間氏（１０町内）、○副委員長は島村氏（１町内）です。 

《５月の教育事業のご案内》 

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

◎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） 

 

就 任 挨 拶      ～「生きる楽しみの館」を目指して～ 

この度清水北公民館の館長にご推薦賜り、過日着任いたしました。 

何分極めて非才浅学で覚束ないですが、為すべき任務を自覚して誠実に努力いたしますので、どうぞ皆様の 

ご指導ご協力をお願い申し上げます。 

「教育基本法」や「社会教育法」によれば、国民一人一人の生涯学習を理念として、学校教育、家庭教育、 

社会教育の３形態ある中で「公民館」は社会教育の振興施設として位置づけられていること、そして地域住民、

主として青少年及び成人に対して組織的な教育活動をする場であり、住民の実際生活に即する教育、学術、文化

に関する事業を行い、生活文化の振興、社会福祉の増進に寄与すること、とあります。 

清水北公民館は、清水北地区の住民がこの館に集い、学び、遊び、交流し、相互に結び合う、恰も「終の棲家」

や「生きる楽しみの館（やかた）」に模様替えできれば良いなと思っています。 

模様替えと言えば来年、清水北公民館の建物改修工事が実施される予定です。 

念願が漸く実現することになり喜ばしいのですが、工事が開始されますと事前に諸施設の移転、事業活動の制

約（一時停止、規模縮小等）、その他で住民の皆様に種々のご不便ご迷惑をおかけすることが予想されます。完成

までの工事期間、諸般の事情をご理解いただき、ご容赦賜りたくお願い申し上げます。 

平成２９年４月                               館長 東出 駿隆 

 
４月１４日（金）に第１回清水北公民館運営審議会が開催され、平成２９年度の教育事業計画及び予算について協議

を行いました。公民館運営審議会委員の任期は平成２８年４月１日から平成３０年３月３１日までの２年間ですが、

一部団体の代表の変更などによりメンバーの入れ替えが行われました。新メンバーを含めて平成３０年３月３１日ま

での清水北公民館運営審議会委員をご紹介します。 順不同（敬称略） 

【福井市市民憲章推進事業】 

●花壇づくり講習会 

５月２０日（土） １０：００～１１：３０ 

講師：渡辺 寛幸氏（花市場） 

会場：清水北公民館 ホール 

花の育て方の講習会です。 

花いっぱい運動を展開し、清水北地区を 

やすらぎのある花いっぱいのまちにしましょう。 

【郷土学習】 農業（米作り）体験学習 

●田植え体験 

５月２４日（水） ９：４５～１２：００ 

講師：農事組合法人 片粕ファーム 

場所：北っ子ファーム 

（片粕ファーム事務所の近くの田んぼ） 
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。 

※当日は、 

各自治会花壇用

の花の種、土、

肥料等の配布を

予定しています。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

★休館日のおしらせ★ 

４月 3 日 10 日 16 日 17 日 24 日 29 日 

５月 1 日 3 日～5 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）】 

 

３月の教育事業の様子 

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） 

着任のご挨拶 

この度の異動により、グリーンハイツ駐在所に着任した

「井上 清紀（いのうえ きよのり）」です。前任者同様 

よろしくお願いします。 

私は 56歳で、孫が 3人います。前任地は越前警察署です。 

福井市内での生活は初めてで、戸惑っていますが、 

楽しく生活したいと思っています。 

地域の方々のご支援をいただきながら、 

安全・安心活動に尽力していく所存です。 

皆様の御協力をよろしくお願い申し上げます。 

〈グリーンハイツ駐在所〉 

＊ お願い ＊ 

清水北公民館の周辺に犬のフンが放置されていることが

あります。散歩中の犬のフンを持ち帰るのは飼い主さんの

責任です。フンは必ず持ち帰り、 

正しく捨てましょう。 

マナーを守り、みなさんの協力で、 

清潔で美しいまちを作りましょう。 

 

～ お知らせ ～ 「第七次福井市総合計画」を

実習室に備えました。ご自由にご覧ください。 

平成２９年度 清水北公民館 自主グループのご案内 

絵本ｄｅシアター 

内 容：絵本の読み聞かせ 

活動日：火（２・４週） 

時 間：10:00～12:00 

講 師：米澤 昌枝氏 

 

太極拳クラブ「凛」 

内 容：太極拳 

活動日：火 

時 間：14:30～16:30 

講 師：藤永 あさ子氏 

 

グリーンハイツ吟詩会 

内 容：詩吟 

活動日：火 

時 間：19:00～21:00 

講 師：為国 藍州氏 

 

清水北山好会 

内 容：山歩き 

活動日：火（１週） 

時 間：19:00～21:00 

講 師：小川 有三氏 

 
空手教室 

内 容：空手 

活動日：火 

時 間：19:00～20:45 

講 師：木下 拓也氏 

 
絵手紙クラブ こすもす 

内 容：絵手紙 

活動日：金（１・３週） 

時 間：10:30～12:30 

講 師：江守 佳納子氏 

清水竹友会 

内 容：尺八 

活動日：水（１・2・3 週） 

時 間：19:30～21:00 

講 師：斉藤 翔鳳山氏 

 

清水民謡会 

内 容：民謡 

活動日：木 

時 間：9:30～11:30 

講 師：石橋 良江氏 

 

手習寺小屋 

内 容：書道 

活動日：木 

時 間：19:00～21:00 

講 師：森 松雪氏 

 
めだかの学校 

内 容：手話 

活動日：金（1・3 週） 

時 間：19:00～21:00 

講 師：勝木 秀昭氏 

池坊華道クラブ 

内 容：華道 

活動日：金（２・４週） 

時 間：19:00～21:00 

講 師：吉田 好乃氏 

グリーンハイツ囲碁クラブ 

内 容：囲碁 

活動日：日（2・4 週） 

時 間：13:00～17:00 

講 師：岩城 岩作氏 

 
清水北公民館で活動している自主グループです。 

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。見学も可能です。 

※４月から、めだかの学校（手話）が加わりました。 

      〈お問い合わせ ☎９８－５４７７〉 

３月２５日（土） 里山観察ウォーク 

〈清水北っ子教室〉〈環境学習〉 

【２５名参加】 

公民館の裏山に登り、冬越し昆虫や春

咲きの花を観察しました。朽ち木の中か

らは、キマワリやキムシ、オサムシを、落ち

葉や木くずの中からはカニムシを見つけ

ることができました。また、キクザキイチゲ

やショウジョウバカマなどが咲き始めてい

ました。 

今年は、４月８日頃

に、カタクリが見頃

を迎えていました。

ギフチョウが舞う姿

も見られました。 


