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◆発行：福井市東安居公民館

福井市飯塚町６－１８（☎35-9566）

福井市内で「新型コロナウイ
ルス感染症」が発生した場合
の公民館等の対応について

◆◇令和２年度 地区事業日程◇◆
今冬は雪の降らない暖かい日が多く、地区の皆
様も過ごしやすかったのではないかと思います。公
民館は年度末を迎え１年のまとめや次年度の計画
など、あわただしい日々となっております。
さて、次年度の地区事業のおおむねの予定が決
まりましたので、皆様の予定に加えていただきます
よう、よろしくお願いいたします。
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未確定の事業もございますが、皆様のご参加、ご協
力をよろしくお願いいたします。
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※事業中止や公民館の閉鎖となった場合には、
公民館入口などにお知らせを貼付いたします。
（令和２年２月２６日時点）

【東 安 居 公 民 館 主 事 募 集】
◎任用期間
◎勤務時間
◎休日
◎勤務内容
◎報酬
◎応募要件

５月１日～令和３年３月３１日(勤務実績により更新あり)
原則１日７時間の週５日（変則勤務あり）
毎週月曜日、毎月第３日曜日、国民の休日ほか
教育事業の企画・運営、公民館に関する事務 など
月額１６万７２００円(令和元年度実績)
次の全てに該当する人
・社会教育と公民館について理解と熱意を有する
・高等学校卒業程度の学力を有する
・パソコンによる企画書作成や経理事務などができる
◎募集人数
1人
◎申し込み
令和２年３月 16 日(月)～３月 30 日(月)必着で提出
※募集要項と申込用紙は、福井市ＨＰからダウンロードできます。
また、下記の窓口と公民館にもございます。
●問合せ・申込先・ホームページ●
〒910-8511 福井市大手３丁目 10 番１号
福井市教育委員会事務局生涯学習課（☎20-5361 FAX20-5338）

＜事業中止のおしらせ＞
新型コロナウイルスの感染拡大
を防ぐため、住民の皆様の健康
と安全確保を最優先に考え、東
安居公民館および地区内で開催
を予定しておりました以下の事
業を中止とさせていただきます。
＊防災講演会
３月７日(土)
＊壮年会健康セミナー ３月１４日(土)
＊ドラゴンリバー足羽川清掃
３月１５日(日)
＊自治会型デイホーム ３月すべて
＊プチとまと
３月すべて
なお、施設利用につきましては、
当面の間、高校生以下の子ども
の利用はできません。

東安居地区のまちづくりを応援してください！！
地区指定のふるさと納税をすることで、東安居地区のまちづくりを直接応援できます！
詳しくは右下のＱＲコードやＨＰにアクセスしてご覧ください。
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

＜お問い合わせ＞福井市まち未来創造課 ☎0776-20-5230 福井県福井市大手 310-1

職員のつぶやき

少子高齢化が深刻な問題ですがいよいよ自分のカラダの中の高齢化問題にも真剣に取り組まねばと思う今日この頃です

お問合せ・お申し込みは
東安居公民館まで
☏３５－９５６６

◆◇歴史勉強会「地区域を貫流する足羽川と日野川」◇◆
日
場
講
内

時：３月 1７日(火) 19:30～21:00
所：東安居公民館 ※参加費無料
師：斉川博之さん（福井市歴史ボランティア）
容：当地区は市域でも長い間水運に恵まれている地区です。
どのような歴史があったのかを見ていきます。

※資料の準備がございますので、事前にお申し込みください

◆◇男の料理 「お茶会＆ふりかえり」◇◆
日 時：３月２１日(土) 10:00～12:00
対 象：地区内在住の男性 １０名
参加費：５００円（当日徴収）
申込み：３/１８〆切
※お茶を飲みながらあれこれしゃべり場(^^♪
＜福井市市民憲章／福井市自治会連合会／福 井 を美 しくす る 会＞

《 春の福井を美しくする運動 》
～春の福井を美しくする運動 実施期間～
３月８日(日)～３月１５日(日)
※気が付いたときに積極的にゴミを拾い、
きれいな東安居地区にしましょう。

春の自然観察会
～下市山ミルキングコース～
日 時：5 月 9 日(土) 9 時集合(雨天中止)
集

合：下市かめやま広場(与須奈神社下)
(トイレはありませんので済ませてきたください)
対 象：子ども～大人(健康でハイキングできる)
※幼児、１・２年生は保護者同伴のこと
講 師： 藤原一功さん
持ち物：飲み物、おやつ、汗拭きタオル、
その他各自必要なもの
服 装：帽子、運動靴など野外活動に
ふさわしい服装
申込み：4/28(火)午後５時まで

◆◇男の料理「季節野菜の料理～春を感じて～」◇◆
日 時：４月１８日(土) 9:30～12:00
講 師：野路直美先生（のじファーム）
対 象：地区内在住の男性 １０名
参加費：５００円（当日徴収）
持ち物：エプロン、三角巾、マスク、手拭きタオル
申込み：4/15(水)〆切
※初心者大歓迎！基本から学びましょう(^^)/

新型コロナウイルス感染拡大に伴う
「春の福井市を美しくする運動」の実施について
活動が屋外であり、閉鎖空間での集団で行う作業では
ないことから、不死鳥のねがい(福井市市民憲章)推進
協議会として、各自治会に対して一律に中止及び延期
を求めることはいたしません。活動の実施、延期及び
中止の判断につきましては、地域の実情を踏まえて、
自治会単位で行っていただきますようお願いします。
詳しくは市のホームページをご覧ください。なお、延
期される場合、公園の草や側溝の泥土の回収にかかる
受付期間や、不法投棄の粗大ごみの持込み期間のご相
談はこちらまで。
福井市生涯学習課 ☎20-5361

＜３月２０日～２６日は
春の火災予防運動＞
◆火災が発生しやすい時期となります。 消防からの
火気の使用には十分注意しましょう。
お知らせ
◆お年寄りや身体の不自由な人を火災
から守るために隣近所の協力体制を作りましょう

＜正しい１１９番の利用を！＞
◆１１９番通報は火災や救急事故を
いち早く通報するためのものです。
火災情報や当番医の照会は
☎２５－９９９９をご利用ください
福井市中消防署（☎22-0119）

《３月の予定》

《４月の予定》
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体育大会説明会（自治会長、体振理事）
花苗即売会 （10 時～）
浄化水槽補助金申請受付（福井市下水道部）
体育振興会(体育大会負担金集金）
歴史勉強会(１９時３０分～)
男の料理(１０時～１２時)
公民館運営審議会(１７時３０分～)
自主グループ連絡会（１９時３０分～）
食事サービス（配食）
交通安全協会(総会)

【休館日】
３月 ９(月)１５(日)１６(月)２０(金/春分の日)２３(月)３０(月)
４月 ６(月)１３(月)１９(日)２０(月)２７(月)２９(水/昭和の日)

長命会(総会)
自主防災組織連絡協議会(総会)
公民館運営審議会(１９時３０分～)
デイホーム(なの花サロン)
子ども会育成会(総会)
各種団体連絡会(１９時３０分～)
男の料理(９時３０分～１２時))
食事サービス(配食)
スティックリング、健康麻雀
体育振興会(理事総会)

※３月は特に、事業の中止、延期、団体
などの活動自粛に伴い、
「１７時閉館」
になる場合が増えます。皆様のご理解と
ご協力をお願いします。

