
おしらせタイムス 4月号 ２０２０．４．３ 

〇東安居地区総人口 6,921人 〇男性 3,418人 〇女性 3,503人 〇2,968世帯  ３月１日現在 

●発行 福井市東安居公民館 福井市飯塚町 6-18 ℡（0776）35-9566 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   新型コロナウイルスの集団発生防止に 

ご協力をおねがいします 

つの を避けましょう！ 

① 換気の悪い密閉空間 

② 多数が集まる密集場所 

③ 間近で会話や発声をする密接場面 

 ※共同で使う物品は消毒しましょう 

   世界的な新型コロナウイルスの感染が身近な所でも広がり、社会活動や経済活動にも影

響が出ており、人々の心も疲弊しつつある状況の中で迎える令和 2 年度のスタートとなり

ました。心を新たにして地区の生涯学習、及び、身近なコミュニティ活動の拠点として今

年度も子どもから大人までが気軽に参加していただける事業の推進を図り、公民館の役割

である「つどう・まなぶ・むすぶ」場として地区の皆様にご利用いただきたいと思いま

す。一日も早く新型コロナウイルスが終息し、地域の子ども達の元気な声が聞こえ、公民

館にいつもの賑わいが戻ることを願っております。 

   今年度も変わらぬご支援ご協力のほど宜しくお願い申し上げます。 
 

令和 2 年 4 月  東安居公民館 館長 村上 勉 

                                   職員一同 

 

退職のご挨拶 

このたび 3 月末で退職することとなりまし

た。在職中には地区の皆様にいつも温かい言葉

をかけていただき、2 年間頑張ることができま

した。感謝の気持ちでいっぱいです。これから

も東安居地区のために、何かお手伝いできれば

と思っております。 

本当にありがとうございました。 

桃木 和美 

おしらせ 

新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のため 当分の間 公民館の全事業を中止いたします 

ご不便をおかけしますが皆様のご理解とご協力をお願いいたします。 

（5月 6日に再度対応を判断する予定） 

 
4月   ３日（金） 長命会総会                     全て中止  

５日（日） 自主防災組織連絡協議会 総会   

９日(木) 公民館運営審議会      

              デイホーム(なの花サロン)           

１５日（水） 子ども会育成会 総会    

１７日（金） 各種団体連絡会        

１８日（土） 男の料理             

23日（木） 食事配食サービス        

２４日（金） スティックリング 健康マージャン   

４月の休館日 ６日（月）、１３日（月）、１９日（日）、２０日（月）、２７日(月)、２９日（水・昭和の日） 

公民館の事業や会議などの中止や

変更のお知らせは。公民館のホー

ムページやフェイスブック、公式

ラインなどで随時お知らせしてい

く予定です。 
 

 公民館の公式ラインと 

お友達になってね⇒ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 令和 2 年度 教育事業ご案内 
事業名 対象 内容 

子育てポケット 
乳幼児と 

その保護者 

親子の触れ合いを大切に 親同士の交流も深めます 

【親子ヨガ】【離乳食教室】など 

ひがしあごっ子 
児童と 

その保護者 

生活体験や異世代交流を通して「生きる力」を育みます 

【自然観察会】【ほおば飯づくり】【防災】【星空観察会】 

【夏休みお楽しみ企画】【クラフト教室】【そば打ち教室】など 

はたちのつどい 新成人 二十歳の門出を祝うとともに東安居小学校の同窓会を開催予定 

地域の歴史勉強会 地区住民 地域に由来する歴史・文化・自然についての勉強会を開催します 

老～い！楽しもう 地区住民 
仲間同士、交流を深め生きがいのある生活を送りましょう。 

【健康講座】【音楽療法】など 

いきいき発酵ライフ 地区住民 
発酵食品を生活に取り入れよう 

【甘酒づくり】【レモンシロップ作り】【みそ作り】など 

男の料理 地区在住の男性 調理実習形式で行います。毎月第 3 土曜日開催予定。  

東安居力アップ！ 地区住民 スケットさんの勉強会や交流会を計画、地域力を高めましょう！ 

 

令和 2 年度 地区事業ご案内 

 

5 月１７日（日） 区民体育大会 (中止)  9 月 地区敬老会     区民体育大会 

地区防災訓練は 

中止です 

6 月 28 日(日) 地区防災訓練 (中止)  10 月 公民館まつり 

7 月 サ.いってこ祭    11 月 地区一斉清掃 

 ※今後の社会情勢により 予定が変更になる場合があります。  

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） 

対象 子ども～大人(健康でハイキングできる方) 

   ※幼児と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（リュックに入れてね） 

服 装 帽子、運動靴など 

野外活動にふさわしい服装 

申し込み 4/28(火)午後５時までに公民館へ 

男の料理 は 4 月・5 月は中止とい

たします。今後については未定です。 

歴史勉強会  
～地区域を貫流する足羽川と日野川～ 

日 時 5 月 19 日(火) 19:30～ 

ところ 東安居公民館  

講 師 斎川博之さん 

(市歴史ボランティア語り部) 

対象者 地区住民 

参加費 無料 

申し込み 5 月 10 日(日)までに公民館へ 

下市山は標高 260ｍ、下市町の里山です。東安居地区の

花と展望を楽しむミルキングコースは、登山初心者の方に

も楽しんでいただける登山コースで、地元の人はもちろ

ん、県外からも多くの登山愛好家達が訪れています。第二

展望所（標高 200ｍ）からは、白山や加越の山々とその

下に広がる福井市街を眺めることができます。 

二つの水流が地区にもたらしたもの

は？その恩恵と歴史について考えよう 

※新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受

けて、変更・中止になることがあります。 

新型コロナウイルス感染症拡大の影響を鑑み 

中止とさせていただきます。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和元年度不死鳥のねがい(福井市市民憲章)推進協議会 東安居支部実践活動報告 

市民憲章は、親切奉仕部門・健康増進部門・郷土美化部門、きまりを守る部門・文化教養部門の５つ

の部門があり、皆様からの協力金(1 世帯 50 円)をいただき、事業を行っています。令和元年度は、小学

校前や公民館前の花壇整備、花苗即売会、交通安全マスコット作り、歴史視察研修など行いました。 
 

令和元年度 東安居支部実践活動収支決算  

【収入】  （単位:円） 

項目 決算額 備考 

市補助金 44,000 不死鳥のねがい 

市民協力金 94,700 50 円×1,894 世帯 

繰越金 14,546  

計 153,246  

【支出】  （単位:円） 

項目 決算額 備考 

消耗品 77,712 花苗、土、花壇用品、交通安全マスコット材料、インク代 

会費 10,000 
福井を美しくする会、芝原を美しくする会、 

狐川流域まちづくり協議会 

旅費 10,000 視察研修バス代一部負担 

次年度繰越金 55,534  

計 153,246  

 

地区内美化活動     花壇整備 
 

【市民憲章の制定経緯と協力金の目的】 

 福井市は、昭和 20 年の戦災をはじめ震災・水

害とたび重なる災害を受けてきました。これら

幾多の災禍を乗り越え、全国でもまれな復興を

成し遂げてきました。 

 しかし、真に住みよいまちづくりには、市民一

人ひとりが社会を担う一員としての自覚を高

め、心を合わせ、手を取り合うことが必要不可欠

であることから、まちづくりの目標として、ま

た、すべての市民の心のよりどころとして、昭和

39 年 6 月 28 日（震災記念日）に市民憲章が制

定されました。その市民憲章の趣旨に基づいた

運動をより一層展開するために、市民の皆様か

ら協力金を募っています。 



公民館使用に関するお知らせ 

① 公民館の利用時間及び休館日 

平日及び土曜日 ９時～２１時  ※夜の予約のない場合は１７時閉館 

日曜日     ９時～１７時 

休館日    毎週月曜日及び第３日曜日・国民の祝日(月曜祝日の場合は翌実火曜が振替休館) 
 

② 使用受付 

各種団体６か月前、各自治会３か月前、その他１か月前の１日より受付開始 

予約は１週間まで受け付けます 

③ 使用料 

 自治会の会議や行事に関しては減免対象ですが、内容によっては有料となる場合があります 
 

④ 使用時の注意 

・営利を目的とした活動、特定の政党や宗教団体の宣伝活動、公序良俗に反する行為には使用不可 

・館内敷地内禁煙 

・使用後は原状復帰、清掃し、使用記録簿に終了時間、使用人数を記録すること 
 

⑤ 職員の勤務時間 

館長 火・水・金曜日 １３時～１７時 

主事 火～土曜日   ９時～１８時 （窓口対応は１７時まで） 

    日曜日     ９時～１７時 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

グループ名 曜日 時間 月会費 

書道 火曜（月 3回） ９:３０～１１:３０ 2,500円 

ズンバサークル 火曜（月 3回） 19:30～20:30 2,000円 800円/回 

太極拳 昼 水曜（月 4回） 13:30～15:30 2,500円 

詩吟Ｂ 水曜（月 4回） 13:30～１５:３０ 2,500円 

パレットサークル 第 3水曜（月 1回） １０：００～12:00 1,000円 

手織り教室 第２・４木曜（月 2回） 10:00～１２:００ 1,000円 

俳句会 第 3木曜（月 1回） １２:３０～15:３０ 500円 

３Ｂ体操 木曜（月 4回） １４:３０～１６:0０ 2,500円 

民踊Ａ 木曜（月 4回） 19:00～20:50 1,700円 

詩吟Ａ 木曜（月 4回） 19:００～２０:50 2,000円 

太極拳 夜 金曜（月 4回） １９:30～２０:５０ ５００円/回 

民踊Ｂ 土曜（月 4回） １３:３０～15:30 １５００円 

ベビーマッサージ 第 4水曜（月 1回） １０:００～１２:００ 1,200円 

親子 de リトミック～リトルランド～ 第 2金曜（月 1回） 10:30～１１:15 500円/回 

子ども太鼓 
水曜（月 4回） 19:00～20:50 

1,500円 
第 1日曜（月 1回） 10:00～12:00 

和楽器 circle 和楽～uta～ 土曜（月 4回） 19:00～２０:50 500円 

 お問い合わせは 東安居公民館 （℡35-9566）まで 

新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のため、公民館の全事業、自主グループの利用、貸館は当分の間、中

止となります。ご了承ください。なお、職員は通常通り勤務しております。窓口対応時間（9時～17時） 

＊職員のつぶやき＊未知なるウイルスの猛威に、先が見えず不安な毎日です。うつらない工夫はもちろん、それ以上にうつさな

いという意識を持たないといけない段階に入りましたね。みんなで知恵と情報を共有してこの苦境を乗り越えたいものです。 


