令和２年度

地区敬老会 中止のお知らせ

新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のため、９月開催予定の
「令和２年度地区敬老会」は、中止とさせていただきます。
楽しみにされていた皆さまにはご迷惑をおかけします。何卒、
ご理解のほどよろしくお願いいたします。
尚、令和２年度の対象者は、自治会加入世帯の７６歳以上の方
（昭和１９年１２月３１日までに生まれた方）です。

東安居地区自治会連合会 会長 前田 岳志
東安居地区社会福祉協議会 会長 竹内 清
【新型コロナウイルス感染症対策に伴う避難所の変更について 】

当分の間、災害時の当地区の避難所は全て（水害時も）

東 安 居 小 学 校になります
ご不便をおかけしますが、感染拡大防止のため、
みなさまのご理解とご協力をお願いします。
※非常持出し袋に、アルコール(消毒用)、
マスク、体温計など感染症対策に必要な
ものを忘れずに追加しておきましょう。
いざという時に安心ですよ(^^)/

２日、まちづくり事業の一環と
して、足羽川左岸河川敷にお
いてコスモス畑の雑草駆除を
行いました。地区の各種団体
より５０名が参加。お陰様で順
調に作業が進行し、きれいに
整備されました。ご協力いた
だいた皆様ありがとうござい
ました。順調にいけば 9/20～
10/20 頃に開花予定です。
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９月９日は「救急の日」
正しい１１９番通報！
適正な救急車の利用をお願いします！

◆日 時 令和２年９月４日(金)
◆時 間 午前９時３０分から１２時まで
◆場 所 東安居公民館 ２階大ホール
◆問合せ先 福井市役所市民課（ ２ ０ － ５ ７ ３ ６ ）
※詳しいことは
回覧をご覧ください

＜東安居小学校 PTA より＞令和２年度第１回資源回収について

日時

９月６日(日)8:00～9:00（雨天決行）※詳しくは回覧をご覧ください

＜福井市男女共同参画推進みなみブロック＞

男女共同参画川柳 大 募 集

～お題 「家事・育児での男女協力」～

◆応募資格
福井市みなみブロック(東安居・社北・社西・社南・清明・麻生津地区)在住の方
◆応募締切
令和２年９月３０日(水)午後５時まで（ただし、郵送の場合は当日消印有効）
◆応募先・方法 応募用紙にて投稿（応募用紙、応募箱はみなみブロックの各公民館にあります）
◆賞
入賞は１０作品程度。★副賞あり
◆結果発表
１１月上旬、入賞者にご連絡します。作品は公民館だより等へ掲載いたします。
※詳細は、公民館設置の応募用紙をご覧ください

･･･

けがや病気などで本当に救急車を必要とする人のため
にも、救急車の適正利用にご協力とご理解をお願いします。
新型コロナウイルス感染拡大を防止しつつ、適切な救急
業務を行うため、通報時に通常お聞きする内容に追加して、
新型コロナウイルス感染の可能性がないかの聞き取りを
実施しています。ご理解、ご協力をお願いします。
《お問い合わせ先》福井市中消防署【℡ ２２―０１１９】

『マイナンバーカード』の
出張申請受付を行います
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お問合せ・お申込みは
東安居公民館
☏３５－９５６６
(窓口対応は１７時まで)

◆◇アートワークショップ／ひがしあごっ子◇◆
～自分だけの貯金箱“風車の家”をつくろう♪～
日 時：８月７日(金) 2 階ホールにて
10:00～1１:３0（色塗り）
14:00～15:30（組立て）
講師：川﨑 栄祠 さん 対象：小学生とその保護者

◆◇親子リフレッシュ★ヨガ／子育てポケット◇◆
日 時：８月２１日(金) 10:00～1１:３0
場 所：東安居公民館 ２階ホール
講 師：江ノ上 尚美 さん（ヨ ガイ ン ス トラ ク タ ー）
対 象：乳児とその保護者
定 員：１０組（定員になり次第受付は終了します）
持ち物：汗拭きタオル、飲み物、動きやすい服装
参加費：無料
申込み：8/14(金)午後５時までに公民館へ

公民館に来る前に、ご自宅で必ず検温してください。
検温をして来なかった方は、入り口で公民館職員が測
定いたします。体温が３７度以上ある方やマスクを着
用していない方は入館をお断りしています。

令和２年度東安居地区
グラウンドゴルフ・マレットゴルフ交流会

＜東安居体育振興会よりおしらせ＞

ニュースポーツの中で最もポピュラーで人気の高い
競技です。ご家族・お友達・ご近所・仲間同士・より多
くの地区の方々にご参加頂き、共に楽しみましょう。
日 時：８月３０日(日) 午前９時開始（大雨中止・小雨決行）
会 場：福井市グラウンドゴルフ場（安田町）
対 象：東安居地区民 ※参加者はマスク着用をお願いします
申込み：8/8(土)午後５時までに東安居公民館内
体育振興事務局まで（参加申込書は公民館）
競技方法：①個人戦・団体戦（グループ分けは体振で行う）
２４ホールストロークプレイ
②各ホールポストのスタート地点より
スティックでボールを打ち、何打でホール
ポストにボールを入れるかを競います
表 彰：個人の部・団体の部
飛び賞（数本）・参加賞
その他：詳細は当日会場にて説明します

◆◇笑って笑ってストレス解消！／老～い、楽しもう！ ◇◆
楽しく体を動かして、リフレッシュしましょう♪
日 時：８月２６日(水) 10:00～1１:３0
場 所：東安居公民館 ２階ホール
講 師：山村 恵子 さん（仁愛大学非常勤講師）
対 象：地区にお住いの方ならどなたでも歓迎！
定 員：２０名限定（定員になり次第受付は終了）
＜ズンバサークルよりおしらせ＞
持ち物：汗拭きタオル、飲み物、動きやすい服装
参加費：無料
免疫力アップ⤴
申込み：8/1５(土)午後５時までに公民館へ
火曜の夜は「ワンコインフィットネス♪」
《８月の予定》
6 日(木)
7 日(金)
２１日(金)
２６日(水)
２７日(木)
３０日(日)

デイホーム（なの花サロン）
アートワークショップ（ひがしあごっ子）
親子リフレッシュヨガ(子育てポケット)
笑って笑ってストレス解消！
食事サービス（配食）
国勢調査説明会

《９月の予定》
4 日(金)
6 日(日)
10 日（木)
12 日(土)
13 日(日)
15 日(火)
19 日(土)
20 日(日)
24 日(木)
25 日(金)

マイナンバーカード出張申請受付
資源回収（8:00～小学校プール横）
デイホーム（なの花サロン）
国政調査事前審査会
〃
歴史勉強会
男の料理（アウトドアクッキング）
狐川清掃
食事サービス(配食)
スティックリング

【休館日】
８月
3・10・11・16・17・24・31 日
９月
7・14・20・21・22・23・28 日

★☆ヨガ初級☆★ 火曜 １９：１５～２０：００
自粛生活で体が硬くなっていませんか？
少しずつ体をほぐして柔軟性を高めましょう。
◇指導者：ＳＡＹＵＲＩ
◇持ち物：マット（ない方はバスタオル）、飲み物

★☆ズンバサークル☆★ 火曜 ２０：０５～２０：５０
ズンバは世界中で愛されているダンスフィットネス♪
タレントの早見優さんもハマっていらっしゃいます♡
上手く踊れなくても大丈夫！ノリのいい音楽に合わせ
て体を動かせばスッキリ爽快！消費カロリーＮｏ．１！
コロナ太り解消しましょう(^^)/
◇指導者：ＳＡＹＵＲＩ
◇持ち物：内ズック、飲み物、汗拭きタオル
◆開催日：８月４日、１８日、２５日（予定）
◆参加費：1 人５００円 ◆定 員：各回２０名まで
※運動しやすい服装でお越しください
※ヨガのみ、ズンバのみのご参加でも構いません
※人数制限がございます。事前に公民館へお問合わせください。

