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地区の団体の活動のお知らせ

「地域のたからさがし 作品募集」に多数のご応募をいただきありがとうござい
ました。
東安居地区には、自然や歴史や風景などたくさんの「たから」がありますが、
それに加えて地区で暮らす中で日常の中に溶け込んでいるような個人的な
“ふるさとの記憶（思い出）“や忘れたくない、伝えていきたい”おもい”も「たか
ら」としてご応募いただきました。
東安居地区で生まれ育った方や縁あって住むようになった方、また通勤や通
学など様々な形で地区と関わっている方など、それぞれが心の中に育んでいる
地域への郷土愛が作品という形になりキラキラと輝いています。
応募作品は公民館12月中旬頃まで展示しておりますので、是非ご覧いただ
いて、「東安居のたからもの」を一緒に感じていただければと思います。
なお、次の方々の作品について審査員特別賞を贈らせていただきます。
かなもりさん
ⅿｏｍｏ♡さん

「東安居ソング新聞」（郷土新聞）
「中学生の初々しい演奏に感動！
～コスモス畑の演奏会～」(手芸)
吉村忠与志さん 「聖観音菩薩」（資料）
きゅうかんばーさん「笑顔咲く あいさつたくさん 通学路」（川柳）
廣瀬利男さん「故郷（ふるさと）の 日野も足羽も 水澄めり」(俳句)
木村天周さん
「渡公園」（写真）

こども会育成会
11月21日（日）8：15～16：30
「トレインアドベンチャー」
＊受付は終了しています。
東安居地区自治会連合会
11月28日（日）8：00～9：30
「地区一斉清掃（小雨決行）」

小学校ＰＴＡ
11月28日（日）8：00～9：00
「資源回収」小学校プール横まで
お持込み下さい。回収時間は自治
会にお問合せ下さい。
長命会
11月28日（日）13：30～15：30
「みんで一緒にサンタを作ろう」
只今参加受付中。参加費￥300。

最後に、この企画にご賛同いただいた全ての皆様に厚く御礼申し上げ
ます。「地域のたからさがし」企画担当より

東安居地区の街づくりを
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
くは下記のＱＲコードやＨＰにアクセスしてご覧
ください。 東安居地区のまちづくりは、地区民
がより住みやすく、住んでいて良かった、住み
続けたいと思えるまちにをコンセプトに行ってい
ます。
ふるさとチョイス 福井

11月9日～15日は
秋の火災予防運動
・火災が発生しやすい時季となります。
火気の使用には十分注意しましょう。
・お年寄りや身体の不自由な人を火災
消防からの
お知らせ

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！

市ふるさチョイス

１１９番通報は火災や救急事故を

ホームページ

いち早く通報するためのものです。
火災情報の案内は

《お問い合わせ》
福井市まち未来創造室
０７７６－２０－５２３０
福井県福井市大手 3‐10‐1

℡25-9999をご利用ください。
福井市中消防署（℡２２－０１１９）

★東安居地区未来ビジョン★
つながる

ひろがる

東安居の輪

◎

地区住民がより住みやすく、住んでいて良かった、住み続けたいと思えるまちに
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～おさそいあれこれ～ お問合せ・お申込みは公民館へ☎35-9566 【ハッピー♡
【男の料理・そば打ち】
男女共同参画事業・地区社協敬老事業
と き：11月20日（土） 9：３０～12：30
ところ：東安居公民館
講 師：男の料理会員
定 員：10名
参加費：￥1,000（500ｇで6人前）
内 容：各自でそばを打ち、試食
申 込：11/10（水）10：00～電話で受付開
始定員になり次第又は11/16（火）〆切
持物：エプロン・三角巾・手拭き・マスク

【子育てポケット・そば打ち体験】
公民館家庭教育事業・地区社協敬老事業
とき：11月2７日（土）
9：３０～１２：３０
ところ：東安居公民館
講師：東安居地区おんちゃん・おばちゃん
参加費：1組￥１，０００（500ｇで6人前）
内容：そば打ち体験と試食
定員: 年中以上～６年生と保護者先着10組
申込：11/４（木）10：00～電話で受付開始、
定員になり次第又11/１９（火）午後５時〆切
持物：エプロン・三角巾・お手拭き・マスク
（tsubuyaki) 10月以降コロナ感染症拡大は
急速に終息している様相です。今年はインフルエ
ンザが流行るともいわれており、冬を迎えるにあ
たって油断せず、感染予防に努め、願わくばコロ
ナのない日常を早く迎えたいものです・・・・・・・・。

【いきいき発酵ライフ・手前みその会】

１１１１１１クリスマス】

とき：１２月４日（土）
①10:00～11：30
②14：00～15：30
ところ：東安居公民館
内容：クリスマスクラ
フト/お楽しみゲーム
コーナー/おりがみ
チャレンジイベント/
フルートアンサンブル
演奏会（演奏：アンサ
ンブル・リコ）
【YOUは何しにフランスへ？】
参加費￥300
オンライン出前講座 ～フランス編～
定員：①午前の部：未
市民憲章文化教養部門
就学児と保護者10組
と き：11月２５日（木） 19：30～20：30
②午後の部：小学１年
ところ：東安居公民館 2階和室
～６年生 15名＊小
受講料：無料 定員: 10名 対象：地区住民
学１、２年生は保護者
内 容：福井市から自治体国際化協会パリ事
同伴でお願いします
務所に派遣されている職員が、日常の仕事、
持物：内ズック・はさ
フランスの現状、歴史、文化、生活についてオ
み・マスク
ンラインでお伝えします。
申込：11月19日（金）
申 込：11/18（木）午後5時までにお電話で
午後5時まで
【お正月寄植え教室】市民憲章郷土美化部門「花いっぱい運動」
と き：12月22日（水）10：00～11：30
ところ：東安居公民館
講 師：見谷春美先生（見谷ナーセリー） 参加費：￥2,500（材料費）
定 員/対象者：15名限定/東安居地区内の成人
持 物：はさみ、園芸用作業軍手寄せ植えを持ち帰る袋
申 込：12/8（水）午後5時までにお電話で。定員になり次第受付終了
健康長寿事業
とき：1２月１日（水） １０：００～１１：３０
ところ：東安居公民館
講師：高来有紀先生（管理栄養士・野菜ｿﾑﾘｴ）
参加費：￥500
定 員: 先着１５名
内容：自家製味噌を未開封の方は樽ごと持参
自家製のない方は市販の味噌200ｇ持参
みそ玉作り・ヨーグルトみそ漬けを教わります
申 込：11/１０（水）10：00～電話で受付開始
持物：エプロン・三角巾・お手拭き・マスク

