福井市東安居公民館広報紙

公民館と LINE のお友達になろう！
QR コードを読み込んで
お友達追加してください。
公民館からのお知らせが届きます。

おめでとうございます
『東安居いきいき福祉フェア』のおしらせ
と き

９月１８日（日）

会場：東安居公民館

◆第１部：米寿を祝う会（９時００分～１０時３０分）
※招待者･･８８歳対象者（対象者には招待状をお届けします）
◆第２部：ふれあい福祉まつり（１０時３０分～１３時００分）
●簡易フレイルチェック＆健康体操
●各種相談コーナー（光包括支援センターによる）
●その他（作品展示、ゲーム、物販）
※詳しくはチラシをご覧ください

【福井市住民自治功労者市長表彰】
越間康雄様（下市町）
永年福井市行政嘱託員として
地方自治の振興に貢献されました

【第７３回市民スポーツ大会】
<全地区＞

〇ボウリング(女子) 優勝
〇テニス(男子）
準優勝
〇グラウンドゴルフ (女子) 準優勝
<第一部＞

〇バレーボール（女子） ３位
※日之出との連合チーム

【第７１回福井県消防操法大会 】
ポンプ操法の部出場
７/２３雨が降りしきる中での開催
となりましたが、選手は力強く果敢
に立ち向かい、日頃の訓練の成果
を存分に発揮し、素晴らしい操法
を披露しました。団員は固い絆に
より、様々な困難を乗り越え、チャレ
ンジを続け、一生忘れられない操
法大会となりました。 ご支援いた
だきました皆様、ありがとうござい
ました。（福井市消防団東安居分団）

７/３１地区まちづくり事業の一環として
行っている足羽川河川敷コスモス畑の
雑草駆除作業を行いました。当日は
大変に暑い中での作業でしたが、地区
の各種団体から約６０名の皆様にご協
力をいただきありがとうございました。
＜福井市男女共同参画推進みなみブロックより＞

第２回男女共同参画川柳コンテスト作品大募集
◆お題
「家事・育児での男女の協力」
「地域活動での男女の協力」
◆応募資格
福井市みなみブロックにお住いの方
(東安居･社北･社西･社南･清明･麻生津地区)
◆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設置)
◆賞
入選１０作品(１０月上旬に本人にご連絡) ※副賞あり
◆応募締切
令和４年８月３１日(水)午後５時
※詳細はみなみブロックの各公民館に設置された応募用紙をご覧ください

【東安居地区のまちづくりを応援してください！ 】

＜福井学事業｢郷土歴史勉強会｣＞

特 別 講 演 会 の お し ら せ
日 時
場 所
演 題

令和４年９月２５日(日)午前１０時～１２時
東安居公民館 ２階ホール
福井県文化財指定飯塚観音堂(法承寺)

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！詳しくは下の HP や QR コードにア
クセスしてご覧ください。

＜お問合せ＞福井市まち未来創造課☎0776-20-5230
福井県福井市大手 3-10-1
藤川明宏氏 （福井市立郷土歴史博物館学芸員）
※この記事の画像をスマートフォン等で
※詳しくはチラシ等でご案内します
市外のご親族やお知り合いにお送りください
◎令和 3 年度東安居地区指定のふるさと納税にご協力いただいた皆様に深く感謝いたします◎
東安居まちづくりスローガン

「聖観音菩薩像」の魅力

講 師

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
地区人口 6,６４６人（男 3,２8４人 女 3,３6２人） 3,0２０世帯 (令和４年７月１日現在)

発行：東安居公民館 （福井市飯塚町６－１８ ☎(0776)３５－９５６６ E.mail：hiago-k@mx1.fctv.ne.jp）
＊tubuyaki＊ますます暑さが厳しくなっていきます。感染症防止対策とともに熱中症にも気をつけてこまめな水分補給をして無理せず過ごしましょう(^^)/

【家庭教育事業／地域未来ビジョン｢地産地消と地域コラボのまち｣】

夕涼み会＆ひがしあごプチマルシェ

「そなえて安心～防災力アップ作戦～」

【くらし安全塾】

◎と

き

８月２７日(土)

午後５時～午後７時

9 月１日は｢防災の日｣。体験を通して“自助力”アップ！ ◎ところ 東安居公民館正面駐車場とピロティ
◎と き ９月１日(木) １０：００～１１：３０
◎内 容
●東安居地区で採れた野菜など
◎ところ 東安居公民館 ２階大ホール
●縁日ひろば(ゲーム、クラフトコーナーなど)
◎内 容 ●災害用伝言ダイヤル(171)体験
●キッチンカー(越前そばの里、はごろもシフォン）
●非常持ち出し袋のチェックと情報交換
※詳細はチラシをご覧ください ★内容は変更する場合があります★
●おためし‘防災検定’ など
◎対 象 地区にお住いの方 １０名
マイナンバーカードの出張申請受付を行います
◎受講料 無料
◎日 時 ９月２日（金）午前１０時から午前１２時まで
◎持ち物 ・お手持ちのスマートフォン
◎場 所 東安居公民館 ２階大ホール
・非常持ち出し袋
◎内 容 マイナンバーカードの申請、マイナポイント手続き
（避難する時に持ち出す物を入れてきてください） ◎持ち物 ①個人番号カードまたは個人番号通知書
②本人確認書類２点（運転免許書、健康保険証、
◎申込み 電話受付～8/25(木)午後５時まで
年金手帳など）
※詳しくはチラシをご覧ください
③住民基本台帳カード（お持ちの方のみ）
＜問合せ先：福井市役所市民課 ☎２０－５７３６＞

◆お問合せ・お申込み：東安居公民館まで（☎35-9566）

<公民館にお越しになる時は次のことにご協力ください >

マスク着用・検温・手指の消毒
〇休館日

月

8/１

火

２

水

木

３

４

５

新型コロナウイルス感染症

『福井県感染拡大警報』
９
１０

８

発令中 （～８/７）

＜ひがしあごっ子＞

休館日

モルックで
あそぼう

金

11
○

土

６

≪市接種推進課≫
新型コロナワクチン
３回目接種予約窓口
14:00～16:00

日

７
寺フェス‘２２
in 法承寺
1２:３0～1６:00

１２

１３

１４

１９

２０

21
○

休館日（山の日）

10:０0～1２:00

15
○

１６

１７

１８

≪市接種推進課≫
新型コロナワクチン
３回目接種予約窓口
14:00～16:00

休館日

○
22

２３

２４

２５
まちリハ
(独居老人みまもり)

「食事配食サービス」

○

２７

３０

３１

休館日
事業は社会情勢や諸事情により
変更や中止になる場合がございます

9/１

夕涼み会＆

プチマルシェ

≪市接種推進課≫
新型コロナワクチン
３回目接種予約窓口
14:00～16:00

２

1７:０0～1９:０0

※詳細は欄外

３

４

＜くらし安全塾＞

(福井市役所・市民課)

＜ひがしあごっ子＞

そなえて安心

｢マイナンバーカード｣

天体観測会

防災力アップ作戦

２８

(家庭教育・地域未来ビジョン )

1３:３0～1４:３0

休館日

29

２６

休館日

出張申請受付

土星を見よう

10:０0～11:30

10:00～12:00

19:０0～20:30

※詳細は欄外

※詳細は欄外

◎９月の休館日変更のおしらせ◎ ９月１１日(日)は休館日です（９月１８日(日)の振替休館）。ご理解とご協力をお願いします。

