
○ … 休館日
□ … 公民館講座 　
● … 団体＆自主グループ

１） 2） 3) 4) 5)
●リフレッシュヨガ ●囲碁クラブ ●すげ笠カンポの会

（10：30～） （13：30～） （15：00～） （9：00～） ●コカリナ

●きんもくせい （9：30～）

（19：00～） ●バレトン

●民謡さくら会 　　　　 （10：00～）

●絵手紙ほととぎす

●図書サークル （13：30～）

（19：30～） 　　　　

6) 7 8） 9） 10) 11 12）
●囲碁クラブ 休館日 ●コカリナ

（9：30～） （15：00～） [山の日] （9：30～）

●リフレッシュヨガ ●バレトン
（10：30～） （19：00～） 　　　　（10：00～）

●民謡さくら会

●さわやか体操

13） 14 15） 16） 17） 18） 19）
休館日 ●リフレッシュヨガ ●囲碁クラブ ●すげ笠カンポの会

（9：00～） （10：30～） （15：00～） （9：00～） （9：00～）

（19：30～）

□東っ子自然たんけん隊 □夏休み子供フェスタ

（19：30～）

□健康体操（小羽 ）

●イーストプレジデント

（19：30～）

土

□　IT講座 ☆行政文書配布日

●イーストプレジデント
　　　（１４：00～）

日 月 火 水 木 金

（9：00～） （10：30～） （15：00～） （9：00～） （9：00～）

●きんもくせい ●すげ小物の会 ●コカリナ
（19：00～） （9：30～） （9：30～）

●民謡さくら会 ●もくせい読書会 ●バレトン
（13：30～） 　　　　（10：00～）

●図書サークル
（19：30～） （13：30～）

●絵手紙ほととぎす

　　　　 （13：30～）

20 21 22） 23） 24） 25） 26）
休館日 休館日 ●リフレッシュヨガ ●コカリナ

（10：30～） （13：30～） （13：00～） （9：30～）

●民謡さくら会 ●バレトン
（15：00～） 　　　　（10：00～）

●さわやか体操
（19：00～）

27） 28 29） 30） 31）
休館日 ●リフレッシュヨガ

（10：30～） （13：30～） （15：00～）

●民謡さくら会
（19：00～）（19：30～）

●イーストプレジデント

（19：30～）

□　IT講座 ●囲碁クラブ

●イーストプレジデント

（19：30～）

□まちづくりワークショップ

□　IT講座 ●エコクラフトクラブ

●囲碁クラブ
（19：30～）

●イーストプレジデント
　　　（１４：00～）

すげの郷サマーフェスタ 広報の訂正
７月５日に配布しました。すげの郷サマーフェスタの

チラシ内にフェニックス祭りの日程を記載しておりま

したが、日にちが間違っておりましたので、お詫びし

て訂正致します。

【正式日程】

・８/４（金）福井フェニックス花火

・８/５（土）民謡・YOSAKOIイッチョライ

・８/６（日）１００万人のためのマーチング

すげの郷サマーフェスタ 広報の訂正
７月５日に配布しました。すげの郷サマーフェスタの

チラシ内にフェニックス祭りの日程を記載しておりま

したが、日にちが間違っておりましたので、お詫びし

て訂正致します。

【正式日程】

・８/４（金）福井フェニックス花火

・８/５（土）民謡・YOSAKOIイッチョライ

・８/６（日）１００万人のためのマーチング



主催：社会部H29年度 6･7月 公民館事業 報告

６月１７日（土）今回は、北陸税理士会 福井支部よ

り税理士の伊藤雅之氏をお招きしました。人生の色々

な節目にはお金がかかると同時に税金も大きく関わっ

てきます。そんな時の為に医療費控除や相続関係など

に関する税金についてお話して頂きました。

【参加者の感想】生きていく中で税金とは離れられな

いものなので、色々と説明して下さり、勉強になりま

した。よくある事例に基づいて説明して下さったので、

分かりやすかった。

清水東公民館

地域支援部

サポーター：１０名 児童数：３５名

参加者:２２名

(パソコン講座)

清水東地区自主防災

組織連絡協議会

平成２９年度

市民IT事業

参加者:８名

６月２１日、２８日、７月１９日 全１０回のうち

３回IT講座を行いました。初回は、文字入力等のパ

ソコンの基本動作。２,３回はWordでの文書作成を学

習しました。機能は沢山あるもののほとんどを使い

こなせていないのが現状。今まで、もどかしく感じ

ていた操作も、機能を知る事でパソコンを有効的に

つかえるようになったようです。

次回は、エクセルの基礎。

ご希望の方は参加して下さい。

第１次避難所:６５８名

　

主催：社会部H29年度 6･7月 公民館事業 報告

６月１７日（土）今回は、北陸税理士会 福井支部よ

り税理士の伊藤雅之氏をお招きしました。人生の色々

な節目にはお金がかかると同時に税金も大きく関わっ

てきます。そんな時の為に医療費控除や相続関係など

に関する税金についてお話して頂きました。

【参加者の感想】生きていく中で税金とは離れられな

いものなので、色々と説明して下さり、勉強になりま

した。よくある事例に基づいて説明して下さったので、

分かりやすかった。

清水東公民館

地域支援部

サポーター：１０名 児童数：３５名

６月２８日は、ニュースポー

ツを体験！福井市スポーツ推

進協議会より講師に来て頂き、

氷上ではないカーリング。床

上で行う「カローリング」に

挑戦。初めてのスポーツにも

関わらず、すぐにルールを覚

えて、チーム対抗戦に盛りあ

がっていました。

参加者:２２名

６月２５（日）防災訓練の早朝に長野県で震度５弱

の地震が発生。最近、震度５クラスの地震が相次い

でおり、身近に感じながらの訓練になりました。

(パソコン講座)

清水東地区自主防災

組織連絡協議会

毎週水曜日に開催している放課後子ども教室。学校

でも家庭でも見られない子供たちの姿があります。

６月２１日は、ビオトープ

生き物観察。あいにくの雨

で、室内で昆虫勉強会をし

ました。トンボだけでも沢

山の種類がいる事が分かり

子ども達も驚いていました。

平成２９年度

市民IT事業

参加者:８名

６月２１日、２８日、７月１９日 全１０回のうち

３回IT講座を行いました。初回は、文字入力等のパ

ソコンの基本動作。２,３回はWordでの文書作成を学

習しました。機能は沢山あるもののほとんどを使い

こなせていないのが現状。今まで、もどかしく感じ

ていた操作も、機能を知る事でパソコンを有効的に

つかえるようになったようです。

次回は、エクセルの基礎。

ご希望の方は参加して下さい。

７月５日は、「ワールド

ゲーム」マレーシア出身の

留学生講師をお呼びして、

マレーシアの文化や食生活、

遊びを教えてもらいました。

消しゴムを使った遊びは、

手軽にできるあそびで、学

校で流行る予感が…。

第１次避難所:６５８名

小学校の校庭に設置され

ている非常用貯水装置に

は東地区住民の３日間分

の飲料水が備蓄されてい

ます。非常時の使い方を

説明して頂きました。

意外と知られていない三角巾の

使い方。非常時に備え実際に風

呂敷を使ってみました。

婦人会による炊出し訓練。おに

ぎり８０人分を作り、停電時に

でも炊けるよう薪ストーブでお

湯を沸かし、ポリ袋でご飯を炊

いてみました。

福井工大の先生の指導

のもとに、加工した空

き缶に消毒用アルコー

ルを入れたアルコール

バーナー。ご飯も炊け

る火力があり、ご飯が

おいしく炊けました。
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チームカトレア 参加者:９名

全４回シリーズ、昔の着物をほどいた古布をリメ

イクして、くらしの中に楽しみと癒しを取り入れ

る企画で始まった講座。６月２９日、７月１３日

夏の２回は、金魚と朝顔に挑戦。型紙に合わせ

切った布を一つ一つ丁寧に縫い上げていく作業に

は、四苦八苦し、まる２日間かけて仕上げた方も

いたそうです。できあがった作品は可愛らしく、

苦労も忘れてしまいます。次は９/２８と１０/２

６にクリスマスに向けた小物を作ります。

各回参加者:８名

東っ子自然たんけん隊

７月２日（日）今年もすげの郷サマーフェスタで体験ブースを

出します！昨年は、「ペットボトルけん玉づくり」でしたが、

さて今年は何をしようか…？隊員みんなでアイデアを持ち寄っ

て相談しました。小さい子でも、男の子女の子でも関係なく作

れる「写真立てデコレーション」と「飛び跳ねおもちゃ」に決

定しました。当日の役割分担、準備するもの、集合時間などを

決め、看板も作り上げました。アイデアから計画・運営まで自

分たちで考える事で、やりがいも増し、当日が楽しみです☆彡

参加者:８名

↑夢中になった木こり体験

清水東公民館

ふるさと環境部

今さら聞けないパソコンのこと

IT講座(Word,Excel)

平成２９年度 市民IT事業

日 時： ７月２６日

８月 ２日、２３日、３０日

９月１３日、２０日、２７日

※全日程水曜日

※時間はチラシ参照

※１回２時間程度
会 場： 清水東公民館

参 加 費 ： 各回３００円（当日集金）

持 ち 物 ： パソコン

７月８日（土）昨秋に植えた花を撤去して、新しくブルーサルビア、

ケイトウ、ベコニアなどを植えました。茂っていた桑の木もきれい

に剪定して、風通しも良くなりました。又、きれいになった花壇を

お楽しみください。チームカトレアの皆さま、暑い中有難うござい

ました。

チームカトレア 参加者:９名

全４回シリーズ、昔の着物をほどいた古布をリメ

イクして、くらしの中に楽しみと癒しを取り入れ

る企画で始まった講座。６月２９日、７月１３日

夏の２回は、金魚と朝顔に挑戦。型紙に合わせ

切った布を一つ一つ丁寧に縫い上げていく作業に

は、四苦八苦し、まる２日間かけて仕上げた方も

いたそうです。できあがった作品は可愛らしく、

苦労も忘れてしまいます。次は９/２８と１０/２

６にクリスマスに向けた小物を作ります。

各回参加者:８名

東っ子自然たんけん隊

７月２日（日）今年もすげの郷サマーフェスタで体験ブースを

出します！昨年は、「ペットボトルけん玉づくり」でしたが、

さて今年は何をしようか…？隊員みんなでアイデアを持ち寄っ

て相談しました。小さい子でも、男の子女の子でも関係なく作

れる「写真立てデコレーション」と「飛び跳ねおもちゃ」に決

定しました。当日の役割分担、準備するもの、集合時間などを

決め、看板も作り上げました。アイデアから計画・運営まで自

分たちで考える事で、やりがいも増し、当日が楽しみです☆彡

参加者:８名

↑夢中になった木こり体験

まだ若干名の空きがあります

お申込みは公民館まで

Tel：９８－４５１０

清水東公民館

ふるさと環境部

夏休み子どもフェスタ

清水東地区子育て支援委員会

清水東地区子ども会育成会

日 時： ８月１９日（土）

９：００～１２：００

会 場 ： 清水東公民館

参 加 費 ： 大人２００円、小学生１００円

幼児無料

持 ち 物 ： 水筒、エプロン、三角巾

対 象 ： 小学生・幼児・その保護者

ピザ作り＆サイエンスショーを行います。

お問合せは公民館まで

Tel：９８－４５１０

清水東地区自治会連合会

清水東公民館

みんなが想う 清水東の夢を

具体化してみよう！

日 時 ： 第２回 ８月１９日（土）

１３：３０～１５：３０

第３回１０月ごろ

会 場 ： 清水東公民館

参 加 ： おおむね小学高学年以上

詳細は、８月５日

にチラシを

全戸配布します。

Part2

今さら聞けないパソコンのこと

IT講座(Word,Excel)

平成２９年度 市民IT事業

日 時： ７月２６日

８月 ２日、２３日、３０日

９月１３日、２０日、２７日

※全日程水曜日

※時間はチラシ参照

※１回２時間程度
会 場： 清水東公民館

参 加 費 ： 各回３００円（当日集金）

持 ち 物 ： パソコン

７月８日（土）昨秋に植えた花を撤去して、新しくブルーサルビア、

ケイトウ、ベコニアなどを植えました。茂っていた桑の木もきれい

に剪定して、風通しも良くなりました。又、きれいになった花壇を

お楽しみください。チームカトレアの皆さま、暑い中有難うござい

ました。

チームカトレア 参加者:９名

全４回シリーズ、昔の着物をほどいた古布をリメ

イクして、くらしの中に楽しみと癒しを取り入れ

る企画で始まった講座。６月２９日、７月１３日

夏の２回は、金魚と朝顔に挑戦。型紙に合わせ

切った布を一つ一つ丁寧に縫い上げていく作業に

は、四苦八苦し、まる２日間かけて仕上げた方も

いたそうです。できあがった作品は可愛らしく、

苦労も忘れてしまいます。次は９/２８と１０/２

６にクリスマスに向けた小物を作ります。

各回参加者:８名

東っ子自然たんけん隊

７月２日（日）今年もすげの郷サマーフェスタで体験ブースを

出します！昨年は、「ペットボトルけん玉づくり」でしたが、

さて今年は何をしようか…？隊員みんなでアイデアを持ち寄っ

て相談しました。小さい子でも、男の子女の子でも関係なく作

れる「写真立てデコレーション」と「飛び跳ねおもちゃ」に決

定しました。当日の役割分担、準備するもの、集合時間などを

決め、看板も作り上げました。アイデアから計画・運営まで自

分たちで考える事で、やりがいも増し、当日が楽しみです☆彡

参加者:８名

↑夢中になった木こり体験

まだ若干名の空きがあります

お申込みは公民館まで

Tel：９８－４５１０

清水東公民館

ふるさと環境部

夏休み子どもフェスタ

清水東地区子育て支援委員会

清水東地区子ども会育成会

日 時： ８月１９日（土）

９：００～１２：００

会 場 ： 清水東公民館

参 加 費 ： 大人２００円、小学生１００円

幼児無料

持 ち 物 ： 水筒、エプロン、三角巾

対 象 ： 小学生・幼児・その保護者

ピザ作り＆サイエンスショーを行います。

お問合せは公民館まで

Tel：９８－４５１０

清水東地区自治会連合会

清水東公民館

みんなが想う 清水東の夢を

具体化してみよう！

日 時 ： 第２回 ８月１９日（土）

１３：３０～１５：３０

第３回１０月ごろ

会 場 ： 清水東公民館

参 加 ： おおむね小学高学年以上

詳細は、８月５日

にチラシを

全戸配布します。
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