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☆ごあいさつ☆  

陽春の候となりましたが、地区のみなさまには、ますますご清栄のこととお慶び申しあげます。 

 昨年度は、皆様の温かいご支援とご協力により公民館活動が順調に進められましたことを厚くお礼申し上げます。 

 新しくご就任いただきました公民館運営審議委員ならびに公民館協力委員のみなさまのもとで、平成26年度がスタート

いたしました。 

 公民館では地区の皆様の生涯学習の拠点として、よりよい「学習の場」「交流の場」「憩いの場」をめざしてより充実した

事業を推進してまいりたいと思っております。 

 本年度も皆様方の一層のご指導ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。 

   酒生公民館職員一同 

 

☆酒生公民館の教育事業です  

・家庭教育支援        ・郷土学 

・青尐年健全育成      ・若者の地域参加 

・環境意識の高揚      ・健康長寿 

・豊かな地域づくり      ・豊かな健康づくり 

・成人教育           

・防犯、防災安全な地域づくり 

年間を通し、充実した内容で実施していきます。 

随時、ちらしにてお知らせします！！ 

はじめまして 

酒生駐在所に新しく着任され 

ました寺島宏信駐在官です。 

酒生地区のみなさん 

どうぞよろしくお願いいたします 

 

みんな集まれ！ 酒生区民体育祭  

【月日】     ５月２５日（日） 

            雨天順延 ６月１日（日） 

【会場】    酒生小学校 校庭 

地区の皆さまの、ふるってのご参加とご協力を 

お願いいたします 

                    主催 酒生地区自治会連合会 

                        酒生地区体育振興会 

酒生公民館 ♪26年度わくわくプラン♪ 

☆公民館主催事業  

     ９月２８日 （日）いきいき文化祭  

          敬老感謝の集い・ふれあい福祉まつり  

    １０月１３日 （月）すんでよかった高齢者事業  

              （カーリング大会）   

２７年 １月 ３日 （土）年賀会  

     １月１３日（日）おめでとう二十歳パーティ―   

☆関連事業  

    ５月２５日（日） 区民体育祭（予備日６月１日）  

    ７月１９日（土） 遺跡まつり  

   １１月 ２日（日） 地区慰霊祭  

平成２６年度の事業計画です。  

地区の皆さまのご理解とご協力 

そして多数のご参加をお待ちいたしております。   

  

 ♪新学期がスタートしました♪ 

寒い冬を越し、桜がきれいに咲いています。 

日ごろは、子どもたちへの見守り活動にご協力いた

だきありがとうございます。 

今年度も子どもたちの安全・安心確保のため、地区

の皆さまのご協力をお願いいたします。 

 

                   青尐年育成福井市民会議 

酒生支部 

                



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

                           ☆公民館自主グループの紹介です☆ 

 

                              

   

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

酒生公民館ホームページ  

 

おかげ様でアクセス数が 

7,000 を突破！  

公民館事業の様子や新しい情報を地区の皆さんと共有でき

るように、継続的に発信していきたいと思っております。  

自宅のパソコンや携帯電話の画面からアクセスして、ぜひ公

民館活動にご参加下さい。  

 

 

 ☆ 申し込み・問い合わせ  酒生公民館  ＴＥＬ ４１－２５０３ ☆ 

不死鳥のねがい 福井市市民憲章   

     実践目標が新しくなりました （H26.4～H31.3） 

１ すすんで 親切をつくし 愛情ゆたかなまちを つくりましょう  

      （とどけよう 明るいあいさつ 感謝のことば） 

２ すすんで健康にこころがけ 明朗で活気あるまちを つくりましょう  

     （みんなで仲よく健康で 心も体もすこやかに） 

３、すすんで くふうをこらし 清潔で 美しいまちを つくりましょう  

     （とりくもう わが家とまちの 美化運動） 

４、すすんで きまりを守り安全で 住みよいまちを つくりましょう  

     （まなびあう 家庭の防犯 地域の防災） 

５、 すすんで 教育を重んじ 清新な文化のまちを つくりましょう  

    （わがまちふくい まなんで知って 誇りを持とう） 

 

平成２６年度 酒生公民館と地区のパイプ役の皆さんです（敬称略） 

（公民館事業の推進にご尽力いただきます。どうぞよろしくお願いいたします） 

 

 

地区の皆さまからいただきました、市民憲章協力金は 

下記のように使わせていただきましたので報告いたします。 

平成 25 年度 

不死鳥のねがい（福井市市民憲章）推進協議会 

酒生支部実践活動決算書 

H25.4.1～H26.3.31 

収入 

 

 

 

支出 

 

氏　名 所属団体
　金子兼三 酒生小学校
○加藤新市 自治会連合会
　宮越次二 まつり推進協議会
◎泉　幸枝 社会福祉協議会
　麋山亮一 子ども会育成会
　敬松雪枝 ガールスカウト
　宮浦邦也 市民会議酒生支部
　高山敏子 赤十字奉仕団
　寺前和夫 体育振興会
　村田忠一 民生児童委員
　橘　徳次郎 老人クラブ連合会
　宮本桂子 保健衛生推進員会
　高村昌裕 酒生小学校ＰＴＡ
　山形裕之

町　内　名 自治会長 自治会選出
栂　野　町 金牧　廣 戸田雅基
稲　津　町 川上定美 早見恒夫

荒木新保町 荒川治和 田中正己
荒　木　町 吉川義幸 川端英久
成願寺町 宮崎孝一 坂口和雄
篠　尾　町 加藤新市 田中光夫
高　尾　町 清水一幸 牧野順孝
前　波　町 堀田辰美 江端　謙
宿　布　町 粟井敏明 古市　学
高尾第一 水口孝信 斉藤茂文
篠 尾 台 小野秀治 山本好之

氏　　名 所属団体

高村敬治 交通安全協会

吉村　親 視聴覚委員

清水展子 食生活改善推進員会

山内倫代 ガールスカウト

細谷定雄 防犯隊

杉本武男 消防団

清水　愛 さこう工務店

米岡春幸 自主グループ

寺島宏信 酒生駐在官

西村英治 ＨＰ指導

項　　　目 決　算　額 備　考

市・補助金 36,000 福井市

地区協力金 42,850 875×５０円

雑　収　入 7 預金利息

繰　越　金 0
計 78,857

項目 決算額 備　考

消耗品費 74,089 花苗・ゴミ袋

印刷製本費 4,768 ゴミカレンダー

繰越金 0
計 78,857

グループ名 開催・曜日 時間 講師

書道 第１・３ １４：００～ 五十嵐禮子先生
火曜日

詩吟 毎週 ９：３０～ 久保田　賢先生
金曜日

民踊 第１・３ １３：３０～ 藤井鈴子先生
水曜日

囲碁 毎週 １３：００～ 竹内　巌（代表）
水曜日

水墨画 第２・４ １３：００～ 南部清治先生
火曜日

カラオケ 第２・４ １０：００～ 南　紀美栄先生
水曜日

☆狂犬病予防接種

５月２１日（水） 酒生公民館

午後　２：１５～２：３５

６月１８日（水） 午前　９：００～１０：５０

７月３０日（水） 午前　９：３０～１１：００
健康相談会
大腸がん検体回収

☆健康診断

特定検診・長寿検診・胃がん検診
肺がん検診・大腸がん検診


