
 

 
 
 
 
 

 平成2４年度 公民館のお世話をして下さる方々（順不同 敬称略） 

町 名 氏 名 役 職 名 

―――――――    田村達映  一乗小学校 校長 

浄教寺町 ◎伊与国松 壮年代表 

安波賀中島町 ○吉川 孚 自治会連合会 会長 

浄教寺町 宮下正美 自治会長 

浄教寺町 谷口千代子 日赤奉仕団 分団長 

浄教寺町 坂下義博 体育振興会 会長 

浄教寺町 松田文代 主任児童委員 

浄教寺町 宮腰幸子 学級生代表 

東新町 

東新町 

伊与初夫 

酒井正義 

自治会長      

社会福祉協議会 会長 

東新町 酒井啓行 ふるさと交流館 代表 

東新町 

東新町 

久保田幹大 

高木すみ子 

子ども会育成会 会長 

女性代表 

東新町 藤田道子 JA女性部 部長 

鹿俣町 岩本勝次 自治会長 

鹿俣町 佐々木正信 青少年育成市民会議支部長 

西新町 山下康治 自治会長／エコ推進委員 

西新町 竹沢慎二郎 視聴覚委員 

西新町 前田昭浩 青壮年部代表 

城戸ノ内町 細田博三 自治会長／壮年代表 

城戸ノ内町 木村行雄 交通安全推進協議会 会長 

城戸ノ内町 齋藤時夫 学級生代表 

城戸ノ内町 石川幹子 女性代表 

安波賀町 平井邦夫 自治会長 

安波賀町 平井賢治 壮年代表 

安波賀町 吉田三恵 女性代表 

安波賀中島町 山下忠五郎 学級生代表 

安波賀中島町 辻 勝利 講座生代表（シルバー） 

安波賀中島町 吉田義量 男女共同参画推進委員 

安波賀中島町 吉川カズ子 学級生代表  

                 脇野辰美 一乗小 PTA会長 
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不死鳥のねがい   ～福井市市民憲章～ 

（昭和39年6月28定） 

私達は、福井の市民であることに誇りと責任を感じ、郷土の繁栄と幸福
を築くため、力を合わせ、不屈の気概を持って、このねがいをつらぬき
ましょう。 

            実践目標（平成 23 年 4 月～平成 25 年 3 月） 

１、 すすんで 親切をつくし 愛情豊かなまちを つくりましょう 

               【あいさつは まず私から 声かけよう】 

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 

               【家族で歩こう 心も体も健康に】 

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 

               【やめよう なくそう ごみのホイ捨て】 

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 

               【守ろう 地域のルール 住みよいマナー】 

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 

【見てふれて 知ろう ふくいの 文化と歴史】 

《福祉委員・保健衛生推進員のご紹介》 

浄教寺町     宮腰幸子 

東新町      塚原初美 

鹿俣町      辻岡幸子 

西新町      山本 陽子 

城戸ノ内町   細田由美 

安波賀町    木下留利子 

安波賀町中島町 吉川絹子 

 4 月より、地区の福祉委員の

方々が福井市社会福祉協議会よ

り委嘱されました。 

主な活動としては、民生委員と

の連携、高齢者や児童の災害時

要支援などです。地域での活動

よろしくお願いいたします。 

浄教寺町     高岡澄江 

東新町      橋本智子 

鹿俣町      辻岡幸子 

西新町      山本加代子 

城戸ノ内町    福岡美千代 

安波賀町     木下留利子 

安波賀町中島町 田中美恵子 

4 月より、地区の保健衛生推進

員の方々が福井市保健センター

より委嘱されました。 

主な活動は、市民による保健組織

の育成強化を図り母子保健事業、

成人保健事業、栄養改善事業の効

果を高め自主的な健康づくりの

実践を援助して頂きます。 
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平成 2４年度 不死鳥のねがい （福井市市民憲章） 

《一乗支部 決算報告》 

《収入の部》             （単位)：円 

項 目     金 額  備 考 
交付金    28,000  市より 
地区協力金  11,900 50 円×238 戸 
前年度      849   
預金利子       3        
 
合 計    40,752        
 

《支出の部》             （単位：円）                 

項 目     金 額   備 考 
報償費     8,000   交流会（副賞） 
印刷製本費   13,000  ゴミカレンダー、コピー代 
研修費        3,070   総会・研修会旅費 
消耗品費    15,812   花苗土・肥料代・他 
繰越金       870   次年度へ 
 
合 計     40,752     

 

＊活動報告＊ 

福井市市民憲章協力金（50 円）は、各支部で管理し実践活動と
して２つの運動に使われます。 

１． 郷土美化部門 ごみカレンダー配布・花苗等管理 

２． 健康増進部門 交流事業開催助成 

尚、ゴミカレンダーは、3 月下旬に各戸配布させていただきました。 

 

～ママさん！教室、始まるよ！！～ 

子育て支援事業と家庭教育学級と共催にて、ママと乳幼児のた

めの育児教室を計画いたしました。第 1 回目は、ママと赤ちゃん

の交流会とベビーオイルマッサージを開催いたします。 

日 時：５月 1１日（金）午後 1：30～ 

  会 場：一乗公民館  2 階ホール 

指導者：塚原敦子（助産師） 

会 費：5００円（オイル代他） 

持 参：バスタオル・着替え・おやつ･飲み物（ベビー用） 

＊申し込みは公民館まで連絡下さい。℡43－2001 

 

 

～休館日のお知らせ～   

 5 月 3 日・4 日・5 日・7 日・1３日（振替え休館日） 

1４日・２０日・2１日・２８日です。   

ご協力宜しくお願いします。 

平成２４年度の公民館活動について 
地区の皆さまには、公民館活動でいろいろとお世話になりありがとう

ございます。平成２４年度から公民館のお世話をしてくださる方々の任

期も新期になってのスタートです。 

 さて、年度も改まり、一乗地区での活動にも新たなエネルギーを期待

しているところであります。これまでの方針も尊重しながら、今年度は

何か新しい思考を取り入れる予定です。地区の皆様のご参加とご協力を

よろしくお願いいたします。    一乗公民館 館長 吉 川 実 明 

 

 

乳幼児用に絵本

を準備しました。 

ぜひ！ご利用し

て下さい。 


