
一乗谷 

 
～ 一乗公民館の休館日のお知らせ ～ 

◇5月の休館日◇ 
    3日、5日、6日、12日、18日、19日、26日 

開館時間午前 9：00～午後 6：00  
【但し、日曜日は 5時に閉館となります】 
（毎週月曜日．第 3日曜日．祝日．月曜日祝日の翌日） 

≪ 就任のごあいさつ ≫ 

このたび４月１日付けで一乗公民館 主事として着任しました 

松田芳味です。地域の皆様のご指導のもと笑顔で努めていきたいと

思っています。よろしくお願いいたします。 

                         

 

 

  

≪ 退任のごあいさつ ≫ 

この度、３月３１日付けで一乗公民館 主事を退職いたしました。 

在職中は温かいご指導とご厚情を賜り楽しく有意義に過ごすこ

とができましたこと心からお礼申し上げます。公民館事業を通して

人と人との出会いやつながりの中で生かされていることを一から

学ばせていただいたことは私の大切な財産です。これからはこれま

でに得た経験と多くのすばらしい方々の良き思い出を大切に感謝

の気持ちで、人生を歩んでまいりたいと思います。 

石田洋子 

       

 

 

  

 

 

                               

 

     

   平成26年度 公民館のお世話をしていただく方々      ４月現在 

番号 自治会名 氏 名 役 職 名  

1 ―――――――  和田 敏二 一乗小学校校長  

2 東新町 ◎山口 藤章 壮年代表  

3 鹿俣町 〇佐々木 正信 自治会連合会 会長  

4 浄教寺町   齋藤 隆秀 自治会長  

5 浄教寺町  伊与 国松 壮年代表  

6 浄教寺町  谷口千代子 学級生代表  

7 浄教寺町  松田 文代 女性代表  

8 浄教寺町  宮腰 幸子 学級生代表  

9 東新町  酒井 祐治 自治会長  

10 東新町  酒井 正義 社会福祉協議会 会長  

11 東新町  酒井 啓行 ふるさと交流館 代表  

12 東新町  橋本 智子 女性代表  

13 鹿俣町  竹内 俊二 体育振興会 会長  

14 鹿俣町  朝倉 由美子 赤十字奉仕団一乗分団長  

15 西新町  上野 哲夫 自治会長  

16 西新町  竹沢慎二郎 視聴覚委員  

17 西新町  山下 康治 エコ推進委員  

18 西新町  前田 昭浩 青壮年代表  

19 城戸ノ内町  岸田 泰雄 自治会長  

20 城戸ノ内町  細田 博三 壮年代表  

21 城戸ノ内町  木村 行雄 交通安全推進協議会 会長  

22 城戸ノ内町  齋藤 時夫 学級生代表  

23 城戸ノ内町  細田 真宏 育成会 会長  

24 城戸ノ内町  石川 幹子 女性代表  

25 安波賀町  吉川 武男 自治会長  

26 安波賀町  吉田 三恵 女性代表  

27 安波賀町  平井 賢治 壮年代表  

28 安波賀中島町  吉川 彰一 自治会長  

29 安波賀中島町  吉田 義量 児童クラブ事務局/小学校PTA会長 

30 安波賀中島町  吉川 きよみ JA女性部部長 

31 安波賀中島町  辻  勝利 講座生代表 

32 安波賀中島町  山下 忠五郎  学級生代表 
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《平成 25年度 不死鳥のねがい》  
 

福井市市民憲章推進協議会   

一乗支部事業決算報告書 
協力金（一戸、50 円）は、各支部で管理し実践活動
として使わせて頂いています。 
☆郷土美化部門として年間ゴミカレンダー全戸配布、
花苗購入、公民館大掃除など 

☆健康増進部門として交流事業 

＊収入の部               単位：円 

項  目 金  額 備  考 

交付金 ２８，０００ 福井市より 

地区協力金 １１，８００ 50円×236戸 

繰越金 ２８８ 前年度 

預金利子 ３  

合  計 ４０，０９１  

＊支出の部               単位：円 

項  目 金  額 備  考 

■郷土美化部門   

印刷費 １１，０００ 全戸配布ごみカレンダー 

消耗品費 ２１，０４４ 花苗、大掃除、空き缶ひろい 

   

■文化教養部門 ６，９００ 研修旅費 

繰越金 １，１４７ 次年度へ 

合  計 ４０，０９１  

 

～活動報告～ 

福井市市民憲章協力金（一戸、五〇円）は、各支部で管理し実践、

活動として使わせて頂いています。 

★郷土美化部門、年間ごみカレンダー全戸配布・花壇（花苗助成）プラ

ンター用花苗など  

★健康増進部門、・小学校生徒（卒業記念品）など。 

 

不死鳥のねがい（福井市市民憲章） 

       実践目標（平成 26 年 4 月～平成 31 年 3 月） 

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 

               みんな仲良く健康で 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 安全で済みよい まちを つくりましょう 

               まなびあおう 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 

（昭和 39 年 6 月 28 日制定） 

４月５日（土）赤十字奉仕団 一乗分団「総会」が開催され参加者は 25
名でした。「災害時に役に立つ避難所生活の支援」と題して講師は日本
赤十字社 福井県支部 業務推進課長 高久秀二氏の講習会でした。 

≪ 赤十字奉仕団員 信条 ≫ 
・全ての人々の幸せを願い、陰の力となって人々に奉仕する 
・常にくふうして人々のために、よりよい奉仕ができるように努める 
・身近な奉仕をひろげ、すべての人々と手をつないで、世界の平和に 
つくす 

この様な信条に基づき、自分たちが出来る奉仕を心がけましょう。 

＊講習会の様子です。団員の白いかっぽー着がとても新鮮で似
合っていますね！！ 

～5 月休館日のお知らせ～ 

3 日（憲法記念日）、4 日（みどりの日）、5 日（こどもの日）、

6 日（振替休日）、12 日、18 日（家庭の日）、19 日、26 日 


