
５月公民館休館日と祝日のお知らせ 

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）、11 日(月)、17 日（日）、25 日（月） 

 

 

 

 

 

 

第 60 回全国「植樹祭」時に天皇皇后両陛下がお手播きさ

れました苗木（きたこぶしの苗木）が西新町の中州に定植さ

れこの時期には、連合会と公民館を中心に草刈りなど管理を

しています。この度、下記の日程で地区内に呼びかけ作業を

実施することとなりましたので、地区の皆さんへお手伝いを

お願いいたします。ぜひ！ご協力下さい。  

日 時 ：５月 31 日（日）午前 8：00～ 

  集 合 ：一乗公民館  

場 所 ：一乗谷川 中州（西新町） 

持 参 ：草刈り機、汗拭きタオル、帽子 

＊ボランティアの方！大歓迎！ 

   

 

 

 

 

 

                   

番号 自治会名 氏 名 役 職 名 

1 ―――――――  和田 敏二 一乗小学校校長 

2 鹿俣町 ◎佐々木  正信 青少年市民会議 支部長 

3 安波賀中島町 ○山下 忠五郎 自治会連合会 会長 

4 浄教寺町  梅田  文武 自治会長 

5 浄教寺町  伊与 国松 壮年代表 

6 浄教寺町  松田 文代 女性代表／エコ推進委員 

7 浄教寺町  伊与 正博 清流大学 学級長 

8 浄教寺町  宮腰 幸子 せせらぎ学級 学級長 

9 東新町  塚原 美敏 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  伊与 啓一 育成会 会長 

12 鹿俣町  朝倉 光宣 自治会長 

13 鹿俣町  辻岡 悦男 ふるさと交流館 代表 

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 勝巳 自治会長 

16 西新町  竹沢慎二郎 視聴覚委員 

17 西新町  上野 哲夫 防犯隊長 

18 西新町  西田 忠男 消防団長 

19 西新町  前田 昭浩 青壮年代表 

20 城戸ノ内町  福岡 孝市 自治会長 

21 城戸ノ内町  細田 博三 壮年代表 

22 城戸ノ内町  木村 行雄 交通安全推進協議会 会長 

23 城戸ノ内町  齋藤 時夫 学級生代表 

24 城戸ノ内町  細田 国雄 体育振興会 会長 

25 城戸ノ内町  岸田 真一 一乗小PTA 会長 

26 城戸ノ内町  福岡 美千代 保健衛生推進員 会長 

27 城戸ノ内町  石川 幹子 女性代表 

28 安波賀町  木下 好美 自治会長 

29 安波賀町  吉川 武男 エコ推進委員 

30 安波賀町  吉田 三恵 女性代表 

31 安波賀町  平井 賢治 壮年代表 

32 安波賀中島町  吉田 義量 男女共同参画推進委員 

33 安波賀中島町  吉川 きよみ JA女性部長 

34 安波賀中島町  辻  勝利 学級生代表 

 ◎…運営審議委員長 ○…運営審議副委員長              （順不同 敬省略） 

実施予定月日 事業予定内容 

4月 1８日（土） 地区費「監査」 

 25日（土） 公民館「総会」 

  各学級運営委員会／準備委員会 

５月  各学級 開講式 

6月 28日（日） 一乗地区自主防災訓練 

７月 25日（土） 一乗谷ふれあい夏まつり 

９月 2７日（日） 彼岸まつり ・公民館まつり 

         ・ 敬老会 

・  小地域福祉まつり 

10月 １１日（日） 一乗地区体育祭開催 

 1２日（月） 第５回 三峯城跡探索ウォーク 

11月 ８日（日） 先進地視察研修会 

12月 1２日（土） 伝承そばづくり交流会開催 

 2０日（日） 公民館大掃除と餅つき交流会 

１月  新成人のつどい 

２月  各学級運営委員会／準備委員会 

３月  各学級閉講式 

《一乗谷川 中州の草刈りのお手伝い》 

                 お願い 

 

 
一乗っ子の皆さん こんにちは！公民館に来てみなさんと楽しくゲームな
どイベントを計画しています。第 1 回目として「宝さがし」を計画しまし
たので参加して下さい。            
               記 

☆と き：5 月 16 日（土曜日）午後 1：30～  

☆ところ：一乗公民館 2 階ホール 

☆持ち物：水筒、汗ふきタオル 

  なお、プチおやつは、公民館で用意します。 

  参加のお友達は、学校や児童クラブで申込用紙に記入してね。 

 

『
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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  市より実践活動費として 
地区協力金  11,800   50 円×236 戸 
前年度      870   繰越金 
預金利子       4        
合 計    40,674        

 

《支出の部》             （単位：円）                 

項 目     金 額   備 考 
報償費     7,000  交流会（副賞） 
印刷製本費   11,000  ゴミカレンダー、コピー代 
研修費        5,520  総会、研修会旅費 
消耗品費    16,866  花苗、土、肥料代他 
繰越金       288  次年度へ 

 
合 計    40,674     

＊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つの運動に使われています。 

１． 郷土美化部門 ごみカレンダー配布・花壇花苗等管理 

２． 健康増進部門 交流事業開催助成（公民館大掃除） 

３． 文化教養部門 市、市民憲章活動など 

 

～休館日のお知らせ～   

5 月 3 日・4 日・5 日・６日・1３日・19 日 

・20 日 27 日です。ご協力宜しくお願いします。 

お茶は準備いた

します。ぜひ！！

作業に参加して

下さい。 

《仲よし学級！はじまるよー♪》あんない 

～自治会型デイホーム「ひだまり」おさそい～   

6 月 19 日（水曜日） 

・かんぽの宿へのおさそい  

・参加費 お一人 1,000 円 

・各自タオルをご持参ください。 

65歳以上の方 

いっしょに 

行ってこさぁ！ 

～清流大学「開講式」ご案内～ 

郷土歴史学習を中心に皆さんで楽
しいひとときを過ごしていただき
ます。本年度も計画いたしましたの
でぜひ！ご参加下さい。 

記 

日 時：5 月 30 日（土曜日） 
      午前 10：00 から 
会 場：一乗公民館 2 階ホール 
 
内 容：一乗谷の歴史 

「一乗谷の言い伝え」 

（学級生の皆さんへは、ちらし配布） 

今年の公民館運営審議委員、ならびに協力委員としてお世話いただく方々です。 
地域のまちづくり事業等でご活躍等宜しくお願い致します。  

≪平成 27 年 4 月現在≫ 

平成 27 年度 公民館と共催事業の計画です。 

地区の皆さん各種事業にご参加ください。 

 

＊発行日    平成 27 年 4 月 25 日号 
＊発行所福井市西新町 1－31 

一乗公民館 
電話、FAX  43－2001 
E-mail .ichijo-k@mx1.fctv.ne.jp 
 

不死鳥のねがい   ～福井市市民憲章～ 

 
わたくしたちは 不死鳥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 2６年 4 月～平成 3１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 
         【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 安全で住みよいまちを 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】 

～せせらぎ学級「開講式」～ 

身の回りの環境を中心として学習や
研修会、実習を計画して実施していま
す。この度、大声で笑って楽しいひと
時を体験していただきたく計画いた
しましたのでぜひ！多くの女性の皆
さん、ご参加下さい。 
       記 
日 時：5 月 26 日（火曜日） 

      午前 9：30 から 
会 場：一乗公民館 2 階ホール 
内 容：「笑って！健康」 
指 導：鯖江市役所 健康課 
    副課長 山本 進氏 

（学級生の皆さんへは、ちらし配布） 

 

一乗小付近の山吹の花 

mailto:E-mail%20.ichijo-k@mx1.fctv.ne.jp

