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子育てたまり場 ＝子育て支援委員会＝ 

日 時 ７月１９日（土）午前１０時～１１時３０分 
対 象 乳幼児と保護者 
内 容 音楽の世界♪「おやこでリトミック」 
指導者 大杉 彰子氏 
持ち物 タオル、飲み物などの必需品 
参加費 無料 

  ☆申し込みは７月１６日（水）までに公民館まで 
                 

☆啓蒙ニュース☆             

6 月 1 日、啓蒙小学校体育館において、啓蒙ミニバス

ケットボールスポ少創立 30 周年を記念して、バスケッ

トボール男子日本代表候補 石崎巧選手（啓蒙ミニバスケ

ットボールスポ少出身）を講師に招いてのバスケット教

室が開催されました。啓蒙ミニバス５,６年生を含む、県

内各地のミニバス団員約 80 名が、現在ドイツプロリー

グで活躍する石崎選手から直接指導を受け、「将来の目標

は日本代表になる事！」と決意も新たにしていました。 

平成 26・27 年度 公民館運営審議委員 

 公民館は、教育委員会の管理下にあり、館長と職員により直接の運営を 

行っています。また住民の代表を中心とした「運営審議会」を設置し、その

意見を尊重するよう決められています。館長の諮問に応じて公民館の各種事

業の企画実施について審議するのが運営審議委員の任務となります。 

（敬称略） 
 

 氏  名 所属団体等 氏  名 所属団体等 

木内 俊郎 小学校校長  ◎筧 みち子 学識経験者 

 野坂 國夫 自治会連合会会長 河野 好信 開発連合自治会会長 

 川端 信雄 社会福祉協議会会長  野路 幸三 新保区長 

 野坂 周一 交通安全推進協議会 齊藤 昭一郎 丸山連合自治会会長 

 野路 信吾 体育振興会会長  山本 司治 長本町連合自治会会長 

佐々木 昭博 青少年育成市民会議支部長 松浦 修一 東新保自治会会長 

○前田 裕之 青少年育成会会長  田中 宏和 西新保町内会会長 

 髙橋 英夫 文化振興会会長  山内 光男 中新保第一自治会会長 

 谷口 弘行 小学校ＰＴＡ会長  加藤 正一 中新保第二自治会会長 

 黒川 欣一 壮友会会長  木下 博道 西開発 4 丁目町内会会長

 石崎 幾世 スポーツ少年団代表  竹内 俱康  学識経験者 

谷口 憲一郎 公民館講座生代表 喜多川 好子 学識経験者 

 伊勢谷 登 自主グループ代表  山下 善久 学識経験者 

 野路 惠子 社会教育関係者  葛谷 弘子 社会教育関係者 

 藤澤 礼子 社会教育関係者   

        ◎運営審議委員長  ○副委員長 

啓蒙公民館だより 発行 平成２６年６月２５日                                           

   
 
                                                             
 

    
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

７月の公民館休館日 
7 日（月）・14 日（月）

20 日（第 3 日） 

21 日（祝日／月） 

22 日（振替／火） 

28 日（月） 

啓蒙大学      ＝健康長寿学習＝ 

涼風茶会と似顔絵～進明中学の生徒さんと～ 
日  時 7 月２３日（水） 

午後１時３０分～３時３０分 
場  所 啓蒙公民館 

内  容  お茶会（茶道部）と似顔絵描き（美術部） 
    進明中学校の生徒さんによるクイズ、童謡など 

一緒に楽しいひと時を過ごしましょう！ 
 ※会員以外の方は、２００円お持ちください。（茶菓子代）

～公民館の花壇・休耕田花壇・東新保桜並木通り花壇 

夏用に衣替えしました～ 
 6 月７日・１４日（土）と、お忙しい中多数のボランティアさんのご協

力により、夏の花壇作りが行われました。パンジーやビオラに変わり、

サルビア、マリーゴールド、ペチュニア等の苗が植えられました。これ

から元気に咲いて、心和ませてくれることでしょう。ご協力下さいまし

た皆様に心からお礼申し上げます。水やり等でもお世話になりますがよ

ろしくお願いします。 

近くへお越しの際は、ぜひ見てくださいネ！ 

夏だ 祭だ！ 第３３回 啓蒙サマーフェスティバル!! 
～みんなでいこっさ！～ 

今年も地区内の企業、商店の協賛を得て「啓蒙サマーフェスティバル」を

盛大に開催します。ご家族お揃いで、ご近所お誘い合わせてご参加ください。
 

日  時 7 月 2６日（土）午後 4 時～9 時 30 分 

        雨天順延：７月２７日（日） 

会  場 新保公園グラウンド 

 内  容 啓蒙保育園児の踊りと太鼓、啓蒙子ども太鼓、啓蒙太鼓、民踊 

フラダンス、ハワイアンバンド生演奏（ザ・インキョーズ） 

よさこい、インリーダーによるお楽しみ会（子ども対象）、チア

リーディング（キッズ）、お楽しみ抽選会、各団体の模擬店など
 

前日祭「はやおき亭貞九郎の創作・古典落語 

＆腹話術～あいちゃんのおしゃべりタイム」

７月 2５日（金）午後１時３０分～２時３０分 

（会場：啓蒙公民館） 
 

 

民踊の練習日 ７月１２日（土） ７月１６日（水） 

      午後７時３０分～９時 場所：啓蒙公民館 

・・模擬店募集・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
 

模擬店を出店して、ど～んと夏祭りを盛り上げてください！！ 

◎出店団体・グループ打合せ会 

 日 時：７月５日（土）午後１時３０分～３時３０分 

 場 所：啓蒙公民館 

 申込み：７月１日（火）までに公民館まで 

（申込み用紙は公民館にあります） 

７月の自治会型デイホーム（参加費：１００円）  
 

７月 4 日（金） ９時～12 時 丸山生活改善センター 

７月 11 日（金）   〃     東新保ふれあい会館 

７月 18 日（金）   〃    西開発会館 

７月 18 日（金）13 時～16 時  中新保第２集会場 

７月 25 日（金） 9 時～12 時 新保健康管理センター 

※連絡先：福井 ☎市社会福祉協議会（ ２６－１８５３） 

  夏休みそろばんスクール＝啓蒙子ども教室＝ 

＜開校日＞  7 月２３日（水） ７月２４日（木） 

７月２９日（火） ７月３０日（水） 

８月 ６日（水） ８月 ７日（木） 

      ８月１２日（火） ８月１３日（水） 

８月１９日（火） ８月２１日（木） 計１０回 
 

時 間 午前１０時３０分～１１時３０分   

場 所 啓蒙公民館 和室 

対 象 小学 1 年～３年生 

内 容 そろばんの基礎（１０回）※初心者むけとなります 

指導者 加藤 敬三先生（全国珠算教育連盟理事） 

参加費 １,５00 円（教材費、保険代） 
  

☆申し込みは７月１５日（火）までに公民館へ 

☆小学校を通じてチラシを配布します 夏休みラジオ体操開会式&空き缶拾い 
啓蒙青少年育成会・青少年育成市民会議

福井市市民憲章推進協議会 
 

 

日 時 ７月２０日（日）午前６時１０分～７時ごろ 

場 所 啓蒙小学校グラウンド 
ラジオ体操の後、通学路の「かけこみ所」を確認、空き缶拾い 

をしながら帰宅します。空き缶入れ袋を持参して下さい。 
 

★ 「かけこみ所」新規登録 募集中  

子ども達の下校時（午後 2 時～4 時前後）に、自宅に大人が 

いらっしゃる家庭はぜひご登録をお願いします。 

子ども達の安全のためにもご協力ください。お問い合わせは公民館

まで。 
 

早朝のラジオ体操を日課にして 

夏休みを規則正しく過ごそう！ 

啓蒙地区の人口と世帯数（平成２６年６月１日現在） 

人 口  ７,８７７人（男 ３,８２０人・女 ４,０５７人） 

  世帯数   ３,０２５戸  高齢化率 ２２．２９％ 

にほんごで 

あそぼ！ 
初めての子 

おいで～ 

子ども結城秀康劇 出演者募集中！！ 
毎週土曜日の夕方、現在 9 名の子ども達が 10 月

の地区文化祭にむけて劇の練習に励んでいます！ 

まだまだ出演者を大募集！ 

一緒に楽しく劇に出てみませんか？参加希望の方

は、公民館まで！！ 


