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子育てたまり場 ＝子育て支援委員会＝ 

日 時 ７月１８日（土）午前１０時～１１時３０分 
対 象 乳幼児と保護者 
内 容 音の世界で遊ぼう♪「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１5 日（水）までに公民館へ 

平成 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 

川﨑 清美 啓蒙小学校校長  ◎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  見谷 晴実 新保区長 

 野坂 周一 交通安全推進協議会会長 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 

竹下 隆英 青少年育成市民会議支部長 大谷 哲夫 東新保自治会会長 

○前田 裕之 青少年育成会会長  野村 賢造 西新保町内会会長 

 髙橋 英夫 文化振興会会長  井上 義信 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 

 岡本 教満 壮友会会長  酒井 龍彦 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 

 野阪 英子 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２７年６月２５日                                           

   
 
                                                             
 

    
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

７月の公民館休館日 
 

6 日（月）・13 日（月）

19 日（第 3 日） 

20 日（祝日／月） 

21 日（振替／火） 

27 日（月） 

啓蒙大学      ＝健康長寿学習＝ 

癒しのハープ演奏＆歌・お話 
日  時 7 月３０日（木） 

午後１時３０分～３時 
場  所 啓蒙公民館 

公 演 ハープ演奏：宮崎 又彦氏 司会と歌：牧田 康秀氏 

内  容  素敵なハープの音色を聴きながら、楽しいおはなし

で時間を過ごしましょう♪ 
 ※会員以外の方は、１００円お持ちください。 

～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６日・１３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、花摘み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３４回 啓蒙サマーフェスティバル!! 
～みんなでいこっさ！楽しもっさ！～ 

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 2５日（土）午後 4 時～9 時 30 分 

      雨天順延：７月２６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、ダンスフィットネス、フラダンス、ジャズバンド生演奏、

よさこい（2 組）、インリーダーによるお楽しみ会（子ども対象）、

お楽しみ抽選会、各団体の模擬店など 
 

前日祭 ～マジシャン 木内俊郎氏による～ 

子どものための「夏休みマジックショー」 

７月 2４日（金）午後２時～３時 

（会場：啓蒙公民館） 
 

 

民踊の練習日 ７月１1 日（土） ７月１5 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４日（土）午後１時３０分～３時 

 場 所：啓蒙公民館 

 申込み：6 月 30 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 3 日（金） ９時 30 分～12 時  新保健康管理センター 

７月 10 日（金）13 時 30 分～16 時  ハローホール長本 

７月 17 日（金） 9 時 30 分～12 時  ふれあいセンター開発会館 

７月 24 日（金） 9 時 30 分～12 時 丸山生活改善センター 

７月 31 日（金） 9 時 30 分～12 時 東新保ふれあいセンター 
 

※連絡先：啓蒙地区専任職員 ☎森博美さん（ ６３-５８３２） 

  夏休みそろばんスクール＝啓蒙子ども教室＝ 

＜開校日＞  7 月２２日（水） ７月２３日（木） 

７月２８日（火） ７月２９日（水） 

８月 ４日（火） ８月 ５日（水） 

      ８月１1 日（火） ８月１2 日（水） 

８月１8 日（火） ８月２0 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） 

☆小学校を通じてチラシを配布します。定員がありますので 

チラシの申込書に記入のうえ、公民館にお申込みください。 
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 19 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２7 年６月１日現在） 

人 口  ７,９０６人 前月比＋15（男 ３,８２９人・女 ４,０７７人） 

  世帯数   ３,０２５戸 前月比＋8  高齢化率 ２３．３３％ 

前啓蒙小学校 

校長先生だよ！ 

初めての子 

対象です 

～自治会型デイホーム 愛称募集！～ 

啓蒙地区にお住いの 65 才以上のみなさんに、楽しく利用して

頂けるよう活動内容を検討中です！そこで、愛称を募集しま

す！！ 

募集期限：7 月 15 日（水） 

応募方法：各デイホーム開催時の会場または啓蒙公民館まで 

☆みなさんのアイディア、お待ちしています♪ 

＝人材育成学習（ＮＡＫＡＭＡ仲間なかま）＝ 

～涼しげな籐をつかって～ 夏の籐工芸教室 
 日 時 ７月 18 日（土）午後 1 時 30 分～3 時 30 分 

 場 所 啓蒙公民館 １階大ホール 

 内 容 籐（とう）を使った小物づくり 

 講 師 門嶋 恵子氏  竹嶋 恵美子氏 

 参加費 ５００円（材料代） 

 ☆暑い夏、涼しげな籐を使ってオリジナルの小物を作って 

  みましょう！！ 


