2020/7/20

木田公民館だより

8 月 号（1）

8月

令和2年7月20日
福井市木田1-1401
Tel/Fax : 36-0042
E-Mail : kida-k@mx1.fctv.ne.jp
http://www1.fctv.ne.jp/~kida-k

木田地区の世帯数5,527戸 人口14,306人 （7月1日現在）
誇りと夢わがまち創造事業 まちづくり部会 情報クラブ

「木田地区敬老会」中止のお知らせ
敬老会実行委員会で協議した結果、木田地区敬老
会（9月20日予定）は新型コロナウイルス感染拡大
を鑑み残念ながら中止とさせていただくことに決ま
りました。ご理解の程、よろしくお願いします。
日 時：８月２９日（土）１０時～１２時
場 所：木田公民館 集会場
定 員：２０名
対 象：木田地区在住の４０歳以上でスマホを
持っているけど操作方法がわからない方
内 容：文字入力の方法 写真撮影 LINE
友達に写真を送る スマホ決済 他
（みなさんのご意見で当日の内容が
変更になる場合もあります）
持ち物：ご自分のスマートフォン
申し込み方法：木田公民館（☎36-0042）まで
申 し 込 み 開 始 ：7月28日（火）10時～
申し込み締め切り：8月18日（火）
定員になり次第終了

【木田っ子に給食マスクを】
皆さまからご寄付いただいた２枚組布製マスク
138枚と手作り布マスク69枚、計207枚を
木田小学校へ寄付しました
引き続き7月31日（金）まで
募集しています。
木田公民館まで
よろしくお願いします。

敬老会対象の方々には自治会長を通じて、記念
品をお渡しします。
また、「米寿 お祝いの会」を9月20日に木田公民館
で開催予定です。米寿の方々には案内状を配布
します。ご参加をお待ちしております。

誇りと夢わがまち創造事業 まちづくり部会 伝統クラブ

自分だけの木田ちそ染体験
木田ちそを使って、ストールやバンダナを染めます
煮出した液で染めると、とても優しい色合になります
日時 8月1日(土) 14時～1６時
会場 木田公民館 調理室
講師 石川雅夫氏(草木染工房 風雅)
料金 材料費のみ
ストール 2500円
ハンカチ 1000円
定員 10名（先着順）
締切 7月29日(水)
申込方法 木田公民館
(☏36-0042)まで

８月の行事予定
8月 1日（土）
6日（木）
21日（金）
22日（土）
〃
29日（土）

木田ちそ染体験
デイホーム(木田公民館）
木田大学・フルール（お片づけ講座）
木田っ子クラブ（まち探検）
フルール（トチ餅作りボランティア）
スマホ講座

ラインで
情報発信

9月 3日（木）
5日（土）
〃
11日（金）
〃

デイホーム（木田公民館）
郷土学習（種まき）
フルール（花壇の管理作業ボランティア）
木田大学(館外学習）
子と親の何でも相談会

休館日のお知らせ
7月19・20・23・24・27日
8月3・10・11・14・15・16・17・24・31日
9月7・14・21・22・28日

25日（火） 健康診断（木田公民館）→中止
30日（日） バドミントン大会（木田小体育館）→中止

今後のコロナウイルス感染状況により、中止・延期となる場合もございますので、ご了承ください。
裏面もご覧下さい。

不死鳥のねがい福井市民憲章
1

すすんで 親切をつくし 愛情ゆたかなまちを

2

すすんで

つくりましょう

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

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

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

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
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郷土学習

子と親の何でも相談会

木田の伝統野菜を育てて食べよう！
木田地区の伝統野菜を育てる体験を通して、地域の
食文化への理解を深め、地区に対する誇りを育むこと
を目標とした『郷土学習』の参加者を募集します。

学習内容
第1回 9月5日（土）8：50～10：00 （小雨決行）
木田青カブ・板垣大根の種まき
第2回 9月26日（土）9：00～10：00 間引き・草取り
第3回 10月17日（土）9：00～10：00 間引き・草とり
第4回 12月12日（土） 収穫と調理実習
時間 9：00～13：00（雨天決行）
募集人員 15名（4回とも参加できる方に限ります）
参加費
無料（調理実習材料費（300円）は必要です）
木田公民館（36-0042）へ
電話でお申し込みください。
申し込み締切 8月29日（土）
＊当日の集合場所・
持ち物は お申し込み
時にお知らせします。

と き 9月11日(金) 12：00～13：00
ところ 木田公民館
相談員 滝川暁子氏 （心理カウンセラー）
友達や家族のこと、からだや心のことで心配な
ことはありませんか？ 気軽にご相談下さい。
相談されたことの秘密は必ず守ります。
☆木田公民館（☎ 36-0042）へお申込下さい。

木田地区子育て支援委員会

福井市花壇コンクール
募集中
A コース フラワーロード
B コース プランター（16個程度）
C コース 大規模花壇（面積15㎡以上）
D コース 小規模花壇 等のコースがあります。
申し込み締め切り 8月20日(木）
詳しくは木田公民館（☎36-0042）まで

トチの実を集めています
木田地区の街路樹トチノキには8月の下旬ご
ろにトチの実ができます。その実は落ちて道
路を汚しますが、その実を拾って木田公民館
までお持ちください。トチの実を集めて、道路
を綺麗に！そして、美味しいお餅にしましょう。

まちづくり部会 交流クラブで健康麻雀の
グループづくりをし、活動を予定しています。
ご家庭で不用になった麻雀牌と正方形の
コタツはありませんか？お譲りください。
木田公民館（☎36-0042）までお願いします。
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自治会型デイホームのご案内
午後１時３０分より行ないます。
最寄りの会場へお気軽にお越しください。
８ 月
９月
木田公民館
6日（木）
3日（木）
板垣生活改善センター 12日（水） 8日（火）
下馬応善寺 門徒会館 11日（火） 10日（木）
別所町集落センター
20日（木）
大町ふれあい会館
17日（木）
ル・レーヴほのか
中止
未定
ハーツ羽水店
23日（水）
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木田公民館教育事業のお知らせ（8月・9月前半）
フルール（ボランティア促進学習） 8月 21日（金）9：30～10：30 暮らしのムダがなくなるシンプルライフ 講師 薮下智子氏
8月 21日（金）11：00～12：00 暮らしのムダがなくなるシンプルライフ 講師 薮下智子氏
木田大学（健康長寿学習）

(福井お片付け倶楽部）
(福井お片付け倶楽部）

木田っ子クラブ（少年教育事業）

8月22日（土）9：00～11：30 まち探検 (フルール学級生がトチ餅作りを協力します。）

木田郷土学習
木田大学（健康長寿学習）

9月 5日（土）9：00～10：00 「木田青カブ＆板垣大根の種まき」講師 加藤秀次氏、青山義弘氏
9月11日（金）9：00～17：00 館外学習（大野方面）

（注）木田大学・フルール・木田っ子クラブ学級生の方に参加申し込み等の詳しい案内をします。

