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木田地区の世帯数5,541戸 人口14,336人 （8月1日現在）

米寿 お祝の会

令和2年9月5日
福井市木田1-1401
Tel/Fax : 36-0042

公民館、新築移転10周年について

日時 ９月２０日（日）１０時～
会場 木田公民館 集会場
米寿をお迎えになられる皆様、おめでとうございます
今年度は、敬老会実行委員会で協議した結果、
木田地区敬老会は新型コロナウイルス感染を
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。
敬老会対象の方々には自治会長を通じて、
記念品をお渡しいたします。

日ごろから、公民館の活動に温かいご支援、ご
協力をいただいておりますこと、心より感謝申し
上げます。
公民館が現在地に新築移転し、今年で10周年を
迎えました。当初、記念式典等を考えておりまし
たが、コロナ感染が拡大していることから、やむ
おえず取りやめることにしました。
なお、公民館まつりは、例年より規模を縮小し
て開催する予定です。

おめでとうございました
☆ 福井市自治会連合会 表彰
高村 國雄 さん（昭和町1の1）

【木田っ子に給食マスクを】
7月末までに皆さまからご寄付いただいた２
枚組布製マスク181枚と手作り布マスク269
枚、計450枚を木田小学校へ寄贈しました。
ご協力ありがとうございました。

☆補導員永年表彰20年（市長表彰）
宇都宮 順代 さん

木田公民館まつり

展示作品募集中！
公民館まつり展示日時
10月24日（土） 10：00～15:00
10月25日（日） 10:00～15：00
手作り作品、写真、俳句を募集しています。
俳句募集締め切り ９月30日 （水）
作品募集締め切り10月11日 （日）
お申込・問い合せ先 木田公民館(電話36-0042）

9月 5日（土）
11日（金）
〃
17日（木）
18日（金）
19日（土）
〃
〃

９月の行事予定

9月27日（日）
郷土学習（種まき）
10月 1日（木）
木田大学（歌うお坊さんの法話）
6日（火）
子と親の何でも相談会
9日（金）
フルール（市美術館アクセサリー作り）
〃
独居老人食事サービス
木田っ子クラブ（敬老のプレゼント作り）
男の料理（アウトドアクッキング）
資源回収

otona倶楽部（パステルアート）
デイホーム（木田公民館）
フルール（カラー講座）
木田大学 （越前菅笠コースター作り）
子と親の何でも相談会

休館日のお知らせ
9月7・14・20・21・22・23・28日
10月5・12・18・19・26日

20日（日） 米寿お祝いの会
26日（土） 郷土学習（間引き・草取り）

今後のコロナウイルス感染状況により、中止・延期となる場合もあります。ご了承ください

不死鳥のねがい福井市民憲章
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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

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

ラインで
情報発信中

裏面もご覧ください

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

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

きまりを守り 安全で住みよいまちを つくりましょう

9月号（2）

木田公民館たより

2020/9/5

木田地区子ども会育成連合会

資源回収のお知らせ

日時 9月17日（木）19：00～
場所 木田公民館 和室

日 時 9月19日（土）9時～15時（雨天決行）

まず、お集まりいただいて、発足の打ち合わせ会を
行います。楽しくクラブ活動をはじめましょう。
どなたでも参加できます。ご参加お待ちしています。

スマートフォンなどで撮ったかわいいペットのベスト
ショットをご応募ください！公民館まつりで展示します。
【展示期間】 10月24日（土）・25日（日）
【応募期間】 9月3日（木）～10月11日（日）
【応募方法】応募用紙は木田公民館受付にあります。
またはHPからダウンロードできます。
応募用紙に2Lサイズの写真を貼り必要事項
を記入の上、木田公民館まで提出ください

午後１時～回収車が収集場所を巡回します
回収場所 木田小学校玄関前、指定収集場所（回覧）
回収物 新聞紙 （必ずチラシと分けて下さい）
雑誌･本・チラシ類
木田小学校文庫に寄付できる書物（回収箱あり）
☆缶・ビン・段ボールの回収はありません。

木田小PTA交流委員会

リサイクル制服募集のお知らせ
回収日 9月19日（土）資源回収時

三世代交流大会中止のお知らせ
11月14日（土）に開催予定でした三世代交流大会
は役員会での協議の結果、新型コロナウイルス
感染症拡大を鑑み中止とさせていただきました。
ほがらかデイホームのご案内

回収場所 木田小学校職員玄関前
（9時～15時まで回収箱を設置します）
募集する物 制服 上着、長･半ズボン、スカート
ポロシャツ、通学帽子
体操服 上（長袖・半袖）、体操帽子
下（長ズボン・短パン）
ズック 内、外用
※洗濯済みのものに限らせていただきます。
※体操服の名前のゼッケンを外してお出しください。
※その他の衣類などは回収いたしません。

ほがらかデイホーム

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。
９月
１０月

ル・レーブほのか
会場変更
9月24日（木）
会場 木田公民館
１階ホール
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木田公民館
中止 1日（木）
板垣生活改善センター
中止 8日（木）
会場変更のため送迎します
下馬応善寺門徒会館
中止
大町ふれあい会館
17日（木） 13日（火） 集合場所 村上様宅
別所集落センター
15日（木） 集合時間 午後1時15分
ル・レーヴほのか→木田公民館 24日（木） 22日（木）
ハーツ羽水
23日（水）
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木田公民館教育事業のお知らせ（9月後半・10月前半）
木田大学 （健康長寿事業）
フルール （ボランティア促進事業）
木田っ子クラブ（少年教育事業）
男の料理（男女共同社会づくり事業）
木田郷土学習
フルール （ボランティア促進事業）
木田大学 （健康長寿事業）

9月11日（金） 9：30～、10：30～ 歌うお坊さん法話「マスクして笑ってコロナを吹っ飛ばせ‼」 講師 善導寺 副住職 大門哲爾氏
9月17日（木） 10：00～、13：30～ UVレジンで作るアクセサリーチャーム 講師 福井市美術館学芸員

9月19日（土） 10：00～11：30 敬老のプレゼント作り「革のキーホルダー」講師 辻岡 世紀子 氏
9月19日（土） 9：00～14：00 アウトドアクッキング

講師 片岡強一氏

9月26日（土） 9：00～10：00 木田青かぶ・板垣大根の間引き・草取り 講師 加藤秀次氏、青山義弘氏
10月6日（火）10：00～12：00 あなたを若々しく魅せるイメージカラー 講師 くらたひろの氏（格上げおしゃれプランナー）
10月9日（金）10：00～12：00 「越前菅笠」コースター作り 講師 越前菅笠を守る会「すげ小物を作る会」

※木田大学、フルール、木田っ子クラブ、男の料理、郷土学習は学級生の方に参加申し込み等の詳しいご案内をしています。

