
 

感染防止に配慮しつつ内容豊かに開催中！ 

～第 4１回日新公民館まつり～ 

 

※展示コーナーの紹介 ～力作の数々のごく一部～ 

 

【写真説明：左ページ上段左より順に、福商美術部、附属特別支援学校、日新小、藤島中 

ひまわり児童館、日新児童クラブ 右ページ 団体活動（健友会、婦人会、社協、自防連

協）、まちづくり（写真２枚）、編み物、書道、漢詩】 

 

※動画（テレビ画面）の紹介 ～熱演の数々のごくごく一部～ 

【写真説明、自主グループの活動 左より フォークダンス、空手、詩吟】 

            １１月号 日新公民館だより           日新公民館の休館日のおしらせ        １１月…２、３、９、１５、１６、２３、２４、３０         令和２年１１月７日 発行 

(毎月曜、第３日曜、祝日、振替、年末年始)   １２月…７、１４、２０、２１、２７～３１         〒910-0017 福井市文京５－１－８    
日新公民館ホームページアドレス …http://www1.fctv.ne.jp/~nissin-k/index.html     日新公民館 ＴＥＬ&ＦＡＸ ２１－７２２５ 

日新公民館メールアドレス      …nissin-k@mx1.fctv.ne.ｊｐ 日々草（にちにちそう） 

館長からのご挨拶 

日新公民館まつりは、公民館や地域で様々な活動に取り組んでおられる皆様方にその成

果や内容を発表していただいたり、楽しい催しを通したりして、地区民の相互理解と親睦

を深めることをねらいとして実施しています。今年度は新型コロナウイルス感染拡大防止

のため、「模擬店は取り止め」「舞台発表は、事前に録画しておき、館内テレビやホームぺー

ジで鑑賞」「期間を約 1 か月として三密を避けながら展示物も見ていただく」、「景品が楽し

みな抽選やクイズラリーを実施」等の内容といたしました。関係各団体への事前のアンケ

ートで、どのようなご協力が可能なのかをうかがった結果を踏まえての決定です。なお初

めての試みとして、日新小学校、藤島中学校、福井商業高校美術部、附属特別支援学校の皆

さんの作品展示も行っています。期間は１１月２１日（土）となっております。ご協力くだ

さいました皆様に厚くお礼申し上げますとともに、まだご覧になっていない皆様方のご来

館をお待ちしております。 

令和２年度日新地区のテーマ 

日新地区犯罪発生状況 

福井警察署令和２年９月末統計（今年の累計） 

・空き巣････０件  ・車上狙い････１件 

・自転車盗･･･３件 ・ｵｰﾄﾊﾞｲ盗・・･・０件 

・その他窃盗・・９件 ・器物損壊・・・０件 

・その他刑法犯･･･５件 ●地区内合計・・１８件 

日新の人口推移（令和２年１０月１日現在） 

男 2,711人(±0)  世帯数 2,512(‐1) 

女 2,745人(＋3)  高齢化率 28.28 ％ 

計 5,456人（＋3)  後期高化率 14.59％ 

令和３年度に日新公民館で自主グループ、団体クラブ、自主サークルとして活動を希望される場合

は、登録申請書を年内１２月１９日(土)までにご提出ください。新規申し込みの団体については、関係

書類が公民館事務室にありますのでお申し出ください。既団体については各ボックスに入れておきま

すのでご確認ください。 



ボールを追って熱戦が！ 
日新地区ソフトバレーボール大会（主催：体育振興会） 

 

１０月 3 日(土)午後 6 時より日新小学校体育館で開催され

ました。参加者は、33 名（大人男性 14 名、女性 14 名、男

児 5 名）でした。地区混合で６チームを編成して行われまし

た。結果は以下の通りです。 

順 位 チーム名 氏   名 

１ 位 Ａ 
柴田 光義、小林 弘和、矢野 恵里 

岡﨑 まゆみ 

２ 位 Ｄ 
黒川 修二郎、鈴木 裕輔、柴田 優誠 

小林 麻衣子、富樫 りう子 

３ 位 Ｅ 
橋本 幸雄、竹内 正樹、鈴木 加代美 

増村 朋恵 

【写真説明 左：一同そろっての開会式 右：熱戦の一場面】 

 

日新地区のまちづくりを「地区指定 

ふるさと納税」で応援してください!! 
 

日新地区のまちづくり 

底喰川清掃美化活動、ミソハギ花ま

つり、日新さんさんバス（コミュニテ

ィバス）、ゆめにっしん（広報活動）等

を実施。応援お待ちしています。 

※詳しくはＱＲコードやＨＰから！ 

 

 

 

 

 

※11 月からは返礼品に越前ガニが！ 

※この記事の画像をスマートフォン等

で、市外のご親族やお友達に送信を！ 

 

 
11/12(木)10:00～12:00 さんさんバスで映画鑑賞＆カフェ  

（「日日是好日」 黒木華、樹木希林、多部未華子 ） 

11/14(土)13:30～16:00 パソコン相談会 

11/17(火)10:00～11:00日新地区ベジ・ファースト応援教室 

（主催：日新地区保健衛生推進員会） 

10:00～12:00 健友会班長会 

11/18(水)10:00～11:30 ニッキーズ 

「ママのための代謝！アップ講座」講師：宇野由利恵氏 

10:00～10:30 本に親しむ集い（同時開催） 

11/19(木)10:30～12:00 歴史講演会「明智光秀の生涯」 

（主催：健友会、共催：シルバー大学） 

11/22(日) 8:00～9:00底喰川定例清掃 

9:30～11:30まちづくり環境部会企画推進会議  

10:00～11:00公民館まつり公開抽選会 

11/26(木)10:00～12:00 さんさんバスで映画鑑賞＆カフェ  

（「三屋清左衛門残日録」 北大路欣也、優香 ） 

10:00～12:00 いきいきライフセミナー 

（通年事業「令和に残したい福井弁」） 

11/28(土) 13:00～17:00 パソコン研修会 

「自分のパソコンで特別の年賀状を作ろう！」 

11/29(日) 自治会長連絡会（三密を避けるため 2 部制で実施） 

10:30～12:00 前半（堀の宮、宮島、文里） 

13:00～14:30 後半（乾徳） 

12/1(火) 10:10～10:50 図書室整理（図書室ボランティア） 

（返却・貸出等は可） 

12/3(木) 13:00～ いきいき 100 歳体操 

          14:00～ 医療講演会（講師：水野清雄氏） 

（主催：健友会、共催：シルバー大学） 

12/10(木)10:00～12:00さんさんバスで映画鑑賞＆カフェ  

19:00～21:00 第 5 回公民館運営審議会 
 

※恒例の「いきいきライフセミナー 男の料理教室」は新型コロナ

ウイルス感染拡大防止のため中止させていただきます。 

 

この他に 日新ボラネットの活動として以下のものがあります。 

・地区各種事業記録写真････松井良忠氏 

・児童館のおはなし会、読み聞かせ（毎月１回 火曜の午後４時から） 

・底喰川高水敷清掃･･･まちづくり実行委員有志等 

 

 

日新の四季 「セイダカアワダチソウ」 

 

撮影日  

R2.10.26 

場 所   

乾徳 3 

撮影者  

松井良忠氏 

 

 

・火災が発生しやすい時季となります。

　火気の使用には十分注意しましょう。

・お年寄りや身体の不自由な人を火災

　から守るために隣近所の協力体制を

　作りましょう。

正しい１１９番の利用を！
　　　　　　　　　　　　１１９番通報は火災や救急事故を

　　　　　　　　　　　いち早く通報するためのものです。

　　　　　　　　　　　火災情報の案内は

　　　　　　　　　　　℡25-9999をご利用ください。

　　　福井市中消防署（℡２２－０１１９）

11月9日～15日は
　　　　　　　　秋の火災予防運動

消防からの

お知らせ

 

日新公民館の LINE の QR コードです。 

いろんな情報を発信してまいります。 

ご登録お願いいたします。 

「NET119」について消防署よりのお知らせ 
聞くことや話すことが難しい方への１１９番に代わる緊

急通報サービスです。 

スマートフォンや携帯電話のインターネット機能を利用

し、簡単な操作で消防車や救急車を要請できます。 

利用には事前登録が必要です。右下の QR コードから登

録専用ページへアクセスして簡単に手続きが行えます。 

 

【問合せ先】 

福井市消防局管制課 

TEL：0776‐20‐3999 

FAX：0776‐20‐6119 

公民館や各団体の活動状況や予定 

マイナンバーカードの出張申請受付を行います 
・日 時 令和 2 年１１月２０日（金） 

・時 間 ９時３０分から１２時まで 

・場 所 日新公民館 １階  大会議室 

・主催（問合せ先）福井市役所 市民課（20-5736） 

 ※詳しいことは回覧をご覧ください 

ふるさとチョイス 福井市 

福井市まち未来創造課 

０７７６－２０－５２３０ 

福井県福井市大手３－１０－１ 

【日新デイホームの案内】（社会福祉協議会） 

ひまわり児童館 中止（現在貸館不可のため） 

八 ツ 島 会 館 １１月１１日(水) 9:30 より受付開始 

日 新 公 民 館 １１月１１日(水) 13:00より受付開始 

乾徳ふれあい会館 １１月１８日(水) 13:00より受付開始 

健康マージャン会（公民館）は中止継続中です 


