
○ … 休館日
□ … 公民館講座
● … 団体＆自主グループ● … 団体＆自主グループ

1) 2) 3)
●囲碁クラブ ●すげ笠カンポの会

（15：00～） （9：00～） ●コカリナ
（9：30～）

土

☆行政文書配布日

日 月 火 水 木 金

（9：30～）

（19：00～） ●バレトン
　　　　（10：00～）

●絵手紙ほととぎす
（13：30～）

4) 5 6) 7) 8) 9) 10)
休館日 ●リフレッシュヨガ ●放課後子ども教室 ●囲碁クラブ ●すげ小物の会 ●コカリナ

（10：30～） （14：30～） （15：00～） （9：30～） （9：30～）

●イーストプレジデント

□すげ笠養成講座

（13:30～） （10：30～） （14：30～） （15：00～） （9：30～） （9：30～）

●グリーンレクの会 ●清水フォトクラブ ●バレトン
（19：00～） （19：00～） 　　　　（10：00～）

●図書サークル
（19：30～）

11 12 13) 14) 15) 16) 17)

（13:30～）

●イーストプレジデント

　　　（１3：30～）

□すげ笠養成講座

（13:30～）

11 12 13) 14) 15) 16) 17)
休館日 休館日 ●リフレッシュヨガ ●放課後子ども教室 ●ちびっこ広場 ●すげ笠カンポの会

[建国記念の日] （10：30～） （14：30～） （9：30～） （9：00～） ●コカリナ

●囲碁クラブ ●もくせい読書会 （9：30～）

（15：00～） （13：30～） ●バレトン

●グリーンレクの会 　　　　（10：00～）

（19：00～）

●さわやか体操

□新春経済講演会 □いきいき健康体操

（和田13：30～)（10:00～）

●イーストプレジデント

　　　（１3：30～） □すげ笠養成講座

（13:30～）

☆行政文書配布日

●さわやか体操

●絵手紙ほととぎす
（13：30～）

18 19 20) 21) 22) 23) 24）
休館日 ●リフレッシュヨガ ◆運営審議会 ●コカリナ

（10：30～） （13：00～） （19：30～） （9：30～）

●グリーンレクの会 ●放課後子ども教室 ●囲碁クラブ ●バレトン
（14：30～） （15：00～） 　　　　（10：00～）

●図書サークル

□いきいき健康体操 ●エコクラフトクラブ休館日

　　　（１3：30～）

（田尻栃谷9：30～)

●イーストプレジデント

（19：30～）

●図書サークル
（19：30～） （19：00～）

25) 26 27) 28)
休館日 ●リフレッシュヨガ

（10：30～）

●グリーンレクの会 ●放課後子ども教室

（14：30～）
□すげ笠養成講座

（13：30～) 　　　（１3：30～）

□東っ子たんけん隊
（9：00～)

●イーストプレジデント

◆行政相談

13：00～15：00

（14：30～）

●さわやか体操
（19：30～）

（13：30～) 　　　（１3：30～）

□味噌作り
（14：00～)



主催：社会部公民館事業 報告（H29年12月・H30年1月） お知らせ

※敬称略

一年を振りかえりながら・・ 東っ子自然たんけん隊

参加者:

児童数：３５名

ｻﾎﾟｰﾀｰ：各回４名
今回、選出された平成３０年の自治会長及び公民館活動推進委員をご紹介します。

どうぞ宜しくお願い致します。

上天下町 土橋　義弘 小林　雅利

自治会名
自治会長 公民館活動推進員

（公民館協力員） （公民館協力員）12月23日（金）恒例のクリスマス会は、今年は新し

い隊員も増えてより賑やかな会となりました。

１８名 １月最初の活動

は、ちょっと早

めの鏡びらき。 上天下町 土橋　義弘 小林　雅利

下天下町 横山　庄司 横山　勝和

小羽町 荻原　　仁 田中　正宣

一年の活動スライドショーを見ながら振り返り、が

んばったこと、来年やりたいことも1人1人発表しま

した。釣りやキャンプなどなど･･･自然遊びを中心に

活動したいなと思います。

12月のもちつき

大会で作った鏡

餅を公民館に

飾った後、小さ
小羽町 荻原　　仁 田中　正宣

三留町 宮下　房生 後藤　義明

清水杉谷町 松原　孝裕 勝木　重信

活動したいなと思います。 飾った後、小さ

く切って焼き、

ぜんざいや磯辺まきにして食べました。本来、鏡餅は

天神様や神棚にお供えしたのちお下がりとして頂くも 清水杉谷町 松原　孝裕 勝木　重信

田尻栃谷町 河村　　諭 西川　義信

竹生町 山田　泰久 吉田　和文

天神様や神棚にお供えしたのちお下がりとして頂くも

ので、歳神様の霊力を授かったお餅を食べる事で、

祝福や恩恵を受けられると考えられていた

ようです。 竹生町 山田　泰久 吉田　和文

清水町 山下　正博 谷　　智宏

和田町 上田　文夫 田中　直美

新成人おめでとうございます！
参加者:１４名

新成人のつどい実行委員会/青年グループ「東ってどうでしょう」

ﾎｰﾌﾟﾀｳﾝ田尻 藤波　明広 竹内　義優

和田町 上田　文夫 田中　直美

1月6日（土）清水東公民館にて、清水東地区新成人のつどいを開催しました。 今

年新成人を迎えたのは１５名。そのうち１２名が参加しました。新成人から実行委員を募ったところ３名が引き受

参加者:１４名

（うち新成人１２名）

講座案内・参加者募集！！けて下さり、１０月から何度も打合せを重ねてきました。今回初めて、清水東公民館で行う事となり、青年グルー

プのメンバーも相談役として加わって、新成人の斬新なアイデアと青年の持ち前の知識が融合したプログラムとな

りました。来賓には、山田泰久連合会長をお招きし、お祝いの言葉を頂きました。またサプライズゲストとして片

岡先生（２年生担任）をお呼びしてお世話になった恩師との再会に感動しました。 会食は、給

講座案内・参加者募集！！

清水東公民館

味噌作り岡先生（２年生担任）をお呼びしてお世話になった恩師との再会に感動しました。 会食は、給

食を再現して人気メニューのあげパンやソフト麺、お米のムースを準備、その中には実行員の保護者手づくりのカレーやソフ

ト麺のソース、豚汁が並びました。またお盆は当時使っていた物を小学校からお借りして、懐かしい給食を囲みながら、小学

校６年間一緒に過ごした仲間との８年ぶりの再会とそれぞれの近況報告に花を咲かせました。 日 時 ： ２月１１日（日）

新春経済講演会 味噌作り

日 時 ： ２月２５日（日）

１４：００～校６年間一緒に過ごした仲間との８年ぶりの再会とそれぞれの近況報告に花を咲かせました。
１０：００～１１：３０

講 師 ：南保 勝 氏

（福井県立大学

地域経済研究所 所長）

１４：００～

講 師 ： あさひ愛農園 手づくりみそ工房

場 所 ： 清水東公民館 調理室

参加費 ： ２，０００円 （５㌔）

↓牛乳で乾杯！！

地域経済研究所 所長）

テ － マ ：地域の経済と私たち暮らし

場 所 ：清水東公民館

参 加 費 ：無料

参加費 ： ２，０００円 （５㌔）

定 員 ： ２０名（先着順）

持ち物 ： エプロン

味噌を入れるオケ（ある方）山田連合会長
参 加 費 ：無料

詳細は、チラシを

ご覧ください

詳細は、チラシを

ご覧ください

菅笠作り 後継者育成講座

清水東地区自治会連合会・越前菅笠を守る会 放送大学４月入学生募集

放送大学はテレビ、インターネット等で授業を行う

片岡先生 実行委員３名

菅笠作りのコツを伝授！ 清水東地区自治会連合会／越前菅笠を守る会参加者:１５名
菅笠作り 後継者育成講座

会 場 ： 清水東公民館

時 間 ： １３：３０～１６：００

講 師 ： 越前菅笠を守る会

放送大学はテレビ、インターネット等で授業を行う

国立系の通信制大学です。入学試験はありません。

生涯学習に、キャリアアップに、資格取得に最適で

す。入学願書出願は３月２０日まで。

1月15日（日）今年も全10回開催します。この日は第1回目。清

水東といえば、すげ笠。インターネットでの販売も定着し、需

要や用途は増え、最近ではお遍路さん巡りのペット用も出てい

講 師 ： 越前菅笠を守る会

参加費 ： 無料

日 程 ：

１月…２７日（土）

… . . .

す。入学願書出願は３月２０日まで。

お問い合わせ先

〒910-0858福井市手寄１丁目４-１(AOSSA７Ｆ)

放送大学福井学習センター

TEL0776-22-6361 FAX0776-22-6431要や用途は増え、最近ではお遍路さん巡りのペット用も出てい

るそうで、インスタ映えに打ってつけの菅笠もあるようです。

清水東の伝統工芸まだまだ未来はあります！

２月…４日（日）.１０日（土）.１７日（土）.２５日（日）

３月…３日（土）.１１日（日）.１７日（土）

TEL0776-22-6361 FAX0776-22-6431



清⽔東公⺠館だより

2018．1．20 

●総人口 1,872人 ●男性 898人 ●女性 974人 ●世帯数 ５52世帯 （1月１日現在）

◆前年比 ＋１人 ＋１人 ±０人 ＋11世帯 （2017.1.１時点）

●発行 清水東公民館 福井市三留町14-11-1 TEL(0776）98-4510 ●ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ sihiga-k@mx4.fctv.ne.jp

今月の写真：積雪＆雪ん子すげちゃん
【新年の挨拶】 清水東公民館長 鈴木幹夫【新年の挨拶】 清水東公民館長 鈴木幹夫

新年明けましておめでとうございます。皆様ご健勝のこととお慶び申し上げます。日頃は清水東公民館の

運営に多大なるご支援とご協力を賜り誠に感謝に堪えません。

本年は正月明けに大変な大雪となりました。福井では７年ぶりの積雪で、通勤、買い物等に大変なご苦労

をされたことと拝察いたします。

正月松の内５日には「２０１８清水東地区新成人の集い」を開催いたしました。新成人の若々しく活き活

きとした姿に清水東地区の明るい未来を感じました。恩師を囲んでの楽しいひと時であったことと喜んで

すげ

きとした姿に清水東地区の明るい未来を感じました。恩師を囲んでの楽しいひと時であったことと喜んで

います。

さて、この度清水東地区自治会連合会・清水東公民館はまちづくりアンケートをもとに、３回にわたる

ワークショップを開催し、様々な意見を交換しました。そして清水東の将来像「菅ぇビジョン」としてま

とめました。

近く全戸配布いたしますので是非ご一覧下さいますようお願い申しあげます。提言された地域の新しい課

題にはプロジェクトチームを結成してまちづくりに取り組みますので皆様のご参加とご支援を切にお願い

申しあげます。申しあげます。

地域の皆様の今後益々のご健勝とご多幸をお祈り申しあげ、新年のご挨拶とさせていただきます。


