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●総人口 1,86６人 ●男性 898人 ●女性 968人 ●世帯数 ５4６世帯 （１1月１日現在）

◆前年比 -１人 -１人 ±０人 ＋８世帯 （2016.11.１時点）
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【今月のつぶやき・桜の落ち葉】 今月の写真：小学校前桜＆すげちゃん

１０/２２～２３にかけて、台風２１号の猛烈な風雨によって、上天下、下天下、清水、和田地

区の道路や田んぼが冠水し、倒木による停電などの被害がありました。日野川は一時危険水位を

超え清水南地区では避難勧告が発令されました。今までにない風雨で、木々の葉先はボロボロに

なり枯れてしまい、山も心なしかくすんで今年は少し悲しい紅葉となりました。

公民館からいつも見える小学校の桜もすっかり落葉しました。この時期、雨が降ると桜の木の周

辺から、ほんのり甘い桜餅の香りがします。この香りがすると秋も終わりだなぁ～と感じますが、

この香りは「クマリン」というもので、桜の葉の死んだ細胞から出る成分と水とが化学反応して、

クマリンが生成され、香りを発するそうです。しかし、甘い香りなのにクマリンは毒性があるよ

うで、動物の食害から身を守るための防衛物質なのだそうです。うで、動物の食害から身を守るための防衛物質なのだそうです。
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ドクター:１３名清水東公民館 地域支援部

参加者:９名清水東公民館 ふるさと環境部

１１月５日（日）ビオトープ整備後、清水杉谷～竹生

池へと抜ける林道の整備を行いました。台風２１号の

↓出来あがったベンチに

さっそく座って記念撮影☆

１０月２１日（土）福井県内で活動中のボランティアグ

ループ「ふくいおもちゃ病院」の方々に来て頂き、活動

おもちゃ一つ一つに

カルテがあり、ドク

ターの診察内容や修

池へと抜ける林道の整備を行いました。台風２１号の

影響で大木があちらこちらで根こそぎ倒れていました。

小枝や落ち葉も一面に落ちており、来春にカタクリが

開花するように取り除く作業も行いました。林道

ウォークの道中一休みできるように手づくりのベンチの様子や成果を学習しました。初めての試みで、おも

ちゃが集まるのか心配でしたが、ちびっこ広場の参加者

や、口コミやポスターを見て来られた方など様々な形で

集まりました。治ったおもちゃを手にする子どもたちの

ターの診察内容や修

理内容が細かく書い

てありました。

↓

ウォークの道中一休みできるように手づくりのベンチ

も設置しました。来春のカタクリ観察ウォークに是非

座ってみてください。

集まりました。治ったおもちゃを手にする子どもたちの

笑顔がボランティア精神の活力源になるのだなと感じま

した。また開設して欲しいとの声もあり、継続して行い、

いづれは清水東地区からおもちゃドクター誕生を目指し

↑ドクターは自前の道具箱を

持って来られて修理にあたって

いました。

チームカトレア 参加者:１１名

１１月１２日（日）公民館前の花壇の花をリニューアルしました！

清水東公民館

いづれは清水東地区からおもちゃドクター誕生を目指し

たいとおもいます。
いました。

１１月１２日（日）公民館前の花壇の花をリニューアルしました！

夏の花は台風２１号の影響で根元から倒れてしまい、可哀想な姿に

なってしまっていました。今回は、冬を越して来年の春に最盛期を

迎える花々（ビオラ・パンジー・サクラソウ）を植えました。園芸

グループ・チームカトレアの皆さん有難うございました。

１１月５日（日）繁っていた草花の勢力も弱ま

サポーター：１０名 児童数：３５名
参加者:１５名

毎週水曜日に開催している放課後子ども教室。毎回

清水東公民館

講座案内・参加者募集！！

グループ・チームカトレアの皆さん有難うございました。

１１月５日（日）繁っていた草花の勢力も弱ま

り、整備し易いこの時期に昨年同様ビオトープ

管理士白澤先生の指導のもと、草刈りや木の剪

定を行いました。植物が多すぎると風の通りや

毎週水曜日に開催している放課後子ども教室。毎回

サポーターさんによる楽しい企画有難うございます。

１１月１日は、さつまいも

を使ったおやつ作り。材料

清水東地区子育て支援委員会

清水東公民館 ふるさと環境部

清水東地区子ども会育成会

清水東公民館 ふるさと環境部

門松作り

清水東公民館 地域支援部

インターナショナル
水の流れが滞ってしまい生物にとって良くない

環境となります。自然とは、程良く人の手が入

る事で住みよい環境が作られ、生物の多様性が

育まれます。今回の整備で来春にはまた沢山の

を使ったおやつ作り。材料

は、ふかしたサツマイモと

片栗粉と砂糖のみ！ビニー

ル袋に入れ、自分でつぶし、

清水東地区子ども会育成会

日 時 ： １２月１０日（日）

９：００～１２：００

受付８：３０～

もちつき大会

日 時 ： １２月３日（日）

９：００～１２：００

門松作り

日 時 ： １２月３日（日）

インターナショナル

交流会

　 　
育まれます。今回の整備で来春にはまた沢山の

生物がビオトープに生息する事でしょう。ふる

さと環境部・有志の方々有難うございました。

焼いてたべました。

美味しくて簡単なので、レ

シピが欲しいと子ども達か

らリクエストがありました。

受付８：３０～

場 所 ：清水東小学校体育館

定 員： １５名

持 ち 物 ：のこぎり、竹切りノコ

９：００～１２：００

（受付：９:００～９:３０）

持ち物 ： エプロン、バンダナ、水筒

参加費 ： ２００円

１３：３０～１５：００

講 師 ： ﾌﾞﾗｲｱﾝ・ｽﾌﾟﾗｯﾄ

（アメリカ合衆国）

場 所 ： 清水東公民館らリクエストがありました。

おうちで作ったかな？

１１月８日は、「ペット

ボトルけん玉」を作りま

←★整備前★

近くの湿地から移植したミ

ソハギがたくさん花をつけ

【体育館横】
ペンチかプライヤー

軍手、内ズック

参加費 ： ２００円

幼児は無料

申込み ： 各地区の子ども会

または、清水東公民館
詳細は、チラシを

場 所： 清水東公民館

定 員： ４０名

参 加 費 ： １００円
詳細は、チラシを

ボトルけん玉」を作りま

した。１つだけでは物足

りないのか、２つも３つ

も作っている子がいまし

た。できあがったけん玉

ました。

★整備後★→

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

詳細は、チラシを

ご覧ください

た。できあがったけん玉

で色々な技をあみ出して

いました

★整備後★→

すっきりしました。また暖

かくなったら、多くの植物

や生き物でにぎわうことで

しょう。

１１月１５日は、矢村先

今年度より、福井市内地区のまちづくり活動に、市外在住の方からのふるさと納税を活用できる仕組みができました。

清水東地区を指定した寄附を頂いた場合は、翌年度に清水東地区が取り組むまちづくり事業の補助金に加算され、より

•←公民館横のビオトー
プの木々も大きく成長し、

枝打ちをしました。枝を

１１月１５日は、矢村先

生ことヤムさんの自然教

室。あいにくの雨により

室内でﾈｲﾁｬｰｹﾞｰﾑをしま

清水東地区を指定した寄附を頂いた場合は、翌年度に清水東地区が取り組むまちづくり事業の補助金に加算され、より

活発な地域活動が可能となります。

この制度を市外在住のお知り合いの方々に積極的にPRして頂き、自分達の地区をもっと元気にしていきましょう！

※ふるさと納税は、原則として自己負担額2,000円を除いた全額が所得税及び住民税の控除の対象となります。
粉砕機で細かくします。した。「コウモリとガ」

「ガリガリとんぼ」など

で遊びました。

※ふるさと納税は、原則として自己負担額2,000円を除いた全額が所得税及び住民税の控除の対象となります。

なお、全額控除される寄附金額には、収入や家族構成等に応じて一定の上限があります。

【ふるさと納税の呼びかけと事業への反映（イメージ図）】 【お問い合わせ先】

〒９１０－８５１１ 福井市大手3丁目10番１号

【公民館横】→

ビオトープ内のヒメガ

マを少し取り除きまし

た。全部とらず生き物

「コウモリとガ」の様子。コウモリは目が見えないので超音

波を放ってその跳ね返りで獲物をとらえるそうです。コウモ

リ役は目隠しをして、バット！と叫びます。獲物役のガは、

モス！と答えて、声を頼りに捕まえるゲームです。

呼びかけ A地区を指定した寄附金
市外在住
の親戚・

友人・知人等

返礼品

A地区

(住民)

福井市

翌年度のＡ地区が取り組むまちづくり事業に上乗せ ※

〒９１０－８５１１ 福井市大手3丁目10番１号

福井市総務部未来づくり推進局

まち未来創造室

ＴＥＬ：（０７７６）２０－５２３０

ＦＡＸ：（０７７６）２０－５７３３
のかくれ場として残し

ました。

モス！と答えて、声を頼りに捕まえるゲームです。
（※福井市の返礼品等の必要経費を控除する）

E-mail ：machi-m@city.fukui.lg.jp



○ … 休館日
□ … 公民館講座
● … 団体＆自主グループ

1) 2)
●すげ笠カンポの会

（9：00～） ●コカリナ
（9：30～）

●バレトン
　　　　（10：00～）

土

☆行政文書配布日

日 月 火 水 木 金

　　　　（10：00～）

●絵手紙ほととぎす
（13：30～）

3) 4 5） 6） 7) 8） 9）
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～）

●グリーンレクの会 ●バレトン
（19：00～） 　　　　（10：00～）

●イーストプレジデント

（13:30～） 　　　（１3：30～）
□外国人講習会

□もちつき大会

（9:00～）

（19：00～） 　　　　（10：00～）

●きんもくせい ●清水フォトクラブ
（18：00～）

●図書サークル
（19：30～）

10） 11 12） 13） 14） 15） 16）
休館日 ●リフレッシュヨガ ●囲碁クラブ ●すげ笠カンポの会 ●コカリナ

（10：30～） （15：00～） （9：00～） （9：30～）（9:00～） （下天下9：30～)

（13:30～） 　　　（１3：30～）

　　　（１４：00～）

□門松作り □いきいき健康体操

（10：30～） （15：00～） （9：00～） （9：30～）

●グリーンレクの会 ●放課後子ども教室 ●もくせい読書会 ●バレトン
（14：30～） （19：00～） （13：30～） 　　　　（10：00～）

●さわやか体操 ●絵手紙ほととぎす
（19：30～） 　　　　 （13：30～）

17 18 19） 20） 21) 22） 23
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 休館日☆行政文書配布日

（9:00～） （下天下9：30～)

●イーストプレジデント

　　　（１3：30～）

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
（10：30～） （14：30～） （9：30～） [天皇誕生日の日]

●グリーンレクの会
（13：00～）

●きんもくせい ●囲碁クラブ
（15：00～）

●図書サークル
（19：30～） （19：00～）

24） 25 26） 27） 28） 29 30

　　　（１3：30～） （清水杉谷13：30～)

　　　（14：00～）

●イーストプレジデント

休館日

□東っ子たんけん隊

□いきいき健康体操 ●エコクラフトクラブ （19：00～)

☆行政文書配布日休館日

24） 25 26） 27） 28） 29 30
休館日 ●リフレッシュヨガ ●囲碁クラブ 休館日 休館日

（10：30～） （15：00～）

●グリーンレクの会

●さわやか体操
（19：30～）

　　　（１3：30～）

□公民館大掃除
（9：30～)

31
休館日 ★民謡さくら会は、１月いっぱいまで、お休みです。

ミニ門松作りは、講師の都合により、今年は中止となりました、ご了承ください。

お知らせ


