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清水東公民館だより 

●総人口 1,851人 ●男性 887人 ●女性 964人 ●世帯数 550世帯 （６月１日現在） 

◆前年比   -24人     -17人      -7人       ＋4世帯 （2017.6.1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 

 

【アジサイの色】 
梅雨の時期は憂鬱な気分になりがちですが、アジサイの花をみると梅雨もいいなぁ
～と感じるのは私だけでしょうか・・・。 
アジサイの色の違いは、土壌の酸性、アルカリ性の性質によって変わると聞いたこ
とがあります。あまり確証がなかったので、少し調べてみました。 
アジサイには、赤系（ピンク・赤紫）と青系（青・紫）があります。品種によって
違いがあるのかとも思いましたが、同じ品種でも花の色に差がでるそうです。色の
決め手になるのは、あじさいに含まれるアントシアニンという植物だけが持つ色素
によるもので、土が酸性→青。中性・アルカリ性→赤色。になります。日本に咲く
あじさいは青が多く、その理由は雨が多いからだそうです。赤色系を咲かせるため
には、アルカリ性の石灰をまいて、土の酸性度を下げます。ちなみに、写真のアジ
サイは、赤紫です。 
 

今月の写真：すげちゃん ＆ あじさいと梅雨空              



　

      

主催：社会部  H30年度 ６月 公民館事業 報告  

サポーター：８名 児童数：４１名 

６月１３日は、ビオトー

プ自然教室、５月は雨で

観察できなかったので、

児童は楽しみにしていま

した。観察する生き物が

なかなか捕れなくて悪戦

苦闘しました。 

福井工業大学学生 

清水中学生 

５月２０日（土）福井工業大学笠井教授の指導のもと、緑のカーテン土づ

くりと網張りを行いました。今年は中学生も加わって、笠井教授こだわり

の肥料と昨年の土を手作業で混ぜ合わせる作業をしました。今年は中学生

の参戦もあり、昨年昼すぎまでかかった作業が午前中で終了しました。  

プランターには、自動給水装置が埋め込めてあり、プランター内の水が少

なくなると必要な分だけ供給されます。供給もとは水道ですが、将来は雨

水タンクとの連結させたいです。                    

４種類のゴーヤー（あばしゴーヤー、太レイシ、沖縄中長ゴーヤー、白ゴーヤー）と

ヘチマを植えました。苗植えは、放課後子ども教室の児童にお手伝いして頂きまし

た。 

参加者:１０名 

教室開始から、１カ月が経ち、

１年生も慣れて来たようです。

活動にもしっかり参加して、

毎週、活気にあふれた教室と

なっています。 

大混雑の大ホール。場所を譲

り合って遊んでいます。→ 

６月６日は、緑の

カーテンの苗植え、

ゴーヤーとヘチマ

をみんなで植えま

した。夏が楽し

み？！ 

６月２０日は、クッ

キング。えびせんべ

いにサポーターさん

手作りのお好み焼き

を挟んでタコせんべ

い風のおやつを作っ

て食べました。 

参加者 

４４名 

越前すげ笠を守る会/清水中学生 

６月３日（日）今年で３年目に突入した清水中学生

による清水活性化プロジェクト。清水東地区の中学

生が地区を盛り上げるために計画したのは、伝統資

源である「すげ笠」を使ったかかし作り。秋に向けて、

国体仕様のかかしを作るようです。この日は、竹を使用し

た骨組みを考案するグループとデザインを考えるグルー

プに分かれて話し合いをしていました。これから、放課後

の時間などを利用して作り上げていくそうです。 

参加者 １０名 

清水東子育て支援委員会 

６月２１日（木）新たに２名のお友達が加わり、愛

らしい声と元気な鳴き声がパワーアップしました。

今回は、ちょっと早めの七夕飾り作り。子ども達は、

初めてみる笹飾りやカサカサとなる笹の音に興味

津々。お母さん方も童心に帰って、短冊に願い事を

書いて、憩いのひとときとなったのではないでしょ

うか。ちびっこ広場は、毎月第３木曜に開催してい

ます。参加お待ちしています！ 



清水東地区 “おもしろネタ”コーナー 

江戸時代より、もともと六才橋はここにありました。この六才橋は、下天下町から東へ通じる重要な橋で、 

石造りだったようです。 

今の六才橋は、昭和５６年、時代とともに重要な交通ルートが変わったことにより、古来の場所から上流約４００ｍの 

所に架けられました。 

(※１)(※２) 出展：国土地理院ウェブサイト。一部、写真を切り出しています。 

・ 「下天下町から三留町へ通じる「六才橋」については、清水東公民館ホームページでも詳しく紹介します 

下天下の端にあった橋のおはなし 

A SPECIAL EDITION 
by Teamぶらひがし 

６５年後 

Teamぶらひがしとは、清水東公

民館の広報委員会を中心とした

有志の集まりです。日々、地区

内のおもしろいネタを探しつつ、 

     ぶらついています。 
 

お知らせ 

〝防災カードひな形”アイデア大募集！   

近頃地震が頻発しています。福井地震から７０年になり、いつ起きてもおかしくない 

今日この頃ですが、皆様、防災対策は万全ですか？防災バックは用意できていますか？ 

でもバックの中身は人によって違うもの。年齢、性別、家庭環境によって必要なものは 

人それぞれです。そこで、男女共同参画推進委員会からの提案です。防災バックを購入 

される前に、または、購入された方も見直す機会として、私の防災カードを作ってみま 

せんか？記入することで、必要な物がわかって防災バックを作れて、カードをバック 

に入れておけば、身元確認表にもなるというスグレモノができないか？と思っています。 

下記の（例）項目を基本として、さらに必要な項目を増やして、”ひな形アイデア”を 

募集します。応募いただいた方には、抽選で「防災グッズ」をプレンゼントします。 

下記の防災カードに加筆記入いただき、清水東公民館まで、応募下さい。 

                  ◆FAX：98-4510 ◆ﾒｰﾙ:sihiga-k@mx4.fctv.ne.jp 

◆私の防災カード◆（例） 

 
・住所           

・名前     性別    

・年齢    

・家族の安否確認方法  

              

・家族共通の避難場所 

              

・食べ物          

・飲み物          

・衣類           

 

◆私の防災カード◆ 

・住所           

・名前     性別    

・年齢    

・家族の安否確認方法  

              

・家族共通の避難場所 

              

・食べ物          

・飲み物          

・衣類           

 

・        
・         

・         
・        
・         

・         



○ … 休館日
□ … 公民館講座
● … 団体＆自主グループ

1) 2 3) 4) 5) 6) 7)
休館日 ●リフレッシュヨガ 清水民謡会 ●すげ笠カンポの会

（10：30～） （14：30～） （9：00～） （9：00～）

●きんもくせい ●囲碁クラブ （14：00～）

（15：00～） ●コカリナ

●民謡さくら会 （9：30～）

（19：00～） ●バレトン

●図書サークル 　　　　 （10：00～）

（19：30～） ●絵手紙ほととぎす

空手教室 （13：30～）

（19：00～） 　　　　

8) 9 10） 11） 12) 13) 14）
休館日 ●リフレッシュヨガ 清水民謡会 ●すげ小物の会 ●コカリナ

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

●囲碁クラブ ●清水フォトクラブ ●バレトン
（13：30～） （15：00～） （19：00～） 　　　　（10：00～）

●民謡さくら会 ●大正琴
（19：00～） （19：00～）

●さわやか体操

空手教室
（19：00～）

15 16 17 18） 19) 20） 21）
休館日 休館日 清水民謡会

[海の日] [振替] （14：30～） （9：00～） ●すげ笠カンポの会
（9：00～） ●囲碁クラブ （9：00～）

（15：00～）

（13:00～）

（19：00～）

22） 23 24） 25） 26） 27） 28）
休館日 清水民謡会 ●大正琴 ●コカリナ

（9：00～） （19：00～） （9：30～）

●リフレッシュヨガ ●バレトン
（10：30～） （15：00～） 　　　　（10：00～）

●民謡さくら会
（19：00～）

●さわやか体操
（19：00～）

空手教室
（19：00～）

29） 30 31）
休館日 ●リフレッシュヨガ

（10：30～）

●民謡さくら会

空手教室
（19：00～）

土金日 月 火 水 木

□ﾊﾝｷﾞﾝｸﾞ寄植講座

☆行政文書配布日

　　　（１４：00～）

●放課後子ども教室

（19：30～）

 □東っ子自然たんけん隊

☆行政文書配布日

□健康体操（和田）

（19：30～）
●イーストプレジデント

●イーストプレジデント

●放課後子ども教室

●イーストプレジデント

●もくせい読書会

 □すげの郷

サマーフェスタ

（19：30～）

（19：30～）

休館日

●エコクラフトクラブ

●囲碁クラブ

（19：30～）

（19：30～）
●イーストプレジデント

●放課後子ども教室

   

  


