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清水東公民館だより 

●総人口 1846人 ●男性 883人 ●女性 963人 ●世帯数 552世帯 （10月１日現在） 

●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 

【福井しあわせ元気国体】  すげちゃんと応援幟旗 

 

福井県では、昭和43年（1968年）以来、50年ぶりの開催となりました。開会式は、雨模様と 

なり、翌日は台風接近に伴い、競技が中止や延期となり、実行委員会の方々もご苦労された

と思います。数年前から県民が総力あげて盛りあげようと県内各地で色々な活動が行われま

した。清水東地区においても、応援の幟旗（放課後子ども教室の児童作）や、「チームカト

レア」や「小羽町のわかば会」による歓迎用の花プランターで、おもてなしをしました。き

ららパークで行われたソフトボール会場では、少年男子の試合が行われており、清水東地区

の方々が観戦応援に来ておられました。応援の甲斐あってか、嬉しいことに、福井チームは

見事優勝しました。トップアスリートの熱い戦いを目の当たりにし、只々感動しました。２

０２０年には東京オリンピックがありますが、世界レベルのスポーツもテレビを通してでは

なく、実際の競技会場に出向き応援してみたいものです。 

今月の写真：すげちゃん ＆ 清水東小学校５年生 稲刈り体験 ９月６日              



　

 H30年度 9・10月 公民館事業 報告  

９月２２日（土）清水東地区から応募のあった花

壇の審査会を行いました。個人～団体まで、９か

所の応募がありました。今年は異例の猛暑で、管

理に苦労されたと思います。賞に入った方々おめ

でとうございます。表彰式は11/11を予定してます           
[団体の部]                         

★最優秀賞…杉谷寿クラブ                

★優秀賞…田尻栃谷お花大好き婦人会、下天下自治会                

★努力賞…小羽老人会                    
[個人の部]                                        

★最優秀賞…宮永嘉一さん  

参加者:７名 

チームカトレア 

清水東自治会連合会 

最優秀賞を受賞した 

杉谷寿クラブの作品。 

  ↓↓ 

福井市の花壇コンクール 

にも出展し、杉谷寿クラ 

ブ（ひまわり会）がプラ 

ンター部門で最優秀賞を 

獲得しました！ 

参加者:１２名 

清水東公民館 地域支援部 

サポーター：８名 児童数：４１名 

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で過ごし

ています 

９月２６日は、ビオ

トープ自然教室。スル

メを餌にザリガニ釣り

をしました。気温も暑

くもなく寒くもなかっ

たせいか、次から次へ

と釣れて子ども達は大

興奮でした。 

１０月３日は、おにぎ

り作り。今旬の「いち

ほまれ」の新米で作り

ました。いちほまれだ

からなのか新米だから

なのか…とにかく子ど

も達は、美味しい！と

おかわりをしていまし

た。 
１０月１７日は、ラ

ダーゲッターに挑戦。

３段のハシゴに、玉２

つをひもでつなげたも

のを投げて、引っ掛け

るゲームです。力加減

に悪戦苦闘してました。 

１０月７日（日）自転車利用と公共交通機関の利用

推進を目的として企画しました。公民館から自転車

でPLANT3のバス停まで行き、京福バスに乗換して、

福井駅前に到着。セーレンプラネットなど駅前周辺

を散策しました。出発前には、自転車の交通ルール

を再確認するために講習会を行いました。バスの参

加者は、バス料金の支払方法や路線、乗車マナーを

学習しました。駅前までの景色がいつもと違い、新

鮮に感じたのではないでしょうか。            

１０月７日（日）「自転車の駅」の設置は、H29年

度にまとめられた清水東の将来像「菅ぇビジョン」

の「多様な交通手段を活かす」に基づき、市や県に

要望し実現しました。福井市の公民館としては初の

指定となり、下屋には、ロードバイクのスタンドを

設置し、玄関には空気入れ、簡単な工具を設け、ま

た冷たい飲み物も１本100円で提供しています。清

水東公民館は福井市街地から、越前海岸へ向かうメ

インルートの中間地点に位置しているので、休憩所

として気軽に利用していただきたいと思います。          

ロードバイク用 

のスタンド 

  ↓ 

玄関には、空気入れ、

工具、飲み物 

  ↓ 

←自転車の駅を示す看板。 

↓福井駅前バスターミナル 



参加者:６７名 

             

清水東地区 “おもしろネタ”コーナー 

           

お知らせ 

     火災予防の徹底を！ 

     暖房器具を使用する機会が増えるため 

     火災が発生しやすい時季を迎えます。 

     火の取り扱いには十分気をつけましょう。 

１１９番は緊急回線です！ 

 火事などの災害や休日診療に関するお問い合わせは 

テレホンサービス（２５－９９９９）へダイヤルして 

ください。 

福井市南消防署（℡３３－０１１９） 

   

１１月９日～１５日は 

秋の火災予防運動 

   ハンギング寄せ植え講座 ②   

日   時 ：  １１月２１日（水）     

             １９：００～  

場   所 ：  清水東公民館 

講   師 ：  渡辺 寛幸 氏 

参  加  費 ：   １人 １，５００円 

定   員 ： １５名（先着順） 
※詳細は、チラシをご覧ください 

 清水東地区 

 ソフトバレーボール大会 

日    時  ： １１月２５日（日） 

          ８：３０～１２：３０      

場     所 ：清水東小学校 体育館 

参加対象： 清水東地区住民で 

       小学校高学年以上 

申 込 み   ： 各地区の 

       体育推進委員へ 

清水東地区自治会連合会 

清水東地区体育振興会 
 パソコンで 年賀状 講習会 

日    程  ： １０/３０（火） １１/６（火） １１/１５（木） 

         １１/２０（火） １１/２２（木）全５回 

時   間  ： １４：００～１６：００      

場     所 ： 清水東公民館 

参  加  費  ： 各回１００円 

持 ち  物  ： パソコン 

        

※詳細は、10/6配布の 

チラシをご覧ください 

※「猿ヶ堂に行ってみよう」については、清水東公民館ホームページで詳しく動画も交えて紹介します。 

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。 今回は竹生町！ 

ここが「猿ヶ堂」… 
 ではないんです… 

さあ、上ってみよう 

猿ヶ堂に行ってみよう 

A SPECIAL EDITION 

by Teamぶらひがし 

急な階段です。 

 気をつけてください。 



○ … 休館日
□ … 公民館講座
● … 団体＆自主グループ

1） ２) 3
●囲碁クラブ

（15：00～）

●すげ笠カンポの会
（19：00～） （9：00～）

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～） （9：00～） （9：30～）

●清水フォトクラブ ●バレトン
（14：00～） （19：00～） （19：00～） 　　　　（10：00～）

●グリーンレクの会 ●絵手紙ほととぎす
（13：30～）

●きんもくせい

●民謡さくら会

●図書サークル
（19：30～）

空手教室 （19:00～）

11） 12 13） 14） 15） 16） 17）
休館日 ●リフレッシュヨガ ●囲碁クラブ ●すげ笠カンポの会

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

●グリーンレクの会 ●もくせい読書会 ●コカリナ
（14：00～） （13：00～） （9：30～）

●きんもくせい ●大正琴 ●バレトン
（19：00～） 　 （19:00～） 　　　　（10：00～）

●民謡さくら会
（1３：00～）

●さわやか体操

空手教室 （19:00～）

18 19 20） 21） 22） 23） 24）
休館日 休館日 ●リフレッシュヨガ ●ちびっこ広場 ●大正琴 ●コカリナ

（10：30～） （14：30～） （9：30～） 　 （19:00～） （9：30～）

●グリーンレクの会 ●バレトン
（19：00～） （13：00～） 　　　　（10：00～）

●絵手紙ほととぎす
（14：00～） （14：00～） （13：30～）

●民謡さくら会
（15：00～）

（18:30～） （19：00～）

●図書サークル
（19：30～）

空手教室 （19:00～）

25） 26 27） 28） 29） 30）
休館日 ●リフレッシュヨガ ●放課後子ども教室

　大会 （8:45～） （10：30～） （14：30～） （15：00～）

●グリーンレクの会
（19：00～）

●民謡さくら会

●さわやか体操

空手教室 （19:00～）

金 土

☆行政文書配布日 休館日

●イーストプレジデント

日 月 火 水 木

□年賀状講座② ●イーストプレジデント

　　　（13：30～）

　　　（14：00～）

◆軽スポーツ大会

（19：30～）

□花壇コンクール表彰式 ●放課後子ども教室 ☆行政文書配布日

□年賀状講座③
　　　（13：30～）

●エコクラフトクラブ

●イーストプレジデント

　　　（14：00～）

（19：30～）

（19：30～）

●放課後子ども教室

□ﾊﾝｷﾞﾝｸﾞ寄せ植え講座

●イーストプレジデント

　　　（13：30～）

□年賀状講座④ □年賀状講座⑤

●囲碁クラブ
（19：30～）

□年末おもてなし料理教室 ●イーストプレジデント

□ソフトバレーボール ●囲碁クラブ

　　　（13：30～）

（19：30～）

（19：30～）

   

  


