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清水東公民館だより 

●総人口 1,853人 ●男性 887人 ●女性 966人 ●世帯数 552世帯 （9月１日現在） 

◆前年比    -8人       -7人       -１人       ＋７世帯 （2017.9.１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 

 

【稲刈り】 
 
５月に植えた苗が酷暑や台風を乗り越え、無事実りました。子ども達は、カマで稲を刈り、 
束ねる作業をしました。稲の根元を5.6本ほどの稲でくるりとまわして束ねる作業に子ども 
達は苦戦していました。稲は、コンバインで脱穀し、約１俵ほどになりました。 
私の小さい頃は,田植えと稲刈りの時は、手伝いに親戚が集まり、年間イベントの一つでし 
た。稲刈り中、コンバインの後を追って田んぼを走り回ったり、積み上げたワラに登った 
り楽しかったです。 
その後体がハシカくなって、嫌な思いもしましたが、よい思い出です。過去の歴史にさか 
のぼるほど、稲刈りは、より重要な行事となっていたと思います。今の子供たちにとって、 
稲刈りはどのように記憶に残るのでしょうか・・・。 
 

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 8･9月 公民館事業 報告  

８月１日（水）東小学校体育館横のすげ田にて

５年生対象にすげ刈体験を行いました。猛暑の

最中、汗だくになって作業をしました。刈った

すげは、11月頃に授業で行うすげ笠作りの材料

にするために、数日間干して保管します。自分

たちで刈ったすげで、作りあげるので、気合も 

越前すげ笠を守る会 

清水東小学校５年生 

 

 

参加者：１４名 

清水東地区子ども会育成会 

８月４日（土）清水東地区内でカブトムシが採れ

る極秘の場所へ行き、採り方のコツや注意事項を

教わりました。事前に仕掛けをしておき、ミヤマ

クワガタやカミキリムシ、コガネムシを採取でき

ました。その後、公民館でカブトムシ育て方講座

をし、お勧めの道具や保管場所などを学習しまし

た。実際に生まれたばかりの卵を見せてもらい、

子ども達は驚きの声をあげていました。今回、目

的のカブトムシは見つかりませんでしたが、和田

地区の横山さんが育てたカブトムシのプレゼ  

ントがあり、思わぬサプライズに子ども     

達は喜んでいました。 

参加者：１８名 

入ることで

しょう。 

８月１２日（日）竹拓行務店の協力で、清水北

地区のせせらぎキャンプ場にて、デイキャンプ

を行いました。”竹のはんごう”をつくり、お

昼のカレー用のお米を炊きました。竹の香りが

ほんのりスパイスとなって、子供たちは何度も

お代わりをしていました。デザートには竹の棒

に生地を丁寧に塗って、くるくると回しながら

火にかざし、バームクウヘンを焼き上げました。

子供たち以上に保護者が夢中になっていました。 

東っ子自然たんけん隊 

竹拓キッズ隊 

参加者：４０名 

東っ子自然たんけん隊 

竹拓キッズ隊 

参加者：３５名 

９月９日（日）秋雨前線による雨の中、竹生池

で釣りに挑戦しました。釣り指導に、ホープタ

ウンの堂下さんにご協力頂きました。当初はブ

ルーギルを釣ってその場で揚げて試食してみる

予定でしたが、雨で水かさが増したのと寒さで、

魚たちが底の方で停滞してしまったのか釣れま

せんでした。魚は食べれませんでしたが、ほか

ほかの焼き芋でおなかを満たしました。 

８月２６日（日）夏休み思い出作り企画として、

みんなでダンス＆ナン作りを行いました。ダンス

講師に味寺美和子先生を迎えて、今話題のUSAの

振付やレクリエーションを交えた楽しいダンスを

しました。昨年ピザ焼きに使ったお手製の簡易レ

ンガ窯を使って、今回は、ナン焼きに挑戦！窯焼

きのナンは本場インドのナンのようでした！ 

清水東地子育て支援委員会

清水東地区子ども会育成会 

参加者:９５名 

少し踊りやすくアレン

ジされた振付。なによ

り楽しく踊るのが上手

になるコツ!! 

食べたことはあるけど

作るのは、初のチャレ

ンジ。意外と簡単にで

きました！ 

今回も手作り簡易窯は

大活躍でした！さぁ次

回は何を焼こうかな？ 



９月１６日（日）清水東小学校グラウンドにてキックベースボール大会を

行いました。参加対象を小学生にまで広げ、幅広い年齢層で対戦しました。

試合を運ぶ毎に、コツを掴んで、意外にも小学生が活躍して、例年にない

スポーツ大会になりました。決勝は雨の為、ジャンケンでの勝敗決めとな

り、和田地区が優勝しました。準優勝は田尻栃谷地区でした。 

清水東地区自治会連合会 

清水東地区体育振興会 
参加者:６７名 

チャリ＆バスで 

 駅前に行ってみよう！  

日   時   ：   １０月 ７日（日） 

        集合８：００ 到着１３：１３頃 

集合・解散：清水東公民館 

目   的 地   ：ハピリン（ｾｰﾚﾝﾌﾟﾗﾈｯﾄ）   

参  加  費   ：   チラシ記載 

持  ち  物    ：   自転車、水筒、バス運賃、     

        入場料、昼食代 他        

対    象    ：   チャリ、バスが好きな方  

健康増進・公共交通利用促進事業 

お知らせ 

清水東公民館 地域支援部 

県森の秋を感じながら 

 ウォークラリー大会 

    

清水東地区体育振興会 

清水東地区子ども会育成会 

青少年育成福井市民会議清水東支部 

日  時 ： １０月１４日（日） 

          ９：００～１４：００頃 

   ※ウォークの後は カ レー を食べるよ～！      

会  場 ： ふくい健康の森              

          （雨天時 清水東小 体育館） 

参 加 費 ： １人 ２００円 ※幼児無料 

申 込 み ：  清水東公民館 

服装・持ち物 :  長袖、長ズボン、履きな

れた靴、帽子、水筒、雨具（雨天時） 

詳しくはチラシをご覧ください。 詳しくはチラシをご覧ください。 

優勝：和田ﾁ-ﾑ  



○ … 休館日
□ … 公民館講座
● … 団体＆自主グループ

1） 2) 3) 4) 5) 6)
●リフレッシュヨガ ●放課後子ども教室 ●囲碁クラブ ●すげ笠カンポの会

（10：30～） （14：30～） （15：00～） （9：00～） ●コカリナ

●きんもくせい （9：30～）

（19：00～） ●バレトン

●民謡さくら会 　　　　 （10：00～）

●絵手紙ほととぎす

●図書サークル （13：30～）

（19：30～）

空手教室

7） 8 9 10） 11） 12） 13）
休館日 休館日 ●囲碁クラブ ●すげ小物の会 ●コカリナ

（8：00～） [山の日] [振替休館] （13：30～） （15：00～） （9：00～） （9：30～）

●放課後子ども教室 ●清水フォトクラブ ●バレトン
（14：30～） （19：00～） （19：00～） 　　　　（10：00～）

●大正琴

　 （19:00～）

14） 15 16） 17） 18） 19） 20）
休館日 ●リフレッシュヨガ ●囲碁クラブ ●すげ笠カンポの会

（9：00～） （10：30～） （15：00～） （9：00～） ●コカリナ

●きんもくせい ●もくせい読書会 （9：30～）

（19：00～） （13：00～） ●バレトン

●民謡さくら会 　　　　（10：00～）

●絵手紙ほととぎす

●図書サークル 　　　　 （13：30～）

（19：30～）

空手教室
（19:00～）

21 22 23） 24） 25） 26） 27）
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 ●大正琴 ●コカリナ

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

（9：00～） ●民謡さくら会 ●バレトン
（13：00～） 　　　　（10：00～）

●さわやか体操
（15：00～）

空手教室
（19：00～）

28） 29 30） 31）
休館日 ●リフレッシュヨガ ●放課後子ども教室

（9:00～） （10：30～） （14：30～）

●民謡さくら会

空手教室
（19:00～）

●イーストプレジデント

（19:00～）

□ビオトープ整備

（19：30～）

（19：30～）

☆行政文書配布日

●イーストプレジデント

　　　（14：00～）

□ウォークラリー大会

（19：30～）

□狼煙の道
●エコクラフトクラブ

（19：30～）

●囲碁クラブ

●イーストプレジデント

（19：30～）

（19:00～）

□チャリ＆バスでGO □健康体操（清水杉谷 ）

土

☆行政文書配布日

●イーストプレジデント

　　　（14：00～）

日 月 火 水 木 金

   

  


