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清水東公民館だより 

●総人口 1,841人 ●男性 880人 ●女性 961人 ●世帯数 551世帯 （11月１日現在） 

◆前年比  -25人     -18人         -7人         ＋5世帯 （2017.11.１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 

【紅葉（こうよう）】 
  

 ようやく紅葉前線も平地にも降りてきたようで、清水東地区の里山も色づいてきました。 
 樹木はなぜ紅葉するのでしょう。「紅葉」のメカニズムについて調べてみました。 
 まず紅葉はすべての樹木が紅葉するのではなく「落葉樹」で起こる現象です。秋になって
日照時間が短くなり気温も下がっていくと光合成をする効率が悪くなり、落葉樹は冬支度に
入ります。その過程でクロロフィルと呼ばれる緑色の色素が壊れ、赤い色素のアントシアン
が生成されます。これが紅葉の原因です。 
 黄葉については、黄色の色素カロテノイドの影響で起こります。カロテノイドは若葉の頃
から葉に含まれていて、クロロフィルが分解されることで、黄色のカロテノイド色素が目に
つくようになるのです。(インターネットサイト：tenki.jp参照） 

 清水東地区の紅葉を探していたところ、小羽ラブリバー付近で「ドウダンツツジ」が輝かし
い赤色を放っていました。毎年５月に行う「こいのぼりウォーク」の時期には、白い壺型の
花を咲かせます。この白い花が株全体を覆う姿が星空を連想させることから「満天星（ドウ
ダン）」という文字が当てられたそうです。(ｲﾝﾀｰﾈｯﾄｻｲﾄ：ＨＯＲＴＩ参照） 

 今年清水東地区のシンボルとなる木・花を募集しました。募集期間は過ぎましたが、まだ
まだ絶賛募集中です！！ 紅葉の今の時期にお気に入りの木や花を見つけましたら是非応募
してみてください。 

今月の写真：すげちゃん ＆ ドウダンツツジ in小羽ラブリバー 11/13撮

↑↑ドウダンツツジの花          
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１０日１４日（日）ウォークには絶好のお天気となっウォークラリー
大会。８チームに分かれて健康の森内に設置したポイントを回り、
カードの数字がビンゴすればゴールですが、すべてのポイントを回っ
たチームもありました。澄み渡る青空の中、気持ちよく運動が出来た
との声もありました。ゴール後は、子ども会育成会委員お手製のカ
レーで腹ペコのおなかを満たしました。 

参加者:５２名 
清水東地区体育振興会 

清水東地区子ども会育成会 

青少年育成福井市市民会議清水東支部 

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 

１０日２１日（日）清水東地域にある山城跡で戦国時代の伝
達手段である狼煙（のろし）をあげて歴史体験をしました。
茶臼山城（小羽）、鑓噛城（清水）新たに三留城（三留）が
加わりました。天候も良くて鑓噛城の  頂上から福井市内
がよくみえました。 

１１日７日は、山村
先生によるレクリ
エーション教室。今
回は、音楽に合わせ
てイガイガのボール
を使って、楽しく体
を動かしました。 

１１日１４日お好み焼
きを作りました。材料
を合わせて混ぜて、焼
く作業までを自分たち
で。もうお家でお手伝
いできます！ 

清水東公民館 ふるさと環境部 

ビオトープ整備 有志 
参加者:１０名 

１０月２８日（日）今年の豪雪により、東小学校横ビオトー
プ内の観察用木道が傾いた為、ふるさと環境部と有志で草刈
りと併せて行いました。予想より手間がかかりましたが、無
事傾きは補修できました。携わってくださった皆様、泥だけ
になり、整備していただき有難うございました！ 

東っ子自然たんけん隊 参加者:１７名 

１１月３日（祝）今年開園したきららの森（小羽山）での初活動とな
りました！来月の活動クリスマスリース作りに向けての材料集めとネ
イチャーゲームをしました。落ち葉の窓ゲームでは、色付いた葉っぱ
を集めて、専用シートに貼り合わせ、太陽の光に透かして遊びました。
一見同じに見える葉ですが微妙な色の違いや葉脈で色とりどりの窓が
出来あがりました。 

チームカトレア 

参加者:５名 

１１月１２日（日）公民館前の花壇の花を来春に向けてリ
ニューアルしました！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）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。 



お知らせ 
清水東地区子育て支援委員会 

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 

もちつき大会 

日  時 ： １２月２日（日） 

          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（幼児無料） 

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 

ご覧ください 

日    時  ： １２月９日（日） 
          ９：００～１２：００ 
        受付８：４０～      
場     所 ： 清水東小学校体育館 
参  加  費 ： ２，０００円 
定   員 ： １５名 
持  ち  物  ： のこぎり、竹切りノコ 
        ペンチかプライヤー 

清水東公民館 地域支援部 

門松作り 

詳細は、チラシを 

ご覧ください 

日    時  ： １２月１５日（日） 

          ９：００～１２：００ 

        受付８：４０～      
場     所 ： 清水東公民館 

参  加  費 ： ６００円 

定   員 ： ３０名 

持  ち  物  ： 花ばさみ、持帰用の 

           ビニール袋        

清水東公民館 地域支援部 

ミニ門松作り 

詳細は、チラシを 

ご覧ください 

日    時  ： １２月１日（日） 
          １３：３０～１６：００     
講   師  ： 福井市自然市博物館学芸員 

           出口 翔大 氏 
        自然観察員 

        久米田 賢治 氏 
 １３:３０～冬水田んぼ現地講習 
 １５:００～ｺﾊｸﾁｮｳ呼込み方講習  
         

清水東公民館 地域支援部 

冬水田んぼに 

 ｺﾊｸﾁｮｳを呼びこもう！ 

詳細は、チラシを 

ご覧ください 

放送大学で 
学んでみませんか？ 

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 

お問い合わせ先 

〒910-0858福井市手寄１丁目４-１ 

(アオッサ７Ｆ) 

放送大学福井学習センター 

TEL0776-22-6361 

FAX0776-226431 

日    時  ： １２月２日（日） 

          ９：３０～１５：００ 

        受付１３：３０まで      
場     所 ： 清水東公民館 

料   金 ： 無料 

        （高額な部品代は別途 

          頂く場合があります） 

 ※治せないおもちゃもありますので 

   チラシをご覧ください 

清水東公民館 

おもちゃ病院 

詳細は、チラシを 

ご覧ください 

清水東地区 “おもしろネタ”コーナー 

今回は清水町！ 

A SPECIAL EDITION 

by Teamぶらひがし 

「清水町」という大字名は、これまでに数回変更 
されています。 
地元以外の方には少々ややこしい…。 
  
・明治２２年４月～     丹生郡三方村「清水尻」 
・昭和３０年７月２８日～ 丹生郡清水町「清水」 
・平成１８年２月１日～  福井市「清水町」 

※「清水町といえば」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。 

清水町といえば  

その③ 里川 そのほか 大字名 

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。 



○ … 休館日
□ … 公民館講座
● … 団体＆自主グループ

1)
●コカリナ

（9：30～）

●バレトン

　　　　（10：00～）

（13：30～）

●絵手紙ほととぎす
（13：30～）

2） 3 4） 5） 6） 7） 8）
休館日 ●リフレッシュヨガ ●放課後子ども教室 ●囲碁クラブ ●すげ笠カンポの会

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

●グリーンレクの会 （9：30～）

（9：30～） （19：00～） ●バレトン

●きんもくせい ◆自治会長会議 　　　　（10：00～）
（19：30～）

●民謡さくら会

●図書サークル
（19：30～）

空手教室 
（19：00～）

9） 10 11） 12） 13） 14） 15）
休館日 ●リフレッシュヨガ ●囲碁クラブ ●すげ小物の会

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

●グリーンレクの会 □健康体操・上天下 ●コカリナ
（9：00～） （19：30～） （9：30～） （9：30～）

●民謡さくら会 ●大正琴 ●バレトン

　 （19:00～） 　　　　（10：00～）

●さわやか体操 ●絵手紙ほととぎす
（13：30～）

空手教室 ●清水フォトクラブ
（19：00～） （18：00～）

16 17 18） 19） 20） 21） 22）
休館日 休館日 ●リフレッシュヨガ ●ちびっこ広場 ●すげ笠カンポの会

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

●グリーンレクの会 ●もくせい読書会 （9：30～）

（14：30～） （13：00～） （13：00～） ●バレトン

●きんもくせい 　　　　（10：00～）
（15：00～）

●図書サークル
（19：30～） （19：00～）

空手教室 
（19：00～）

23 24 25） 26） 27） 28） 29
休館日 休館日 ●グリーンレクの会 ●大正琴 休館日
（天皇誕生日） （13：30～） （15：00～） 　 （19:00～）

●さわやか体操
（19：00～）

空手教室 
（19：00～）

30 31
休館日 休館日

　

□健康体操・竹生

　　　（13：30～）
●囲碁クラブ

（19：30～）
●イーストプレジデント

　　　（13：30～）

●囲碁クラブ

●イーストプレジデント

　　　（14：00～）

●エコクラフトクラブ

（19：30～）

（19：30～）

□健康体操・田尻栃谷

●放課後子ども教室

□門松作り ●放課後子ども教室 □ミニ門松作り

●イーストプレジデント

　　　（13：30～）

　　　（13：30～）
●イーストプレジデント

　　　（14：00～）

（19：30～）

☆行政文書配布日

□東っ子たんけん隊

金 土

☆行政文書配布日

□冬水田んぼ講演会

□もちつき大会

日 月 火 水 木

□おもちゃの病院

   

  


