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清水東公民館だより

●総人口 1,841人 ●男性 882人 ●女性 959人 ●世帯数 552世帯 （12月１日現在）

◆前年比 -30人 -15人 -15人 ＋3世帯 （2017.12.１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

【すげってスゲェ～】
ミニ門松作りは、毎年人気のある行事です。材料は、地域の方々の手間がかかった心温まるものばか
りで、写真の門松の土台にまかれているコモや敷物はスゲで作られていて、すげ小物の会の方々に
よって手作りされたものです。準備に携わってくださった皆様有難うございました。
雪おこしの雷が鳴り響き、いよいよ冬も本番になりました。さて、また今年も１月～３月にかけて１０
回シリーズで、菅笠作り後継者育成講座を開催します。冬仕事として受け継がれている清水東の伝統
文化に是非触れ合ってみてください。
菅笠の材料であるスゲは「カサスゲ」という名称で、カヤツリグサ科の植物です。普通の草は、丸い
茎をしならせて横からの力に耐えますが、カヤツリグサ科の多くは、三角形の頑強な構造の茎を堅い
繊維で覆っています。この丈夫な繊維が笠の材料として重要な役割を持っています。すげ笠は、強い
日差しを避け、通気性にも優れており、雨具としても利用可能です。竹の骨組みに縦横にすげを編み
込み、縫いあげる技術により雨をしのげるのはもとより、少なからず隙間はあるはずですが、漏れな
いのは、「カサスゲ」の植物の特徴があるからです。笠にかかった雨は、すげの丈夫な繊維を伝って
笠の外へと流れ落ちます。そのため表面はぬれても中までしみ込むことはありません。もし、これが、
水をはじくプラスチックなどで笠を編んだとしたら、水ははじけども、行き場のない水滴は隙間へ落
ちながら奥へ奥へしみ込んでしまう事でしょう。プラスチックや化学繊維のない時代に草で作られた
菅笠は素朴ですが、実は現代の技術にも及ばないすぐれた植物の機能性を活かした先人の知恵が詰
まったものなのです。 （参考資料：農学博士・みち草研究科の新聞記事）

今月の写真：すげちゃん ＆ミニ門松（12/15ミニ門松作りで作成したミ



　

H30年度 11・12月 公民館事業 報告

１０日３０日～１１月２２日にかけて、全５回シリーズでIT講習会を行
いました。今年度は、販売されている年賀状ソフトを使わずに、パソコ
ンに標準で入っているソフトで住所録を作成して宛名印刷したり、年賀
はがきの裏書きを作成して自分好みの年賀状をつくれるようになる講習
を行いました。併せてExcelやWordの基礎も行い、知らなかった機能を
知り、効率よく操作ができるようになったのではないでしょうか。

延べ参加者:２７名 清水東公民館 IT事業

参加者:１２名

地域美化運動事業

清水東公民館

健康長寿に関する事業

参加者:
１１名

１１月２０日（火）年末年始のすき焼きやおせちなどの定番料理
の他にヘルシーで簡単なおもてなし料理を学ぼうと講座を開きま
した。講師に、竹内義優氏（ﾎｰﾌﾟﾀｳﾝ在住・おじゃまテレ等に出
演中）を迎え、中華料理を教わりました。また飾り野菜のカット
術も教わり一層おもてなしレベルを上げることができました。

東っ子自然たんけん隊／竹拓キッズ隊参加者:２０名

前回、きららの森で集めた材料に少しプラスして、クリ
スマスリースを作りました。最初は、どう作ろうかと悩
みながら時間をかけて１個の作品を作っていましたが、
作っているうちにアイデアが浮かび２個、３個とスピー
ドアップし、子供たちの自由な発想で様々なリースやオ
ブジェがたくさん出来あがりました。

１１月２１日（水）前回の寄せ植えしたものが咲き終わる時
期に合わせ２回目の講習会を行いました。夏の花の管理で苦
労したことなどの質疑応答や、冬の寄せ植えについて、花の
成長過程の基礎から学びました。明るい寄せ植えを置いて、
自宅の玄関を華やかにしました。

ふるさと環境部 参加者:２２名

１２月１日（土）三留町の宮下政道さんの田んぼは、毎年コハクチ

ョウの貴重な飛来場所となっており、地域の人達やほか地域の人達に
も知ってもらいたい！ということで、福井市自然史博物館学芸員・出

口氏と自然観察員の久米田氏を公民館にお招きして講習会を行い、知
識を深めました。今度は、コハクチョウが飛来した時に観察会を行う
予定です。地域の皆様も三留の冬みず田んぼに是非足を運んでみてく

ださい。

地域支援部 参加者:１４名

写真は今年のものではありません。

１１月２７日（土）瓢家萬月（ひさごやまんげつ）（福井街
角放送：鳴尾健氏）をお呼びして、地球環境問題を交えた
クール（賢い）チョイス（選択）落語をしていただきました。
福井県民が１０日に１回電車やバスに乗ることで１日２００
ｔの二酸化炭素が削減可能であることなど楽しくわかりやす
く学ぶことができました。

「アジのムニエル油淋ソースがけ」飾り野菜も添えて華やかでした♡→



清水東地区 “おもしろネタ”コーナー

お知らせ

菅笠作り 後継者育成講座

清水東地区自治会連合会・越前菅笠を守る会

会 場 ： 清水東公民館

時 間 ： １３：３０～１６：００

講 師 ： 越前菅笠を守る会

参加費 ： 無料

日 程 ：

１月…１３日（日）、１９日（土）、２７日（日）

２月…３日（日）、９日（土）、１６日（土）、２４日（日）

３月…３日（日）、１０日（日）、１６日（土）

詳細は、チラシを

ご覧ください

清水東新成人のつどい実行委員完会

東ってどうでしょう（青年グループ）

2019 清水東新成人のつどい

日 程 ： 平成３０年１月１２日（土）

会 場 ： 清水東公民館

時 間 ： １１：００～１５：００頃

対 象 ： 清水東地区平成３１年新成人

参加費 ： 無料

昨年度に引き続き、新成人のつどいは

清水東地区での開催となりました。

和田町の住民は、大晦日の夜、除夜の鐘が聞こえはじめる時間になると、蝋燭（ろうそく）を持参し、燈明

（※とうみょう）を灯します。神社係や村役の方は、元旦朝７時の宮田宮司による祝詞（のりと）をあげるまで

夜通しで燈明をお守りします。多くのご高齢の方は、祝詞の時間にあわせて参拝しますが、元気な子ども達

はこの蝋燭灯しをするため、この日だけは夜更かしが許されます。

この風習は他の村でもあるのかどうかは定かではありません。少なくとも清水東地区内では行われていな

いようです。

和田町の春日神社
今回は和田町！

A SPECIAL EDITION

by Teamぶらひがし

◆和田町の春日神社」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。

※燈明とは神仏に供える明かりの事です。灯明とも記されます。

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。

地域支援部 参加者:１１名
応援ｽﾀｯﾌ：６名

１２月９日（日）今年は（株）花市場の渡辺寛幸氏を講師に招いて
手順の説明を聞きながら竹を斜めにカットしたり、南天や松の枝を
思い思いのセンスでカットして飾付けをしました。コモを巻いて荒
縄を男結びで縛って、皆さんで協力し合いながら楽しく門松をつく
ること出来ました。一生懸命集中していたので寒さを感じなかった
です。材料の準備に携わって下さった竹拓工務店様、有志の方々本
当に有難うございました。午後からは、地域支援部のみなさんの協
力で公民館の玄関に置く大きめの立派な門松が出来あがりました。

難関の男結び！！→

春日神社の狛犬の台座には、寄進者

が彫られています。調べてみますと案

外有名人で驚きで

す。 Ｗｅｂで

「すぎさきぐんさく」

で検索しては如何

でしょうか。

大正１１年９月
寄 進

函館区旭町

杉崎郡作



○ … 休館日
□ … 公民館講座
● … 団体＆自主グループ

1 2 3 4） 5）
休館日 休館日 休館日 ●すげ笠カンポの会 ●コカリナ

（元旦） （9：00～） （9：30～）

◆自治会長会議 ●バレトン
（19：30～） 　　　　（10：00～）

●絵手紙ほととぎす
（13：30～）

6） 7 8） 9） 10） 11） 12）
休館日 ●リフレッシュヨガ ●囲碁クラブ ●すげ小物の会 ●コカリナ

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

●グリーンレクの会 ●放課後子ども教室 ●大正琴
（14：30～） （19：00～） 　 （19:00～） （11：00～）

●さわやか体操

空手教室 
（19：00～）

13） 14 15 16） 17） 18） 19）
休館日 休館日 ●囲碁クラブ ●すげ笠カンポの会

（13：30～) (成人の日） (振替休館） （14：30～） （15：00～） （9：00～）

●もくせい読書会 ●コカリナ
（19：00～） （13：00～） （9：30～）

●バレトン

　　　　（10：00～）

（13：30～)

●絵手紙ほととぎす
（13：30～）

20 21 22） 23） 24） 25） 26）
休館日 休館日 ●リフレッシュヨガ ●大正琴 ●コカリナ

（10：30～） （14：30～） （15：00～） 　 （19:00～） （9：30～）

●グリーンレクの会 ●バレトン
（13：00～） 　　　　（10：00～）

●さわやか体操
（19：00～）

空手教室 
（19：00～）

27) 28 29） 30） 31）
休館日 ●リフレッシュヨガ ●ちびっこ広場

（13：30～) （10：30～） （14：30～） （9：30～）

●グリーンレクの会
（15：00～）

空手教室 
（19：00～） （19：00～）

□すげ笠養成講座

●囲碁クラブ

●エコクラフトクラブ

□新成人のつどい

□健康体操・下天下

●イーストプレジデント

□すげ笠養成講座

□すげ笠養成講座 ●放課後子ども教室 ☆行政文書配布日

金 土

　　　（13：30～）
●イーストプレジデント

（19：30～）

●放課後子ども教室

　　　（13：30～）

●イーストプレジデント

日 月 火 水 木

（19：30～）

●放課後子ども教室

　　　（13：30～）
●囲碁クラブ

●イーストプレジデント


