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清水東公民館だより

●総人口 1,835人 ●男性 878人 ●女性 957人 ●世帯数 ５5３世帯 （1月１日現在）

◆前年比 －37人 －20人 －17人 ＋1世帯 （201８.1.１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

今月の写真：千両＆雪ん子すげちゃん【千両（せんりょう）】

明けましておめでとうございます。松の内も過ぎて（関東では１/7、関西では1/15だそうで
す）色鮮やかな赤と黄色の千両だけ残して、公民館の門松を片付けました。あまりの美しさに
思わずすげちゃんとツーショットを撮りました。
昨年の今頃は、あの豪雪がやってくるとも知らず７年ぶりに７０㎝の積雪に騒いでいたのを１
月の公民館だよりを見て思い出しました。むしろ、2月の豪雪で１月に降ったことを忘れてい
ました。どうか今年は穏やかでありますように・・・と願うばかりです。
千両は日本に古くからある低木の一つです。庭木の定番となっており、赤や黄色の実をつける
枝は正月飾りでよく見られます。千両とよく似た植物で「万両」がありますが、他に「百両」
「十両」「一両」「億両」と赤い実が付く縁起物の植物があるそうです。 一両：アリオドシ、
十両：ヤブコウジ、百両：カラタチバナ、億両：ツルシキミ。億両、千両、百両、十両、一両
は、葉より上に身が付きます。万両だけが葉より下に実が付きます。世の中には知らないこと
がたくさんありますね。（私だけかもしれませんが）今年も、季節の写真とちょっと疑問に
思ったことを掘り下げてみたいと思います。今年もよろしくお願いいたします。



H31・1・9

傘骨つくりと傘縫い風景 H31・1・13

主催：社会部公民館事業 報告（H30年12月・H31年1月）

12月15日（土）は地域支援部の平成30年最後の事業、

ミニ門松づくりです。すげ小物の会のメンバーの皆

さんの協力を頂いて楽しく、にぎやかに行われまし

た。売っているﾐﾆ門松より立派に出来上がりました。

歳神様！ どうぞわが家へお越しくださいませ。

よい年を迎えられますように 地域支援部

新成人おめでとうございます！

1月12日（土）清水東地区での新成人のつどいは今年で２回目の開催となりました。

今回新成人を迎えたのは２７名。そのうち１４名が参加しました。実行委員として新成人４名と青年グループのメ

ンバーが相談役として加わり、何度も打合せを重ねてきました。式典では、清水東地区連合会の宮永副会長よりご

挨拶を賜り、「ジャネーの法則（年をとるほど時間が経つのが早く感じられること）」を話題にお祝いの言葉を頂

きました。サプライズゲストとして、恩師の畑中裕子先生（２.３年生時担任）と松田和之先生（４.５.６年生時担

任）をお招きし、給食を再現した会食をしながら８年ぶりの再会にお互いの近況報告や懐かしい思い出話で盛り上

がりました。

参加者:

２４名

参加者:１６名

（うち新成人１４名）

今年も菅笠づくり後継者育成講座を全10回開催します。

この1月13日（日)に第1回目講座が行われました。

清水東といえば、すげ笠。インターネット販売も定着し、需要

や用途は徐々に増えては来ていますが、菅笠を作れる方々がご

高齢になられているので若い後継者の育成が急務になってきて

います。是非地域の伝統工芸に関心を持っていただき講座への

参加をお願いします。

菅笠作りのコツを伝授！ 清水東地区自治会連合会／越前菅笠を守る会参加者:１５名

児童数：３５名

ｻﾎﾟｰﾀｰ：各回４名

１月最初の活動

は、ちょっと早

めの鏡びらき。

12月のもちつき

大会で作った鏡

餅を公民館に

飾った後、小さ

く切って焼き、
磯辺まきにして食べました。本来、鏡餅は天神様の神

棚にお供えしたのちお下がりとして頂くもので、歳神

様の霊力を授かったお餅を食べる事で、祝福や恩恵を

受けられると考えられていたようです。

新成人のつどい実行委員会/青年グループ「東ってどうでしょう」

宮永連合会副会長

スライドショー上映

↓
１０年後の自分へタイムカプセル

↓

山下実行委員長



※敬称略

自治会名

上天下町 小林　雅利 田尻栃谷町 鰐渕　一郎

自治会長
（公民館協力員）

自治会名
自治会長

（公民館協力員）

橋詰　利昭

横山　英治

下天下町 宮永　節哉

小羽町 清水　忠志

竹生町

三留町

清水杉谷町

後藤　義明

野ﾂ俣　一郎

和田町

ﾎｰﾌﾟﾀｳﾝ田尻

清水町 川上　頼年

吉田　和文

・参加費 無料

主催 ： 青少年育成福井市民会議

ﾋﾞｰﾁﾊﾞﾚｰ有名選手((株)ｵｰｲﾝｸﾞ所属)

と ﾄｰｸ＆ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ交流会開催
・開催日時 2月3日（日）10:00～12:00

・開催場所 福井市清水中学校体育館

・参加対象者 小学生、中学生、一般

今回、選出された平成３1年の自治会長をご紹介します。 どうぞ宜しくお願い致します。

お知らせ

講座案内・参加者募集！！

味噌作り

日 時 ： 2月16日（土） 14：00～

講 師 ： あさひ愛農園 手づくりみそ工房

場 所 : 清水東公民館 調理室

参加費 ： 3,000円 （５㌔）

定 員 : 20名（先着順）

持ち物 : エプロン

詳細は、チラシをご覧ください

今回は小羽町！

清水東地区 “おもしろネタ”コーナー
A SPECIAL EDITION

by Teamぶらひがし

※２ 「古墳がたくさん！ 小羽町」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。

県指定史跡 お城山古墳

市指定史跡
小羽山３０号墓

0 20m
この向きで
撮影しています。右側の小高い所が「前方後円墳」の後円墳部分です。

N

「小羽山３０号墓」
は、小羽山で３０番目
に発見されたという意
味です。お墓の形は、出っ張りのある長方形で、四隅突出型
墳丘墓（よすみとしゅつがたふんきゅうぼ）と呼ばれています。
この特殊なタイプの墳墓は、山陰地方の出雲の王の墓の形
であって、その影響を受けています。

東に向って小型無人

機で撮影しています。

※参考の記事引用：旧清水町広報1997.10号

※１ 一般的に使われる「古墳」と表記しました。 古代のお墓は、「墳丘墓」と「古墳」に分類されます。
「墳丘墓」とは、弥生時代までのお墓の呼び名です。 「古墳」とは、古墳時代に造られたお墓の呼び名です。

お城山古墳は、向山と呼ばれる丘陵
の頂きに造られた前方後円墳で、全長
４４ｍあります。発掘されていないので
造られた年代ははっきりしませんが、４
世紀の末頃に造られたと考えられ、清水
地域では一番大きいものです。
※参考の記事引用：旧清水町広報1988.9号



○ … 休館日
□ … 公民館講座
● … 団体＆自主グループ

1 2
●すげ笠カンポの会 ●コカリナ

（9：00～） （9：30～）

●バレトン

　　　　（10：00～）

●絵手紙ほととぎす
（13：30～）

3 4 5 6 7 8 9
休館日 ●リフレッシュヨガ ●囲碁クラブ ●すげ小物の会 ☆行政文書配布日

(13:30～) （10：30～） （14：30～） （15：00～） （9：00～）

●グリーンレクの会 ●大正琴 □すげ笠養成講座
（19：00～） 　 （19:30～） (13:30～)

●清水フォトクラブ ●コカリナ
（19:00～） （9：30～）

●民踊さくら会 ●バレトン

　　　　（10：00～）

●図書サークル

空手教室 

（19：00～）

10 11 12 13 14 15 16
休館日 休館日 ●囲碁クラブ ●すげ笠カンポの会 □すげ笠養成講座

(建国記念日）(振替休館） （14：30～） （15：00～） （9：00～） （13：30～)

●もくせい読書会 □味噌づくり
（19：00～） （13：00～） (14:00～)

　小羽(9:30～） ●コカリナ
（9：30～）

●バレトン

　　　　（10：00～）

●絵手紙ほととぎす
（13：30～）

17 18 19 20 21 22 23
休館日 休館日 ●リフレッシュヨガ ●ちびっこ広場 ●大正琴 ☆行政文書配布日

（10：30～） （14：30～） （9：30～） 　 （19:30～）

●グリーンレクの会 ●コカリナ

■ｲｷｲｷ健康体操 （15：00～） （9：30～）

田尻栃谷(9:30～） ●バレトン
（19：00～） 　　　　（10：00～）

●図書サークル

空手教室（19：00～） 

24 25 26 27 28
休館日 ●リフレッシュヨガ

（13：30～) （10：30～） （14：30～） (13:00～)

●グリーンレクの会 □健康教室

　　行政相談 (13:30～)
●民踊さくら会    (13:00～15:00)

（19：00～） （15：00～）

(19:30～) （19：00～）

空手教室（19：00～） 

●囲碁クラブ

　　　（13：30～）

●さわやか体操クラブ

●囲碁クラブ
　　　（13：30～）

●きんもくせい ●イーストプレジデント

(14:00～)

（19：00～）

●イーストプレジデント

●放課後子ども教室

金 土

□すげ笠養成講座 ●放課後子ども教室

日 月 火 水 木

□すげ笠養成講座 ●放課後子ども教室 ●エコクラフト

●イーストプレジデント

　　　（13：30～）

●きんもくせい

(14:00～)

（19：30～）

（19：30～）

●放課後子ども教室

●イーストプレジデント

■ｲｷｲｷ健康体操


