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今月の写真：コハクチョウ（三留町）1/31撮影 ＆撮影に同行したものの写真の枠に入りきれなかった寂しげなすげちゃん

毎年三留地区の田んぼにコハクチョウが飛来してきているのはご存じでしょうか？
日中、三留地区（PLANT３）の水田周辺を餌場としているため最近よく見かけます。
今回私は、５０ｍほど離れた場所から車から降りずに撮影しました。（降りるとびっくり
させて飛び立ってしまうのではないかと思いまして…）少し離れていても、クゥル～クゥ
～クワックワッと何やら仲間同士で話しをしている愛らしい鳴き声も聞くことも出来まし
た。写真では見づらいですが、灰色のコハクチョウもみかけました、これは、幼鳥だそう
です。
コハクチョウをはじめとした渡り鳥は、日本から4,000㎞も離れた北緯50度以北のシベ

リアから２週間かけて渡ってきます。９月ごろになるとシベリアは日中でも気温が氷点下
に達し、餌が食べられなくなるため餌を求めて南下します。１０月中は北海道で過ごし、
１１月頃に寒い北海道から本州に渡ってくるそうです。そして、３月下旬まで本州で越冬
した後、再び北海道で過ごし４月下旬に繁殖地となるシベリアへと戻ります。 ３月に清
水東公民館で行われる文化祭では、清水フォトクラブ（自主グループ）の方々が撮影した
今年飛来してきたコハクチョウの素敵な写真を展示致しますので、是非お越しください。

●総人口 1,826人 ●男性 87５人 ●女性 95１人 ●世帯数 ５5４世帯 （２月１日現在）

◆前年比 －37人 －20人 －17人 ＋1世帯 （201８..１時点）



主催：社会部公民館事業 報告

平成２９年度 地域の魅力発信事業 報告

※
※

平成３１年度公民館事業計画決まる 

 

２月６日、自治会長、公民館協力委員４２名出席のもと公民館合同会議を開催し、平成３１年度公民館の事業方針や

事業計画について審議しました。 

平成３１年度は公民館が地域住民とより深い交流を図るため、出かける公民館を標語に事業を展開することとなりま

した。平成３１年度の事業計画は次の通り決定しました。 

 

子ども未来部 

４月２８日   こいのぼり立て 

５月１２日   こいのぼりウォーク 

７月２０日   すげの郷サマーフェスタ 

８月３日 or４日 カブトムシ採り＆飼育講座 

８月２５日   夏休み子どもフェスタ 

１０月     ウォークラリーor サイクリング 

１２月１日   もちつき大会 

地域支援部 

通年     地域の花と木募集と審査決定 

７月２０日  すげの郷サマーフェスタ 

１０月    チャリ＆バスで Go 

１０月    狼煙でつなごう 

１２月    第２回冬水田んぼ 

１２月    ミニ門松作り 

３月     文化祭 

ふるさと・環境部 

４月７日    林道ウォーク＆カタクリ鑑賞会 

７月・９月   ビオトープ整備 

７月２０日   すげの郷サマーフェスタ 

１２月１日   もちつき大会の支援 

９月・２月   健康体操教室 

１０月～１２月 健康ウォーク 

       （清水きららの森～小羽山古墳） 

スポーツ振興部 

５月２５日   合同体育大会 

７月２０日   すげの郷サマーフェスタ 

９月      ソフトボール大会 

１０月     ウォークラリー大会 

１１月     ソフトバレーボール大会 

春 or 秋     サイクリング 

（地区内のｻｲｸﾘﾝｸﾞコース） 

 

↑

自治会長・運営審議会委

員・公民館活動推進委員・

体育推進委員・公民館協力

委員有志のメンバーが31年

度の事業について審議しま

した。

お知らせ

3月15日～3月17日

日ごろの活動の成果を発表・展示します。

詳しくは、全戸配布のパンフレットをご覧ください。
清水東公民館

児童数：３５名

ｻﾎﾟｰﾀｰ：各回４名
主催 ： 青少年育成福井市民会議

清水東支部
参加者:３０名

清水東地区の

児童対象に、

かるた大会を

行いました。

このイベント

は子どもを見

守る地域の方

と子どもたち
との交流を深める目的で行いました。地域の大人の

方が読み札を読むとこどもたちは、勢いよく札を取

り合っていました。そのあとは、地域の方が

作ったカレーを食べて楽しく終了しました。

２日１３日は、山村先生
によるレクリエーション
教室。今話題のUSAの曲に
合わせて身体を動かしま
た。また、報道されたば
かりの水泳の池江選手の
白血病について解説して
くださいました。

２日２０日は、工作活動
をしました。紙コップや
ペットボトルのキャップ
を使って、駒やけん玉、
ちょっと気が早いですが
こいのぼりのオブジェを
作成しました。



北口　美和子 平内　美里

尾崎　和子

横山　陽子

後藤　恵子

月田　真木

竹内　紀子

橋　正子

青木　ユカ谷　智宏

竹内　かおり

高橋　加珠恵

鈴木　美帆

斎藤　啓蔵

勝木　俊介

戸田　真敬

山田　祥久

八十島　光宏

下天下町

小羽町

自治会名

上天下町

公民館活動推進員 婦人会 地域子育て支援員

京谷　由佳里

横山　瑠美

橋詰　美穂 萩原　眞洋　

子ども会育成員

土橋　憲子

横山　明美

中山　ひとみ

土橋　芳和

東山　健志

山下　めぐみ

宮永　和子

東　徳美

三留町

清水杉谷町

田尻栃谷町

竹生町

体育推進委員

桑島　弘明

勝木　衛

竹内　将人

高橋　佳弘

児玉　淳一

西川　義信

久保　法幸

江尻　慶一

横山　勝治

杉本　義弘

尾崎　治和

橋詰　直英　・　田中　和代男女共同参画推進員 宮永　節哉愛護センター補導員

清水町

和田

ﾎｰﾌﾟﾀｳﾝ田尻 藤澤　勝治

谷　智宏

田中　知司 谷口　崇 田中　崇 田中　直美

東　きよ美児玉　理恵

上田　典子

お知らせ
◆今回、選出された平成３1年度の各種委員をご紹介いたします。どうぞ宜しくお願い致します。

【平成３１年度の各種委員】 ※敬称略

今回はホープタウン田尻！

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

※１ 「ホープタウン田尻」とは自治会名であり、大字としては「田尻栃谷町」です。
※２ 「ぶどう山だった ホープタウン田尻」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。

ホープタウン田尻
ぶどう山だった

昭和２１年１０月撮影

昭和３７年５月撮影

平成２８年１０月撮影

ホープタウン田尻の
おいたち

平成４年 ９月～ 宅地開発が開始
〃 ８年１１月～ 分譲開始
〃 ９年4月1日で ６世帯２３人
〃１１年 １月 自治会発足
〃３１年2月現在で １０４世帯３６２人

※ 空中写真の出展：国土地理院ウェブサイト

※ 一部、写真を切り出しています。
※ いずれの空中写真も写真上方向が北です。

※１

※参考の記事引用：清水町史

昭和３７年に有志８名によって、地場産業として「ぶどう生産組合」をつくり、

この丘陵地帯２ｈａ余りを開墾し、３００万円余りの経費をもって「デラウェー・

マスカットベリーＡ」の二品種を栽培しました。その後バンプ病などの病原菌

が広まり、組合員の必至の防除にもその効なく止むなく昭和４８年栽培を断

念し廃園となりました。

← ここがぶどう山



○ … 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～）

 自治会長会議 ●バレトン
(19:00～) 　　　　（10：00～）

　　　（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

（15：00～） （9：00～） ●コカリナ

●グリーンレクの会 ●大正琴 （9：30～）

（19：00～） 　 （19:30～） ●バレトン

●清水フォトクラブ 　　　　（10：00～）

●民踊さくら会（19：30～） （19:00～） ●絵手紙ほととぎす

●図書サークル（19：30～） （13：30～）

10 11 12 13 14 15 16
休館日 ●リフレッシュヨガ 文化祭設営準備

(13:30～) (10:30～) (9:00～)

●グリーンレクの会
(13:00～)

●民踊さくら会

●ちびっ子広場 □落語 (10:30～)

●さわやか体操(19:30～) 　　　　　(9:00～） (13:30～)

　花壇講習会 □詩の講演会

  空手教室 （19：00～） (14:00～) (13:30～）

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

（10：30～） 　 （19:30～）

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

●図書サークル（19：30～） ●バレトン
(11:00～) 　　　　（10：00～）

□演奏会・歌いましょう ●絵手紙ほととぎす

(13:30～） (13:30～)

24 25 26 27 28 29 30
休館日 ●リフレッシュヨガ（10：30～） ●コカリナ（9：30～）

●グリーンレクの会 (13:00～)

●バレトン（10：00～）

●民踊さくら会 （19：30～） （15：00～）

31
(19:30～) （19：00～） 公民館大掃除

   空手教室 （19：00～） (9:00～）

　　　（13：30～） ●囲碁クラブ

●さわやか体操クラブ ●イーストプレジデント

□すげ笠制作動画

□すげ笠養成講習会

（19：30～）

□すげ笠養成講座

●民踊さくら会(19:30～)

土金日 月 火 水 木

臨時休館日

●イーストプレジデント
　　　（13：30～）

●きんもくせい (14:00～)

  空手教室 （19：00～） 

□すげ笠養成講座

展示品搬入・展示
　　　（13：30～）

●エコクラフト

□三留誌の講話

　　　（13：30～）

●きんもくせい(14:00～)

   空手教室（19：00～）

文化祭

文化祭

参加ｸﾞﾙｰﾌﾟの

展示・実演・体験

参加ｸﾞﾙｰﾌﾟの

展示・実演・体験

★臨時休館のお知らせ★

3月6日（水）を休館
とさせていただきます。宜しくお願い致します。

３月２０日～２６日は

春の火災予防運動
【住宅防火 命を守る３つの習慣】

・寝タバコは絶対やめる。

・暖房器具の周りに燃えやすいものを置かない。

・ガスコンロなどのそばを離れる時は、

必ず火を消す。

正しい１１９番の利用を！

１１９番通報は火災や救急事故を

いち早く通報するための番号です。

問合せ先等はテレホンサービス

℡２５－９９９９をご利用ください。

福井市南消防署（℡３３－０１１９)


