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清水東公民館だより

●総人口 1,807人 ●男性 866人 ●女性 941人 ●世帯数 555世帯 ※ （9月１日現在）

●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：すげちゃん＆清水東小学校５年生 稲刈り体験 ９月●日

※お詫び 前回ｻﾏｰﾌｪｽﾀ特集号の世帯数は５５６世帯でした。

※ コンバインオペレーターの許可を得て小型無人機で撮影しています。

清水東地区も稲刈り真っ盛りのシーズンです。8月お盆前後には早稲品種のハナエチゼン。9月に入るとコシヒカ

リの刈取りが行われます。昭和40年代初め頃までは、家族総出で鎌で刈取りし、暗くなってから「はさば」に稲をは

さがけしていました。次第にバインダーと呼ばれる稲の刈取りと結束を同時に行える機械が登場しましたが、ほどな

く、刈取りと同時に脱穀も行えるコンバインが普及していきました。

手刈りの時代から約50年が経ち、近年の農業用機械の進化は凄まじく、エアコン完備のキャビン付き大型コンバ

インも珍しいものではなくなりました。一方で、家族そろって稲を収穫するという光景は全く見られなくなり、良くも悪く

も時代の流れを感じます。



　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

令和元年度 8･9月 公民館事業 報告

８月１日（木）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、数日間干して選別し保管してお

きます。

越前すげ笠を守る会

清水東小学校５年生

公共交通を利用して

武生へ行ってみよう！
日 時 ： １０月 ６日（日）

集合８：３０ 到着１６：３０頃

集合・解散：清水東公民館

目 的地 ：武生菊人形・紫式部公園

参 加 費 ： １００円 （保険料）

持 ち 物 ： 水筒、バス・福鉄運賃代、

昼食代 他

地域課題解決事業

清水東公民館地域支援部

参加者：１７名

清水東地区子ども会育成会

清水東公民館 少年教育事業

参加者：１８名

参加者：１６名

８月２５日（日）集合時に激しい雨に見舞われ野

外活動が危ぶまれましたが、開始時には上がり無

事に行うことが出来ました。前半はネイチャー

ゲームのひとつである「林でビンゴ」を健康の森

の林道を歩きながら行いました。カードの中は数

字ではなく、森にあるものが書いてあり、見て、

聞いて、嗅いで、感じて見つけるビンゴです。子

ども達は、五感を働かせてゲームを楽しんでいま

した。

清水東公民館家庭教育事業

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:５８名

詳しくはチラシをご覧ください。

お知らせ
９月８日（日）

テーマ ： 公民館で

創る地域の未来

サブテーマ： 関係

人口ってなに？

清水東地区内で見られる夏の主な花

福井市公民館・運審連・市公連光ブロッ

ク合同研修会が健康の森交流会館で行われ

ました。福井新聞記者細川善弘氏による

「関係人口ってなに？」というサブテーマ

の興味深い話と安居地区の今迄の取組みが

関係人口を増やす事になっている事例を挙

げて頂きました。講演後各地区の将来の夢

を語るラウンドテーブルを行いました。

後半はピザ作り、自

分でトッピングして、

手作りの簡易ピザ窯

で焼いたピザは絶品

でした！

８月３日（土）カブトムシ採りでは、第一候補地

では採れませんでしたが、予備地としていた場所

ではカブトムシやクワガタを採ることが出来まし

た。実際に森で捕まえるのは初めての子ども達も

居ました。清水東の里山にもまだまだ昆虫が居て、

身近な場所で自然体験が出来る環境があるのは幸

せだとの保護者からの声もありました。

清水東公民館

家庭教育事業

９月８日（日）育ちざかりのお子さんをもつ保護

者へ、安くてボリュームがあって且つ栄養価が高

く、簡単メニューに悪戦苦闘する日々を応援する

意も込めてこの事業を企画しました。清水東地区

在住の調理師さんを講師にお迎えし、野菜たっぷ

りの天津飯、親子で一緒に作れる海老ワンタン、

お店のような杏仁豆腐を伝授して頂きました。親

子での参加もあり、家では時間に追われ一緒に作
れないので、この機

会に参加した方から

も教わりながら料理

を体験させることが

出来て良かったとの

声もありました。



お知らせ

のろし をとおして

歴史体験してみませんか？
日 時 ： １０月２０日（日）

公民館集合８：００

のろしの場所 ： 茶臼山城、三留城、鑓嚙城

（雨天中止）

目 的 ： 地域をつなぐ「のろしの道」を実証体
主催 清水東地域支援部

福井学事業
詳しくはチラシをご覧ください。

令和元年度 第６回

清水東地区ウォークラリー大会

日 時 ： １０月２０日（日） 9:00～12:30

受 付 ： ふくい健康の森BBQ会場入口

8:30～8:50

会 場 ： ふくい健康の森（小雨決行）

（荒天の場合 清水東小学校体育館）

参加費 ： 一人２００円（小学生以上）

主催 清水東地区体育振興会

共催 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

【ガマ】
北半球の温暖な地域に広く分布。池や沼

などの水辺に生え、円柱形の赤褐色の穂をつけます。この穂の下部は雌花、上半分は雄花の集まりで、開花時には黄色い粉の
ような葯（やく）が一面に出ますが、花びらなどはありません（これ、花と言えるのでしょうかW）。 出雲神話の因幡の白兎でも登場
し、また、「蒲団」の「蒲（ガマ）」の字は、昔、ガマの綿毛を寝具に入れたこと、「蒲鉾（かまぼこ）」は最初はちくわのような形をしてお
りガマに似ていた、「ウナギの蒲焼」など、ガマに由来する名称が多くあるなど、古来より大変親しまれている植物です。

清水東地区の木・花

清水東のシンボルとなる木・花 まだまだ募集中です！
※ 詳しくは清水東公民館にお問合せください。
※ この記事で紹介した木・花は、シンボルとして募集を強制するものではありません。

※ 記事に掲載した花は、Teamぶらひがし独自の主観に基づき主なものを取り上げていることをご承知ください。

※ 他にも身近な花はたくさんあります。

A SPECIAL EDITION
by Teamぶらひがし

※２色刷のため写真が鮮明ではありません。ご容赦ください。（ホームページ版はカラーです。）

ご紹介します。清水東地区内で見られる夏の主な花

【サルスベリ】
中国南部原産。紅の濃淡色又は白色の綺麗な花を咲かせます。あまり巨木にならない
ため、一般家庭の庭や公園などによく植えられています。長い期間花を楽しめるため、
別名「百日紅（ひゃくじっこう）」とも言いま
す。つるりとした樹皮のため、猿が滑って
登れないということから「サルスベリ」と呼
ばれるのが一般的ですが、実際、猿は登
れます。江戸時代以前に日本に入ってき
た植物です。

【シロガネヨシ】
南米大陸原産。垂直に立った茎に50cm以上の羽毛のような主に白銀色の花穂をつ
けます。大変見栄えよく大きく成長するため、公園・花壇などによく植えられます。ス
スキに似た外見のため「お化けススキ」とも呼ばれます。観賞用に明治時代に日本
に入ってきた植物です。

【タカサゴユリ】
台湾固有種。白を基調とした長さ20cm前
後の花を少し下向きに咲かせます。水は
けがよく明るい荒地などに、ときに群生し
ています。連作障害が出やすく、数年す
ると姿を消す場合が多いと言われていま
す。1924年、園芸用に移入され、帰化植
物として各地に分布しています。



○ … 休館日
□ … 公民館講座
● … 団体＆自主グループ

1 2 3 4 5
●リフレッシュヨガ ●囲碁クラブ ●すげ笠カンポの会

（10：30～） ●放課後子ども教室 （15：00～） （9：00～） ●コカリナ

●きんもくせい （14：30～） （9：30～）

（19：00～） ●絵手紙ほととぎす

●図書サークル （13：30～）

（19：30～）

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～） ●放課後子ども教室 （15：00～） （9：00～） （9：30～）

●もくせい読書会 （14：30～） ●清水フォトクラブ
（8：30～） （13：00～） （19：00～） （19：00～）

●さわやか体操 ●大正琴

　 （19:00～）

13 14 15 16 17 18 19
休館日 休館日 ●放課後子ども教室 ●ちびっこ広場 ●すげ笠カンポの会

祝日 振替休館 （14：30～） （9：30～） （9：00～） ●コカリナ

体育の日 ●囲碁クラブ （9：30～）

（15：00～） ●絵手紙ほととぎす

　　　　 （13：30～）

（19：00～）

20 21 22 23 24 25 26
休館日 休館日 休館日 ●放課後子ども教室 ●大正琴 ●コカリナ

祝日 （14：30～） （13：00～） 　 （19:00～） （9：30～）

（9：00～） 即位礼正殿の儀
（15：00～）

（9：00～） （19：00～）

27 28 29 30 31
休館日 ●リフレッシュヨガ ●放課後子ども教室

（10：30～） （14：30～） （15：00～）

（19：00～）

11月事業の予告

11月2日（土）に第2回健康サイクリング　　清水地区の紅葉を巡る３０ｋｍを予定しております。お楽しみに。

●囲碁クラブ

●囲碁クラブ

（19：30～）

●イーストプレジデント

　　　（14：00～）

●イーストプレジデント

●ウォークラリー大会 ●イーストプレジデント

□狼煙の道

☆行政文書配布日

●エコクラフトクラブ

●イーストプレジデント

土金日 月 火 水 木

☆行政文書配布日

●イーストプレジデント

□公共交通利用し

て武生へ行こう

□東っ子たんけん隊

□健康体操

（田尻栃谷 ）

9:30～

□健康体操

（清水杉谷 ）

13:30～

□健康体操

（上天下） 9:30～


