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清水東公民館だより

●総人口 1,788人 ●男性 857人 ●女性 931人 ●世帯数 554世帯 ※ （1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

霧が晴れた後（上空約１００ｍ）

清水東小学校です。↓

霧が晴れる前（上空約１５０ｍ）

↓ 乙坂山です。

明けましておめでとうございます。

例年、新年号の表紙には門松などの写真となりますが、今年は趣向を変え、雪のない穏やかな清水東を上

空から楽しんでいただきく掲載してみました。

霧とは、湿度が高い状態の空気が放射冷却などの影響で気温が下がり、水蒸気が空気中に溶け込めなくな

り水粒となって空中に浮かんだ状態の事です。清水東地区では、主に志津川や日野川から湿った空気が流

れこんでくる場所で良く発生しているようです。太陽が昇り気温が温かくなると、

霧の水粒は再び空気中に溶け込み、いわゆる霧が晴れた状態になります。

表紙写真を撮影した日（残念ながら元日ではありません。）は、霧が晴れた後、

おおむね穏やかな一日となりました。

なお、今年も地域支援部と有志の方々で公民館正面玄関に
飾る立派な門松を作って頂きました。ありがとうございました。



　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

令和元年度11月･12月･1月 公民館事業 報告

参加者：１５名

清水東公民館 家庭教育事業

清水東地区子育て支援委員会

１１月２１日（木）未就

学児とその保護者を対象

に「親子ヨガ」教室を行

いました。講師には

miakariヨガの藤内いづ

み先生をお迎えしました。

参加者：８名

清水東公民館 家庭教育事業

清水東地区子育て支援員会

清水東地区子ども会育成会

清水公民館ふるさと環境部

清水東地区社会福祉協議会

市民憲章推進協議会 清水東支部

チームカトレア

１１月１６日（水）冬の庭先や玄関を華やかにする

季節の寄せ植え教室を行いました。講師に花市場代

表の渡辺寛幸氏をお迎えし、軽量の枠に１２種類の

花苗を植えこみました。配置や配色を考え、立体感

を出し花が引き立つように植えるのがコツで、思い

思いの作品が出来上がりました。
子育て中は姿勢が偏りがちで肩こ

りや腰痛に悩みがちです。子連れ

でも気軽にできるヨガで体をほぐ

し、心と身体をリフレッシュしま

した。子供にとって大人の

笑顔も大切な栄養源です。

１１月２４日（日）恒例のソフトバレーボール大

会。各地区から全10チームが集まり、楽しく体を

動かしました。大会前から練習している地区もあ

り、華麗な連携プレーも見られ、決勝戦は白熱し

た闘いとなりました。 ☆優勝…三留

☆準優勝…下天下

☆３位…清水杉谷・

ホープタウン

清水東地区自治会連合会

清水東地区体育振興会

参加者：６３名

１２月１日（日）今年も、もちつき大会に合わせ、

福井県内で活動中のボランティアグループ「ふくい

おもちゃ病院」の方々においで頂きました。清水東

公民館での開催が根付いてきたのか、年々患者さん

が増えています。来院者からは、「おきらめていた

おもちゃがまさか治るとは思いませんでした。孫の

喜ぶ顔が楽しみです」など

の感謝の声がありました

清水東公民館 家庭教育事業

ドクター:１２名

患者数：２６件

参加者：１４５名

１２月１日（日）回を重ねる毎に参加者が増え、今

回スタッフ・参加者ともに最高記録となりました。

臼と杵でつく光景も最近はイベントでしか見たこと

がないのが現状ではないでしょうか。スタッフも最

初は不慣れでしたが、つく音も徐々にリズミカルな

音に変わっていました。ミニコンサートでは高校生

によるバイオリンの生演奏に感動していました。

１２月２２日（日）今年もすげ小物の会のご協力の

もと行いました。竹や松などは地元のものを集め、

コモや飾りはすべて手作り品の材料を取り揃えまし

た。特にすげ小物の会の皆様が特産のすげで編んで

作って下さったコモは門松を引き立て、温かみに溢

れていました。【参加者より】毎年楽しみでこれが

ないとお正月を迎えられません。初めて参加で不安で

したが、丁寧なご指導で無事作ることができました。

清水東公民館 伝統文化伝伝承事業

参加者：２２名



※敬称略

自治会名
自治会長

自治会名
自治会長

（公民館協力員） （公民館協力員）

上天下町 江尻　慶一 田尻栃谷町 竹内　良一

下天下町 菅谷　康裕 竹生町 久保　法幸

清水杉谷町 鎌田　正弘 ﾎｰﾌﾟﾀｳﾝ田尻 北川　修

小羽町 谷本　茂 清水町 吉川　克紀

三留町 尾嵜　治和 和田町 田中　忠夫

お知らせ

清水東公民館 地域コミュニティ活性化事業 参加者：２５名

新成人おめでとうございます！

１月１１日（土）清水東地区での新成人のつどいは今年で３回目の開催となりました。

今回清水東地区で新成人を迎えたのは２０名。そのうち１３名が参加しました。実行委員として新成人３名

と青年グループのメンバーがお手伝い役として加わり、準備を進めてきました。式典では、清水東地区自治

会連合会の竹内連合会長よりご挨拶を賜り、お祝いの言葉を頂きました。懇親会では、恩師の畑中裕子先生

（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。サプライズで畑中先生より６年生の時に自分が書いたメッセージカー

ドを一人一人渡してくださいました。8年間、ご自宅で保管されていたそうです。カードは、絵だけ描いた

など自由な内容でしたが、何を書いたのか記憶がなく、ドキドキしている様子が見られました。今回も１０

年後の自分に向けてメッセージを残しました。次の再会が楽しみですね。

参加者:１７名

（うち新成人１３名：恩師１名）

清水東公民館 青年教育事業

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」

１２月２５日（水）清水東地区で活躍中の珈琲マイスターの資

格をもつ「武珈琲ラボ」土橋 武志氏をお招きしました。様々な

珈琲の淹れ方に挑戦しYouTubeで配信されています。今回の教室

でも淹れ方をはじめとして、珈琲に関する知識・種類の話や試

飲会をしました。

【参加者より】講師は、昨秋上天下町で「武珈琲ラボ」を起業した土橋武志さん、若手である。講習は先ず、珈琲の歴史、

文化から始まり、メインの淹れ方実演・試飲となるや参加者の５４の「目ん玉」が一勢にペーパードリップに集中。凝視、

沈黙する静謐だが濃密な時間が流れる…そして試飲になるや溜息と笑顔、やがて歓声が広がる。…みんな、こんなに珈琲が

好きなんだ…珈琲よバンザイ！ 土橋千尋さん 「コーヒー教室」観

今回、選出された令和２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。



○ … 休館日
□ … 公民館講座
● … 団体＆自主グループ

1
●コカリナ

（9：30～）

●絵手紙ほととぎす
（13：30～）

2 3 4 5 6 7 8
□里山まるごと 休館日 ●リフレッシュヨガ ●放課後子ども教室 ●囲碁クラブ

たのしみ隊 （10：30～） （14：30～） （14：00～） （9：00～） ●コカリナ

（9：00～） ●グリーンレクの会 ●大正琴 （9：30～）

（13：30～）  （19：30～）

□すげ笠養成講座 ●図書サークル
（13：30～） （19：30～）

（14：00～）

9 10 11 12 13 14 15
□すげ笠養成講座 休館日 休館日 ●放課後子ども教室 ●囲碁クラブ ●すげ小物の会 ●コカリナ

（13：30～）  [建国記念の日] （14：30～） （14：00～） （9：00～） （9：30～）

●清水フォトクラブ ●絵手紙ほととぎす
（19：00～） （13：30～）

●さわやか体操 □すげ笠養成講座

（19：30～） （13：30～）

16 17 18 19 20 21 22
休館日 休館日 ●リフレッシュヨガ ●放課後子ども教室

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

●グリーンレクの会 ●囲碁クラブ ●大正琴 （9：30～）

（13：30～） （14：00～）  （19：30～）

●図書サークル
（19：30～）

23 24 25 26 27 28 29
休館日 休館日 ●リフレッシュヨガ ●行政相談日 ●エコクラフトクラブ ●さわやか体操 ●コカリナ

 [天皇誕生日]  「振替休日］ （10：30～） （13：00～） （19：30～） （9：30～）

□すげ笠養成講座 ●グリーンレクの会 ●放課後子ども教室 ●囲碁クラブ
（13：30～） （13：30～） （14：30～） （14：00～）

2020.1.18

土木 金

●すげ笠カンポの会 ☆行政文書配布日

●ちびっこ広場 ●すげ笠カンポの会 ☆行政文書配布日

（13：00～15：00）

日 月 火 水

□味噌づくり


