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清水東の木・花はこうして決まりました。

（ 2020年3月選定 ）

2018年春に策定した清水東の将来像「菅

えビジョン」中の４つの鍵のひとつ「里山の

風景を守る」を実現するための具体的な事業

の一つとして、地区の木・花を募集しました。

2018年10月から2019年12月末まで募

集したところ、たくさんの応募がありました。

地域支援部委員、公民館各部の正副部長、

及び花木の専門家による２回の審査会を経て、

地区の木には「銀杏(いちょう)」、花には

「片栗(かたくり)」がそれぞれ決まりました。

清水東地区の木・花決まりました。

花

木
銀杏

（いちょう）

片栗

（かたくり）

清水杉谷町の廣善寺境内で2019

年12月に撮影。（※同寺住職の月

田様より写真データを頂きました。)

三留町の山間にあるカタクリの谷で2017年3月に撮影。

次回号より、銀杏（いちょう）や片栗（かたくり）の意外と知られていない生態、応募されま
したが残念ながら選ばれなかった木・花をご紹介していきます。

【銀杏（いちょう）】

樹齢１，０００年を超えること

もある長寿の木であり、各地に

天然記念物に指定される大木

があります。

清水東地区では、寺院や一

般家庭の庭、里山のふもとな

どで見ることができます。

【片栗（かたくり）】
平均寿命は４０～５０年ほどといわれています。
清水東地区では、近年、三留町の山間部で群生
地が発見されています。



　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

令和元年度２月･３月 公民館事業 報告

今回製作した

タイムカプセル

参加者：５０名

地域未来づくり推進事業

清水東公民館 地域支援部

１月２５日（土）清水東地区の田んぼが毎冬の飛

来場所となっています。昨年はコハクチョウにつ

いての講習会でしたが、今回は、冬水田んぼにつ

いての現地講習としらやま振興会こうのとり農法

部会の稲葉氏を講師にお迎えし、自然農法による

冬水田んぼの作り方について講演していた

だきました。

参加者：１７名

清水東公民館 少年教育事業

清水東小学校6年児童・保護者

１月１８日（土）東小６年生児童で小学校卒業の記

念にタイムカプセルを製作しました。児童一人一人、

未来の自分へ”今”の想いや気持ちを動画で残しま

した。そのほか、各自で準備した、未来の自分への

手紙、残しておきたい思い出の品、小さい頃の写真

を入れ、未来の自分への期待と夢を込めて蓋を閉じ

ました。開封は８年後のはたちの集いで開ける予定

です。

２月２日～３月１日の全５回実施しました。伝統

ある菅笠づくりの後継者は年々減少していますが、

きめ細やかな手作りの菅笠の魅力を知る菅笠ファ

ンは途絶えることなく方々から注文が入ります。

今年は、越前市から親子で参加され、手作りの菅

笠を作り上げました。

清水東地区自治会連合会

越前菅笠を守る会

参加者：延べ６９名
２月２日（日）お味噌は１３００年以上も前から日

本で愛されてきた伝統ある発酵食品です。お味噌汁

は毎日欠かせないという方も多いと思います。市販

の物も良いですが、自分で作って自宅で寝かせたお

味噌が一番自分に合ったお味噌ができるそうです。

原材料が同じでも、自宅の温度、匂い等の様々な環

境が発酵に深く関係するそうで、味・色の仕上がり

は人それぞれです。自分

で作ったお味噌の美味し

さを知る方々が今年も参

加され大盛況の味噌づく

りでした。

清水東公民館 日本文化伝統伝承事業

参加者：１５名

２月２３日（日）雨水だけで生活する島が長崎県の

五島列島にあり、その島で雨水だけで生活する体験

事業の事前学習会を行いました。雨水の研究をされ

ている福井工業大学の笠井教授より、雨水活用の大

切さについて講義していただき、公民館横に設置し

てある雨水タンク内の水の匂い、色、成分について

観察し、安全性を学びました。その雨水を使って調

理したカレーライスを食べて、さらに過熱すれば安

心であること改めて実感しました。残念ながら３月

実施予定の雨水体験生活

事業はコロナウイルスの

影響で延期となりました

が、雨水の知識を深める

ことができました。

２月２６日（水）今年度の締めくくりに閉校式を行

いました。一人一人がサポーターさんにお礼の言葉

を述べ、一年生からは、いたずらばかりしてごめん

なさいと謝る素直な声や、6年生は中学生になって

もサポーターさんとして参加したいと頼もしい声も

あり、来年度もさらに活気ある教室なりそうです。

地域で児童を見守る大切な機会としてサポー

ターおよび児童のご参加お待ちしてます。

参加者：１９名

清水東公民館 少年教育事業

東っこ自然たんけん隊 清水東放課後子供教室

サポーター：１０名

児童数：５０名



・4/26　こいのぼり立て ・10月　チャリ＆バスでＧｏ ・5月下旬ほか2回 ・5月　清水東地区合同体育大会

（志津川河川敷） （公共交通を使用） ビオトープ整備 ・10/11or10/18

・5/10　こいのぼりウォーク ・12月～1月 ・7/25　流しそーめん ウォークラリー大会

及び撤収 冬水田んぼにｺﾊｸﾁｮｳを呼ぼう （サマーフェスタ）・9/27 ソフトボール大会

・8/23　夏休み子供フェスタ ・通年　東地区花と木ｼﾝﾎﾞﾙの ・12月 しめ飾りづくり ・11/29   ｿﾌﾄﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ大会

・12/6　もちつき大会 活用事業 （ワラで作成）

・10/11or10/18 ・ 防犯ｶﾒﾗについて考える ・2月　健康体操教室

ウォークラリー大会 ・12月 もちつき大会（共催）

（共催　体育振興会）

子ども未来部 地域支援部 ふるさと環境部 スポーツ振興部

田中　知司

前田　拓也

 宮永　節哉（上天下）担当：上天下、下天下、小羽 田仲　幸枝（清水杉谷）担当：三留、清水杉谷

 竹内　よし子（田尻栃谷）担当：田尻栃谷、ﾎｰﾌﾟﾀｳﾝ田尻 東　治榮（清水）担当：竹生、清水、和田

上田　信仁 横山　美恵 田中　清美 横山　祥子

山下　裕樹 山添　邦明

野村　正人

横山健一郎

西川　義信

吉田　修二

八十島光伸

小玉　幹雄 加藤　恵子 伊藤　和行 伊藤　和行

薮　直樹 久保　照美 吉田なお子 吉田真美子

下　恵美子

戸田　真敬 前田　由美 西川　政子 竹内　博美

高松　英児 鈴木幸一郎 八十島光宏 八十島美枝子 小坂　桂子

宮下かつ子

勝木　俊介 谷口　朱美 松原　和子 山本　辰子

後藤　邦夫 宮下　智仁 鈴木　直和 野村　裕子 尾嵜　和子

荻原　茂 荻原　秀敏 谷本　友美 東　徳美 田中美智子

小沢　和弘 小沢　和弘

久保　雅史 中田　政晴

谷口　崇 横山　仁

松澤　吉男 竹内　将人

土橋　武志

宮永　和治 宮永　和治

杉本　恵 橋詰　美穂

婦人会 保健衛生推進員 福祉委員

上天下町

下天下町

谷口　真矢 山下めぐみ 石川　明美 土橋　弘美

宮永　哲弥 宮永　亜希 横山　明美 菅谷佐登美

体育推進員

小林　進

横山　勝治

あすの福井県を創る
　　　　運動推進員

山下 裕樹（ホープタウン田尻）

自治会名 公民館活動推進員 青少年育成委員 子ども会育成員

小羽町

三留町

清水杉谷町

田尻栃谷町

竹生町

清水町

和田町

ホープタウン田尻

民生児童委員

横山　尚永

お知らせ

参加者：１３名

２月２８日（金）ミュージックケアとは、音楽に

合わせて、身体や楽器でリズムをとることで心身

に刺激を与える音楽レクリエーションです。講師

にミュージックケア協会の松島真弓氏をお迎えし、

新聞や割りばしと身近なもので拍子をとり、脳ト

レやゲームの要素を取

り入れたユニークな内

容でした。終わった後

は心地よい疲労感と爽

快感が感じられました。

◆今回、選出された令和２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。

【令和２年度の各種委員】 ※敬称略

◆２月２６日に行われた公民館運営審議委員会・自治会長・公民館活動推進員・協力委員による合同会議で決まりまし

た事業計画をお知らせします。

【令和２年度清水東公民館学習事業】

清水東公民館 健康長寿事業

清水東公民館 ふるさと環境部
清水東公民館 青年教育事業

青年ｸﾞﾙｰﾌﾟ 東ってどうでしょう

参加者：８名

２月２９日（土）焚き火はひそかなブームとなってお

り、薪を燃やす火だけの動画が人気をあげているそう

です。パチパチと燃える音、揺らぐ炎などに癒しの効

果があり、火を囲むことで自然体でのコミュニケー

ションが取れるそうです。今回は、効果はともより焚

き火の楽しみ方や注意点な

どを学習しました。武珈琲

ラボさんに焚き火用の珈琲

をブレンドして頂き、さら

に魅力的な会となりました。



○ … 休館日
□ … 公民館講座
● … 団体＆自主グループ

1 2 3 4
●囲碁クラブ

（14：00～） （9：00～） ●コカリナ
（9：30～）

●絵手紙ほととぎす
（13：30～）

5 6 7 8 9 10 11
□里山まるごと 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

たのしみ隊 （10：30～） （14：00～） （9：00～） （9：30～）

　（9：00～） ●グリーンレクの会 ●清水フォトクラブ
（13：30～） （19：00～）

●きんもくせい ●さわやか体操
（14：00～） （19：30～）

●図書サークル ●大正琴
（19：30～） （19：30～）

12 13 14 15 16 17 18
休館日 ●リフレッシュヨガ ●囲碁クラブ

（10：30～） （14：00～） （9：00～） ●コカリナ

●グリーンレクの会 （9：30～）

（13：30～） ●絵手紙ほととぎす

●もくせい読書会 （13：30～）

（13：00～）

19 20 21 22 23 24 25

休館日 休館日 ●リフレッシュヨガ ●エコクラフトクラブ ●さわやか体操 ●コカリナ
（10：30～） （13：00～） （19：30～） （9：30～）

●グリーンレクの会 ●囲碁クラブ ●大正琴
（13：30～） （14：00～）  （19：30～）

●きんもくせい
（14：00～）

●図書サークル
（19：30～）

26 27 28 29 30
□こいのぼり立て 休館日 ●リフレッシュヨガ 休館日 ●囲碁クラブ

（8：30～） （10：30～） 　[昭和の日] （14：00～）

●グリーンレクの会
（13：30～）

2020.3.21

日 月 火 水 木 金 土

●すげ笠カンポの会 ☆行政文書配布日

☆行政文書配布日●すげ笠カンポの会


