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数年続いた空梅雨および猛暑は何処にいったのやら…と
思っていましたが、今年の６月の福井県の気象は日照時間は
降水量が多い割には平年より多く、雨天が多い割には晴れる
日も多かった、気温もほとんどの観測地点で記録更新するほど
の高めで推移…、ふたを開けてみれば、なんだ、いつもと同じ
じゃあないか、という状況でした。
なんとな～く、ここ数年より梅雨らしく梅雨っぽく感じるのは
７月に入って曇天・雨天が多くなったことや暑さが一旦落ち着
いている状態であること、ウン十年に一度あるかないかの激
しい雨が他県で多発していることなどが原因なのでしょう。
さて、福井河川国道事務所では、日野川で治水と環境の両立
を目指した「日野川水防災・ 湿地創出事業」を行っており、片粕
町・竹生町地係では、平成２９年、高水敷を切り下げ掘削形状を
工夫することでコウノトリをはじめとした多様な生物の生息・生育
の場所として創出された湿地環境「多自然河道」が整備されました。令和元年６月、コウノトリの飛来も確
認されています。
なお、右の「多自然河道」を撮影した７月初旬は、長雨の影響で日野川の水位が高い状態であったため、
湿地環境がよく分からなかったのが残念です。

令和２年度6月･7月 公民館事業 報告
清水東小５年生児童：１６名

清水東公民館 環境教育事業
清水東小学校

７月９日（木）長雨で２回延期になりましたが、幸いこの日は、梅
雨のなか休みで雨も降らず実施することができました。例年は、春

の生き物を観察するため５月に行っておりましたが、コロナウイル
スの影響で延期となり、この観察学習が東小学校では、今年度初の
校外学習になりました。講師に環境アドバイザーの矢村健一氏をお
迎えし、ビオトープとは何か？また、自然の生態系が人間の手に
よって崩れてきていることを学びました。それから、ビオトープ内
の植物観察をしました。数ある植物中で「チドメグサ」普段よく目
にする植物ですが、その名の通りで、昔は出血した時に使用してい
たそうです。生き物を採取した後は、スケッチし、矢村先生より、
特徴をしっかりスケッチできたか答え合わせとその特徴がどのよう

チドメグサ
↓

な役割をしているのかを教えてくださいました。畑や道端でよく見
かける生き物の名前や性質・特徴を知ると、何気ない日常が特別に
感じれるのではないでしょうか。
福井工業大学 笠井教授
清水東公民館 環境教育事業

清水東地区子育て支援委員会

参加者：４組９名

参加者：８名
６月２８日（日）・７月４日（土）これまで、福井
工業大学 笠井教授の指導の下、清水東公民館では、
雨水タンク（日本初のﾊﾟﾝﾌﾟｷﾝﾀﾝｸ）の設置や、東っ
子たんけん隊で長崎県五島列島「赤島」での雨水生
活体験に参加するなど様々な取り組みを行ってきま
した。今回は、一般の大人向けへ数回に分けて、雨
水について考える、講座やワークショップを行い最
終的に雨水だけで生活する唯一の島「赤島」へ行
く！企画でその参加募集説明会を行いました。この
説明会の様子は、清水東公民館YouTubeにて配信し
ておりますので、ぜひご覧ください。企画の開始日
程はまだ未定ですので、ご興味ある方は清水東公民
館までご連絡ください。
YouTube動画は、

YouTube

新雨水体験

検 索

７月１５日（木）今年度は、初開催となり、新たに
募集したメンバーの初顔合わせにもなりました。
今回は、お花でママの疲れを癒やす企画でフラワー
アレンジメントを行いました。また、コロナウイル
ス感染の不安や子育ての悩みなどを会話を通して、
相談する様子が見られました。画面やメールでは、
できない顔を合わせ息を交わすことの幸せを
感じた時間でした。

または、ホームページの「公民館からのお知らせ」から入れます。

参加者：７名

清水東公民館 環境教育事業
ふるさと環境部・有志

７月１４日（土）2014年から取り組み始めた緑のカーテンですが、リニューアルを
繰り返して2017年には、福井工業大学 笠井教授のご協力頂き、自動水やりシステム
が導入され、青々としたゴーヤーとヘチマの立派なカーテンができていましたが。
ここ数年夏の猛暑のせいか生育状況がよくありませんでした。原因は、プランター
には、一日中日が当たり、アスファルトの上に設置しているため、プランター内の
温度が上昇しすぎているのではないか？と。そこで、プランターの下にブロックを
置き、土はすべて取り出し、日干しして、腐葉土などを混ぜて入れ戻しをしました。

いつもより１か月遅れの作業になってしまいましたが、今年の成長が楽しみです！
ふるさと環境部、また有志の方々には作業にご協力頂き有難うございました。

↑大型プランターの下に
ブロックを敷きました

参加者：１５組

清水東地区自治会連合会
清水東公民館
竹拓キッズ隊

３４名

７月１２日（日）今回は、よっしーの森を探検して
きました。あいにくの雨模様でしたが、そんな天気
だからこそ出会える生き物をたくさん発見できまし
た。サバイバルコースを安全に配慮し、みんなで声
をかけあって、ゆっくりペースで登りきりました。
普段の生活では味わえない達成感！自然を満喫した
貴重な体験でした。

■令和２年７月１５日付けの福井新聞にも活動が紹介されました。

清水東地区の木・花
清水東のシンボルとなる木・花 決まりました！
【銀杏（いちょう）】

今回は木の紹介です。

中国が原産とされていますが、いまだに原産地や自生地が確認されていませ
ん。日本の銀杏は中国南部から伝わったとされていますが、室町時代に伝来
したのだろうとしかわかっていません。樹齢が１，０００年を超えることもある長
寿の木で、神社や寺院の御神木となっている場合も多く、また、火に強いため
防災を兼ねて街路樹に多く植えられています。
落葉前の葉は、鮮やかな黄色に紅葉（黄葉？）しその姿は秋の風物詩にもな
ります。つまり、銀杏は落葉するため「広葉樹」に該当しそうですが、「裸子植
物」か「被子植物」という正式な分類で分けると杉や松などと同じ「針葉樹」と
なるそうです。意外ですねえ…。
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。近隣では、ふくい健康の森の中の街路樹が有名です。

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。

清水町の山あいで2018年11月に撮影
※史跡：「鼓岩」の近くにあります。

2009年11月に撮影
※健康の森は清水南地区です。

お知らせ
親子で陶芸教室
日 時 ： ９月1３日（日） 10：00～
講 師 ： 片山裕二先生 月見清楽
場 所 : 清水東公民館
大ホール
対 象 : 小学生とその保護者
参加費 ： 1,100円 （保険代含む）
定 員 : 15組 30名（先着順）
持ち物 : タオル
※今後の状況によっては
中止する場合もあります。

公民館の貸館について 最新情報
市の生涯学習課より、７月１３日付けで、公民館利用につい
て通知がありました。
７月１４日～７月２７日までは、平日使用時間については、
平日の使用時間 平日：午後８時まで
１回の使用時間は１時間以内です。
７月２８日以降の措置については、７月２１日に通知がありま
すので、地域団体・自主グループの活動日程については自
主グループの代表者にお問い合わせください。

○ … 休館日
□ … 公民館講座
● … 団体＆自主グループ
2020.7.18

日

月

火

水

木

金

土
1
●コカリナ
（9：30～）

2
□里山まるごと
たのしみ隊
（9：00～）

9

3
休館日

10
休館日

4

5

●リフレッシュヨガ
（10：30～）

6
●囲碁クラブ
（14：00～）

7

8

●すげ笠カンポの会 ☆行政文書配布日
（9：00～）

●きんもくせい
（14：00～）

●コカリナ
（9：30～）

●図書サークル
（19：30～）

●絵手紙ほととぎす
（13：30～）

11

12

休館日

13
●囲碁クラブ
（14：00～）

14
●すげ小物の会
（9：00～）
●さわやか体操
（19：30～）

15
●コカリナ
（9：30～）

●大正琴
（19：30～）

16
休館日

17
休館日

18

19

20

●リフレッシュヨガ
（10：30～）

●囲碁クラブ
（14：00～）

●きんもくせい
（14：00～）

■ちびっこ広場
（9：30～）

21

22

●すげ笠カンポの会 ●コカリナ
（9：00～）
（9：30～）
●絵手紙ほととぎす
（13：30～）

●図書サークル
（19：30～）

23

24
休館日

25

26

●リフレッシュヨガ
（10：30～）

27

●囲碁クラブ
（14：00～）

30

28

●エコクラフトクラブ ●さわやか体操
（13：00～）
（19：30～）

29
●コカリナ
（9：30～）

●大正琴
（19：30～）

31
休館日

今後、コロナウイルス感染拡大防止の措置として貸館状
況が変わり、上記内容が変更になる場合がございます。ご
了承ください。
変更後の自主グループの活動日程については、各グルー
プの代表者へお問い合わせ下さい。

