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清水東公民館だより

●総人口 1,782人

●男性 852人

●女性 930人

●世帯数 555世帯

●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

ホームページは 清水東公民館 検 索

清水東公民館 TEL：0776-98-4510

ＳＫＰとは、清水活性化プロジェクト（Shimizu Kasseika Pro

ject）の略称で、清水中学校の生徒がそれぞれの出身地区

の活性化を願い、地区の方と協力して自主的に行う活動の

ことです。
本年度の清水東地区に住む清水中学校生徒たちが行うＳＫＰ活動につい

て、活動のひとつである菅笠マスコットづくりが９月１２日、清水東公民館で

行われました。今月号の表紙写真の自転車は、菅笠マスコットづくりに参加

した生徒たちのものです。清水東公民館前にずらりと並んだたくさんの自転

車の光景はなかなか見られないので、表紙写真にチョイスしました。

さて、今回の菅笠マスコットづくりには、新型コロナウイルス感染拡大防止

対策を十分行いつつ、４５名の生徒たちが参加しました。このマスコット作り

の場は、既に制作経験済みの２年生や３年生が、１年生に対して作り方のコ

ツなどをフィードバックしていく大変貴重なものとなっており、また、菅笠への

理解をさらに深める機会にもなっています。

今回制作した菅笠マスコットは、菅笠や清水東地区を紹介するミニチラシと

ともにパッケージングされ、今後、街頭などで配布することになっています。

※ＳＫＰの活動については、Youtubeで配信する予定です。



　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

令和２年度８月･９月 公民館事業 報告

清水東公民館 伝統文化伝承事業

清水東小学校

越前菅笠を守る会

９/６…３５名

清水東地区自治会連合会

清水東公民館

竹拓キッズ隊

清水東小５年生児童：１６名

清水東公民館 ふるさと環境部

地域支援部

協力者：９名

福井市市民憲章推進協議会 清水東支部

清水東地区自治会連合会

チームカトレア

☟三留集落資源保全隊の花壇

★最優秀賞（花壇）三留集落資源保全隊

★最優秀賞（ﾌﾟﾗﾝﾀｰ）ひまわり会

★優秀賞…下天下自治会

★努力賞…小羽寿クラブ

★カトレア賞…清水自治会

受賞した花壇・プランターの写真を公民館で掲示する予定です。

９月１３日（日）応募のあった花

壇をすべて審査をしました。猛暑

を乗り切ってこの時期まで、花を

保つのは大変な作業です。入賞さ

れた方々おめでとうございます。

応募箇所：１２か所

８月２０日（木）３０

度を超える暑さの中、

菅刈り体験を行いまし

た。毎年、東小学校5

年生は郷土学習として

例年取り組んでおり、

今回は１回目「菅刈り体験」。今後は「すげ博士

育成プログラム（学習会）」「菅笠作り体験」

と全3回にわたって、深く学習をしていきます。

９月６日（日）澄んだ秋晴れの日に志津川の小羽付

近で釣り体験を行いました。初めに、保護者向けに川

に落ちた場合の救助方法の実演を行いました。釣り竿

は手作りの竹製です。釣り糸を投げ込み、浮をジーっ

と見つめ、魚との掛け引きです。天気が良すぎたのか

思いのほか釣れま

せんでしたが、ヌ

マムツ・ウグイ、

オイカワ、ブルー

ギルが釣れました。

８月２日（日）清水北地区のせせらぎキャンプ場

で活動しました。猛暑日でしたが、山の中は涼しい

風が吹いていました。今回は虫取り網で生き物採取

に挑戦！生き物の動きに合わせて捕獲しようとする

のですが、これが意外と難しい…。それでもなんと

かゲットし、観察をしました。探検の後は竹で風鈴

参加者：８/２…１６名

を作り、自然

を感じる音色

にとても癒さ

れました。

９月６日（日）ビオラの種まきをしました。とて

も小さいビオラの種。慎重につまようじで一粒一

粒、まいていきました。今年は気温が高いので無

事に発芽するか心配ですが、11月下旬に予定して

いる公民館花壇への定植に向けて、チームカトレ

アの皆さんと協力して育てていきます。

９月５日（土）多様な生き物や植

物が生息できる環境整備の為、春

から夏にかけて茂った草花を刈り、

リセットしました。ご協力頂いた

部会の方々有難うございました。

表紙にも掲載しておりますが、この取組みは、

2017年から発足し、中学校の生徒たちが地元４地

区それぞれの地域の方とかかわりあいながら、清

水地区をより良くするために企画して実行する活

動です。今年度は、実績と社会状況を踏まえて、

生徒代表のリーダー（上田さん3年）・サブリー

ダー（加畑さん3年）を中心に計画した結果「菅笠

マスコット作り」と「SKP活動のYoutube動画作

成」を実施します。

清水東公民館 少年教育事業

清水中学校

清水東公民館 環境教育事業

チームカトレア

参加者：９名

9/12の「すげ笠マスコット作り」を終え、今後は、

動画の編集とマスコットに同封するパンフ

レット作成を進めていきます。

↑作り上げたたくさんの

すげ笠マスコット
↑すげ笠マスコット ↑動画編集会議での作戦ボード



清水東地区の木・花

お知らせ

9月13日（日）小学生対象の「親子で陶芸教

室」で食器作りに挑戦！“こんな茶わんでごは

んを食べたいな”“こういう湯のみは使いやす

いかな”など想像しながら作陶しました。陶芸

は初めての方がほとんどでしたが、先生の丁寧

な指導で素敵な作品ができました。想像したも

のを実際に作るのは難しいことですが、出来上

がった達成感はものづくりへの意欲や自信につ

ながるのではないでしょうか。

清水東公民館 家庭教育事業参加者：１２名

6月より主事として勤務しております、山本

絵美です。勤務開始当初から住民の皆様には

温かくお声をかけていただき、誠にありがと

うございます。まだまだ未熟者ですが、明る

く前向きに務めてまいります。

◆参加者の感想◆

【子ども】難しかったけど楽しかった。また参

加したい。

【保護者】陶芸は機会がないとできない

ので、身近な公民館でできてよかった。

最終選考まで残った木・花、ご紹介します。

【花水木（はなみずき）】
清水東地区では、県道28号福井朝日武生線の街路

樹や一般家庭の庭などで見ることができます。

【桜（さくら）】
清水東地区では、ソメイヨシノが公園などで多く

植えられています。

【金木犀（きんもくせい）】
昭和５１年８月、旧清水町において町政施行２０

周年を記念し「木犀（もくせい）」が町の花木に選

定された際、同年、各戸に一株づつ分配しているため、

清水東地区でも各家庭の庭などで普通に見られます。

木 花 【コスモス（こすもす）】
平成１１年１１月、旧清水町において

「コスモス」が町花に選定された際、各地

区や団体などにコスモスの種を分配し、町

を挙げて積極的に景観形成などを行ってい

たことから、清水東地区でも道路脇や花壇

などで普通に見られます。

【彼岸花（ひがんばな）】
清水東地区では、近年、水田の土地改

良が進んだことにより畦畔などではほぼ見

ることができず、里山に近い田の畔、墓地

などで散発的に見られる程度です。

今後ともよろしくお願い

いたします。

ソフトボール大会の中止

恒例の清水東地区ソフトボール大会は、協議の

結果コロナ感染拡大防止の為、中止を決定いた

しました。

ご理解とご了承のほどよろしくお願い致します。

「みんなで東の空に

花火を打ち上げよう！」

まだまだ募集中！！
開火日 ： １０月１７日（土）

親子でミュージックケア

日 時 ： １０月1７日（土） 10：00～

講 師 ： 松島 真弓氏

場 所 ： 清水東公民館 大ホール

対 象 ： 未就学児ととその保護者

参加費 ： 親子で２００円 （保険代含む）

※ちびっこ広場登録者は１００円

定 員 ： 親子で１５組（先着順）

■ 新任主事の紹介 ■

１玉 3,000円です。

家族、団体・仲間でも申し込み可能

申し込み締め切りは、9/25（金）

※応募受付チラシは、公民館においてあります。

清水東地区花壇コンクール表彰式

１１月１４日（土）１３：００～ 清水東公民館にて

※詳しくは、10/3配布のチラシ参照。



○ … 休館日
□ … 公民館講座
● … 団体＆自主グループ

1 2 3

●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～）

4 5 6 7 8 9 10
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～） （14：00～） （9：00～） （9：30～）

●きんもくせい □健康体操（上天下）
（14：00～） （9：30～）

●清水フォトクラブ
（19：00～）

●さわやか体操
（19：30～）

●大正琴
（19：30～）

11 12 13 14 15 16 17
休館日 ●リフレッシュヨガ □健康体操（下天下） ●囲碁クラブ

（10：30～） （9：30～） （14：00～） （9：00～）  □里山まるごと
●もくせい読書会 □健康体操（三留町） たのしみ隊

（13：00～） （13：30～） （9：00～）

□防災ハグ訓練

（19：00～） 　 （9：30～）

●コカリナ
（9：30～）

●絵手紙ほととぎす
（13：30～）

18 19 20 21 22 23 24

休館日 休館日 ●リフレッシュヨガ □リンパ体操（清水杉谷）●エコクラフトクラブ ●行政相談日 ●コカリナ
（10：30～） （13：30～） （13：00～） （9：30～）

●きんもくせい ●囲碁クラブ ●清水フォトクラブ
（14：00～） （14：00～） （19：00～）

●図書サークル ●大正琴
（19：30～） （19：30～）

●さわやか体操
（19：30～）

25 26 27 28 29 30 31
休館日 ●リフレッシュヨガ □リンパ体操（竹生） ●囲碁クラブ ●コカリナ

（10：30～） （13：30～） （14：00～） （9：30～）

●すげ笠カンポの会 ☆行政文書配布日

●すげ笠カンポの会

2020.9.19　

日 月 火 水 木 金 土

☆行政文書配布日

□ミュージックケア

東の空に花火を
打ち上げよう

(13：00～15：00）


