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２０２０年１０月１７日、みんなの想いをのせた菅え花火が
三留町で打ち上げられました。 企画に参加・協力して頂き
ました皆さま、ありがとうございました。
今回の「菅え花火」は、コロナ渦で地区行事が相次いで中止になる中、密
にならずに地区の皆さまに楽しんでもらえる「何か」が出来ないだろうか、と
の主旨で企画されました。
8月中旬、企画立案ののち実行委員会（清水東地区盛り上げたい実行委
員会）を立ち上げ、日時の調整やパンフ作成などの作業を進め、また、小型
無人機による花火目線の風景映像をYouTubeにUPし、花火目線の映像で
よく見える場所を皆さまに確認して頂き、少しでも密にならないようにお願い
するなど、新しい試みも行いました。
打ち上げられた花火の数はおおむね１50発で、皆さまから寄せられたメッ
セージ（菅え想い）を貼り付けました。
打ち上げ時間は約８分でしたが、１０月中旬の夜は寒いため、外で見物す
るには程よい長さだったのではないでしょうか。
※ 菅え花火に関する動画は、YouTubeで配信中です。

令和２年度１０月･１１月 公民館事業 報告
実行委員１０名
賛同件数６８件

主催：清水東地区盛り上げ隊実行委員会
後援：清水東地区自治会連合会
清水東公民館

１０月１７日（土）清水東地区を盛り上げたいと賛同してくださった皆様のおか
げで予定していた数より多くの花火を打ち上げることができました。身近で花火を
見れたのはもとよりコロナ退散を願う住民の思いが感じられたのではないでしょう
か。実行委員に至っては、ただ花火を打上げるけでなく清水東地区ならではのもの
にしたいと他地区の公民館を訪ねたり、Youtubeへより良い動画をアップするため河
合地区の花火で試し撮りに出かけるなど入念な準備を重ねました。コロナ渦で何か
と後ろ向きになりがちですが、このような想いで、地区の為に明るい企画をして下
さった実行委員の皆様、本当に有難う御座いました。
清水東地区自主防災連絡協議会
清水東公民館 防犯防災事業

清水東公民館 健康長寿事業
清水東デイホーム

参加者：２５名

１０月２１日（水）清水杉谷、２８日（水）竹
生と２か所で行いました。これからの季節、寒さ
で身体はこわばりがちです。リンパを流すことで
身体も気持ちも暖かくなり、いろいろな不調を回
避することができます。今回は、ここだけは、流
していくと良いリンパの
場所（鎖骨・脇の下・足
の付け根）と自分ででき
るマッサージ方法を教
えて頂きました。
清水東公民館 ふるさと環境部
緑のカーテン有志

１０月２５日（日）公民館
の南側をさわやかに彩ってい
た「緑のカーテン」を撤去し
ました。少し寂しくなってし
ましたが、ご協力頂いた皆様、
有難うございました。

協力者：５名

１０月２３日（金）通常生活でのコロナ対策は根
付いていますが、コロナ渦で災害が起き、避難と
なった場合は、様々な準備が新たに加わることを
認識できました。受付では、健康管理チェックを
行い、発熱のある方は別室へ案内し、さらに発熱
者の部屋は、段ボールのパーテーションで仕切る
などの対策を行います。また体育館内は、一人あ
たり２ｍの居住スペースをテープで仕切り、その
広さを実際に体感しました。もし、避難所開設と
なった場合今回行った内容よりもっと多くの対策
が必要となると思われます。ご家庭では、避難
グッズの中にコロナ感染対策を想定したもの
を取り入れておくとよいですね。
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

清水東公民館 環境教育事業
清水東小学校

清水東小５年生
：１６名
１０月３０日（金）夏の
観察から季節が変わり、今
回はビオトープ内の自分な
りの秋を見つけよう！と秋
を感じる植物や生き物を採
取し、環境アドバイザーの

↑採取物を観察している様子

矢村先生に解説を頂きながら学習しました。

参加者：３７名
１０月３1日（土）未就園
児やちびっこ広場OBの幼児と
その保護者向けにミュージッ
クケアを行いました。音楽に
合わせて楽器鳴らしたり、身
体を動かしたりする子や
先生をただじっとみつめ
る子と感じ方の違いがみ
られました。

←縁日
の様子

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

清水東公民館 伝統文化伝承事業
清水北小学校
越前菅笠を守る会

清水東小５年生：１６名

清水北小５年生：１９名

11月１３日（木）「地域のお宝探し」という総
合学習の一環として、北小３年生児童から菅笠に
ついて知りたい！との要望で、出張致しました。
いろんな菅笠を被ってみよう！材料の「菅」触っ

11月６日（金）未来の「すげ博士」を目指すべ
く３回シリーズで行っている学習で、１回目は、
真夏のすげ刈りを体験し、今回は菅笠についての
歴史・材料の菅・作る工程について、事前に児童
がネットや資料で調べました。それでもわからな

てみよう！菅笠作りの様子を見てみよう！と３つ
の企画を行い、見て触って体験してもらいました。
その後「すげ笠マスコット作り」を行い、運動会
でしか出会えてなかった菅笠ですが、清水地区の
シンボルとして関心をもつ機会となりました。

い菅笠についての質問・疑問を越前菅笠を守る会
の田仲さんにお答えいただきました。
次回は、実際に菅笠を作る体験を行います。
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

清水東公民館 環境教育事業

参加者：１５名

入賞：５か所

１１月１４日（土）今年は、長雨と猛暑で花壇の
維持管理に大変ご苦労されたことと思います。表
彰の後にチームカトレアの代表宮永さんに入賞花
壇の講評を頂き、来年に向けてアドバイスを頂き
ました。
★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

応募いただいた花壇

★優秀賞…下天下自治会

プランターの写真を

★努力賞…小羽寿クラブ
★カトレア賞…清水自治会

公民館にて掲示中です。

１１月１４日（土）ガーデニングとして、比較的
簡単にできる「寄せ植え」を通して、花づくりの
良さのきっかけとなる目的で開催しました。花材
は葉ボタンを中心に植え、オーナメントでクリス
マスやお正月用にアレンジします。寄せ植えする
際のコツや維持管理について、緑と花のアドバ
ザー渡辺寛幸先生に教えて頂きました。
◆参加者の感想◆

冬のリースは肥料をやると葉の

色が変わり、形が変わることを初めて知りました。

清水東地区の木・花
銀杏（いちょう）の紅葉情報
【上天下町】
・鍵岡神社横：見ごろです。
・３９字付近：落葉しました。

【三留町】
・３９字付近：見ごろです。
・４２字付近：見ごろです。

【清水杉谷町】

※ １１月１５日時点

【清水町】
・４０字付近：紅葉までもう少しです。

【和田町】
・２字付近：見ごろです。
・１０字付近：見ごろです。

【小羽町】
・３字付近：見ごろです。

・廣善寺：紅葉までもう少しです。
※ 前回号「花水木（はなみずき）」の記事に誤りがありました。県道28号福井朝日
武生線の街路樹は花水木ではありません。心よりお詫び申し上げ訂正いたします。

○ … 休館日
□ … 公民館講座
● … 団体＆自主グループ
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日

月

火
1

水
2

●リフレッシュヨガ
（10：30～）

●グリーンレクの会
（13：30～）

木
3
●囲碁クラブ
（14：00～）

●きんもくせい

金
4

●絵手紙ほととぎす
（13：30～）

●図書サークル
（19：30～）

□里山まるごと
たのしみ隊（9:00～）

7
休館日

8

9

●リフレッシュヨガ
（10：30～）

5

●すげ笠カンポの会 ☆行政文書配布日
（9：00～）
●コカリナ
（9：30～）

（14：00～）

6

土

●グリーンレクの会
（13：30～）

10
●囲碁クラブ
（14：00～）

●もくせい読書会

11
●すげ小物の会
（9：00～）

12
●コカリナ
（9：30～）

●清水フォトクラブ
（19：00～）

（13：00～）

●さわやか体操
（19：30～）
●大正琴
（19：30～）

13
□里山まるごと
たのしみ隊（9:00～）

14
休館日

15

16

●リフレッシュヨガ
（10：30～）

●グリーンレクの会
（13：30～）

17
●囲碁クラブ
（14：00～）

18

●すげ笠カンポの会 □しめ縄づくり
（9：00～）
（9：30～）

●きんもくせい

●コカリナ
（9：30～）

（14：00～）
●図書サークル
（19：30～）

20
休館日

27

21
休館日

28
休館日

22
●リフレッシュヨガ
（10：30～）

29
休館日

19

●絵手紙ほととぎす
（13：30～）

23
●グリーンレクの会
（13：30～）

30
休館日

24
●ちびっこ広場
（9：30～）

25

26

☆行政文書配布日 ●コカリナ
（9：30～）
●大正琴
（19：30～）
●エコクラフトクラブ
（13：00～） ●さわやか体操
（19：30～）
●囲碁クラブ
（14：00～）

31
休館日

