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●総人口 1,765人

●男性 843人

●女性 922人

●世帯数 554世帯

（※1月１日現在）

ここ数年、コハクチョウは、この冬水田んぼ周辺を餌場と

して飛来し、夜はどこかのねぐらに帰っていくという行動パ

ターンでした。 ところが、今年のコハクチョウは、この冬

水田んぼをねぐらにし、日中は近くの秋起こしをしていない

二番穂がある田んぼなどを餌場にして過ごすという完全宿営

地として居座りました。 実に８年ぶりのことです。

ところで、どうして三留町の冬水田んぼにコハクチョウが

飛来するのでしょうか。 コハクチョウに聞いてみないと

２０２０年１２月初旬、今年もコハクチョウが
三留町の冬水田んぼにやってきました。

わかりませんが、上空から田んぼを見てみると冬水田んぼは目立ちます！ 光ってます！ 冬期間の田んぼは

水気が無い土色で退屈な風景が広がりますが、こんなに光っている冬水田んぼが目に入れば、「ちょっと降り

て休もうか♪」みたいな気持ちになるんじゃあないでしょうか。

さて、１月８日早朝より降り始めた雪は３年ぶりの大雪となり、積雪も一時１メートルを超えました。 田

んぼは一面真っ白となり、冬水田んぼも雪に埋まりました。こうなると、コハクチョウも居られなくなり、今

現在、冬水田んぼは空家です。

雪が解ける３月ごろには戻ってくるのを待ちましょう。



　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

令和２年度11月･12月･1月 公民館事業 報告

１１月１９日（木）毎年恒例となっている教室ですが、今年については、

８月に「菅刈り」。１０月には、「菅笠Q＆A会」を開き、今回の「菅笠作

り教室」を合わせ、３回シリーズのすげ笠学習をしました。越前菅笠を守

る会の方に教わりながら、直径30㎝の笠を１日かけて作り上げました。慣

れない手つきで上手く揃えられず苦戦しているところに保存会の方のアド

バイス一つで、みるみる上達してく様子に感心しました。菅笠について調

べてきましたが、やってみないとわからないことが多くあり菅笠つくりの

醍醐味を感じられたのではないでしょうか。「すげぇ菅博士」となった児

童には、菅笠を「地域の誇り」として、この伝統を大切にし、また菅笠や

菅の新しい未来を発見してくれることを願います。

１１月２１日（土）９月初旬に種まきをして、１週

間ほどで発芽。その後ぐんぐん成長し、１０月初旬

にポット移植を行い、無事定植できるまで成長した

花苗が約900株出来ました。種から育てるのは、管

理が大変ですが、低コストで何より育て上げたこと

で愛着があり花を咲かせたときの喜びがひとしおで

した。これから越冬という試練が待ち構えています

が、春には元気に咲く姿がみれることを楽しみにし

ています。

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

参加者：１７名

児童：１６名

参加者：８名

清水東公民館 環境教育事業

チームカトレア

清水東公民館 家庭教育事業

清水東地区子育て支援員会

参加者：８名

清水東公民館 ふるさと環境部

伝統文化伝承事業

１１月２６日（木）寒くなり体調を崩し始める時期

となるので、免疫力アップを目的に企画しました。

子供へのマッサージは、発達にも関係するそうで、

親子のスキンシップの大切さを学びました。病気の

早期発見として、毎日の赤ちゃんの耳の匂いを嗅ぐ

ことで中耳炎の疑いを確認する健康チェックのコツ

も教わりました。参加者からは、リフレッシュでき

ました。ステイホームでも気軽に実践できる

内容が良かったとの声がありました。

１２月１９日（土）講師に渡辺寛幸氏をお迎えし、しめ飾りを作りまし

た。材料の藁（わら）は、ふるさと環境部の方のご協力で提供していた

だきました。藁を"すぐる"ところから始めました。道具を使わず指を熊

手のようにして、藁の袴（はかま）と呼ばれる茎以外の部分を取り除く

ことで、藁がきれいになり、扱いやすくなります。すぐった藁を小槌で

叩き柔らかくし、一握り程の藁を2等分にして、いよいよ"なう"作業に

なります。左手に握った藁を右手の平で上から押さえて転がす…言われ

たことをそのままやってもなかなか行きませんでしたが、何度か繰り返

していくうちに感覚が掴めることができました。シンプルですが、自分

で作ったしめ飾りを玄関に飾ると、なんとも言えない嬉しさがあります。



◎は、自治会連合会長
※敬称略

清水杉谷町 鎌田　正弘 ﾎｰﾌﾟﾀｳﾝ田尻 岩田　正明

小羽町 荻原　茂 清水町 吉川　克紀

三留町  ◎　野村　正人 和田町 横山　昌之

上天下町 小林　進 田尻栃谷町 河村　諭

下天下町 横山　真二 竹生町 久保　法幸

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）

お知らせ

今回、選出された令和３年の清水東地区各自治会長をご紹介します。

リンパケア「さする」だけの

日 時 ： ２月1２日（金） １４：00～

講 師 ： 小林 佳津代氏

場 所 ： 清水東公民館 大ホール

持ち物 ： タオル、飲み物

参加費 ： １００円 （保険代として）

定 員 ： １５名（先着順）

※詳しくは、別紙チラシ参照。

清水東公民館 健康長寿事業

清水東デイホーム

菅笠作り体験＆育成講座

清水東地区自治会連合会

越前菅笠を守る会

会 場 ： 清水東公民館

時 間 ： １３：３０～（２時間程度）

講 師 ： 越前菅笠を守る会

参加費 ： 無料

日 程 ：

【２月】 １４日（日）、２０日（土）、２８日（日）

【３月】 ７日（日）、１４日（日）

※詳しくは、別紙チラシ参照。

移動図書館フェニックス号

２月３日（水） １４：５０～１５：１５
公民館駐車場に移動図書館「フェニックス号」

が来ます。

毎月第一水曜日を予定しており、児童書、小説、

手芸や料理の本など幅広い分野の中から10冊

まで借りることが可能です。皆様のご利用を

お待ちしております。

移動図書館フェニックス号

2021清水東新成人のつどい

清水東公民館 青年教育事業

清水東新成人のつどい実行委員会

日 程 ： 令和３年３月１３日（土）

会 場 ： 清水東公民館

時 間 ： １４：００～受付

対 象 ： 清水東地区新成人

１月９日に予定しておりましたが、大雪の為、止む無く

延期としました。延期の日程が下記のとおり決まりまし

たのでお知らせいたします。

今年は大雪だ。と耳にしていましたがコロナ

渦にさらに大雪だなんて…と思っていました。

１月８日未明から降り始めて、止めどなく降

り続く雪にみなさん２０１８年の大雪の記憶

がよみがえったのではないでしょうか。前回

の大雪の時に、雪に埋もれる公民館を公民館

だより2月号の表紙にしました。その時の写

真と今回大雪の写真を並べてみました。やは

り３年前は、多かったようです。
前回 '18年2月14日撮影 今回 '21年1月13日撮影

積雪１３６㎝ 積雪１０３㎝（1/10気象庁発表）



○ … 休館日
□ … 公民館講座
● … 団体＆自主グループ

1 2 3 4 5 6

休館日 ●リフレッシュヨガ ●グリーンレクの会 ●囲碁クラブ
（10：30～） （13：30～） （14：00～） （9：00～）

●コカリナ

●図書サークル 移動図書館 （9：30～）

（19：30～） （14：50～） ●絵手紙ほととぎす
（13：30～）

7 8 9 10 11 12 13
臨時休館日 休館日 ●リフレッシュヨガ ●グリーンレクの会 休館日［建国記念の日］●すげ小物の会 ●コカリナ

 □里山まるごと
（10：30～） （13：30～） （9：00～） （9：30～）

たのしみ隊 □リンパケア

（9：00～） （14：00～）

●清水フォトクラブ
（19：00～）

●さわやか体操

（19：30～）

●大正琴

（19：30～）

14 15 16 17 18 19 20
□菅笠育成講座休館日 ●リフレッシュヨガ ●グリーンレクの会 ●ちびっこ広場

（13：30～）
（10：30～） （13：30～） （9：30～） （9：00～）

●コカリナ

●図書サークル ●囲碁クラブ （9：30～）

（19：30～） （14：00～） ●絵手紙ほととぎす
（13：30～）

□菅笠育成講座
（13：30～）

21 22 23 24 25 26 27
休館日 休館日 休館日［天皇誕生日］●グリーンレクの会 ●エコクラフトクラブ ●行政相談日 ●コカリナ

（13：30～） （13：00～） （9：30～）

●囲碁クラブ ●さわやか体操
（14：00～） （19：30～）

●大正琴

（19：30～）

28

□菅笠育成講座
（13：30～）

☆行政文書配布日

2021.1.23

金 土

●すげ笠カンポの会 ☆行政文書配布日

(13：00～15：00）

日 月 火 水 木

●すげ笠カンポの会


