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●総人口 1,758人

●男性 846人

●女性 912人

●世帯数 552世帯

（※R3.5.１日現在）

ホームページは

清水東公民館 検 索

https://sihiga-k.jp/

”つい１ヵ月程前の３月中旬頃まで、この田んぼはコハクチョウのねぐらでした。”
前回の広報誌に引き続き、３回連続でコハクチョウの話題となり失礼します。
遠いシベリアに向かっているコハクチョウの５月上旬現在地は、環境省のホームページなどに

よると、北海道の北にある大きな島である樺太（からふと：ロシアではサハリン）島にいるよう
です。強い追風（南風）を待ちつつオホーツク海を渡り切る体力を温存しているのでしょう。道
のりはまだ約半分です。繁殖地であるロシア北東部に全羽が無事到着するといいですね。
さて、本年のこの季節の満月は４月２７日（火）でした。ピンクムーン（※１）と呼ばれてい

ます。昨年同様、宵の始めは雲も少なく大変綺麗に見ることが出来ました。５月の大型連休前の
田植え直前の水田は、風が穏やかですと鏡のようです。幸運にも、田んぼの水面に満月、清水杉
谷町の桂連山麓（けれんさんろく）や片山町の山々などが上下反転した形で映り込んだ幾何学的
景観を見ることができました。つい１ヵ月程前の３月中旬頃には、この静かな水面でコハクチョ
ウがざわついていたなんて・・・。コハクチョウがねぐらとするこの田んぼで「コハクチョウの
米（まい※２）」を耕作する方によると、本年はコハクチョウがもっと居つきやすいような環境
を作りたい、との事。今年の冬が楽しみです。

※１：本年のフラワームーンは５月２６日（水）です。 ※２：舞を掛けてます。つまりダジャレです。

例年、５月の大型連休前後に志津川河川公園、通称「ラブリバー」に沢山のこ

いのぼりを設置し「こいのぼりウォーク」を実施していましたが、昨年に引き続き、

本年も新型コロナウイルスの影響のため設置やそれに伴うイベントなどを中止さ

せていただきました。



【収入の部】 【支出の部】

　ふくいの魅力　学んで知って　広めよう

60,374

収入　60,374 円　-　支出　53,589 円　＝　残額　6,785円  （次年度繰越金）

1、すすんで親切をつくし愛情ゆたかなまちをつくりましょう

2、すすんで健康にこころがけ明朗で活気あるまちをつくりましょう

3、すすんでくふうをこらし清潔で美しいまちをつくりましょう

4、すすんできまりを守り安全で住みよいまちをつくりましょう

5、すすんで教育を重んじ清新な文化のまちをつくりましょう

　　　◆◆◆　不死鳥のねがい（福井市市民憲章）　◆◆◆

　あいさつで　ふれあうよろこび　深める絆

　スポーツで　広がれつながれ　元気の輪

　ふるさとを　今よりもっと　美しく

　たしかめよう　交通マナーと　防災意識　

（実践目標 平成３１年4月～令和４年3月）

合　計

10,774

24,600  ＠50円×492世帯

項　　目

　市補助金

　市民協力金

　前年度繰越金

25,000  支部実践活動費

決　算 備　考 決　算

28,509

花壇コンクール展示品

郵送費

 6/12花苗（公民館花壇）

5,400

1,780

7,900

項　　目

■郷土美化部門

備　考

わたくしたちは　不死鳥福井の市民であることに誇りと責任を感じ郷土の繁栄と幸福をき
ずくため力を合わせ不屈の気概をもってこのねがいをつらぬきましょう。

　消耗品

　郵送費

　報償費

　役務費

合　計

10,000

53,589

 11/15花壇コンクール副賞等

コンクール案内切手代

「福井市および清水東地区防災訓練」

令和２年度 不死鳥のねがい（福井市市民憲章）推進協議会

清水東支部実践活動収支決算報告

新型コロナウイルス拡散防止の為、やむなく

中止を決定しました。ご理解とご了承のほど

よろしくお願いいたします。

こいのぼり寄付のご報告
こいのぼりご寄付のご協力心より御礼申し上げ

ます。ご寄付頂きました方々への感謝を込めまし

て、ご芳名を掲載させていただきます。

公民館からのお知らせ

・久保智靖 様

・仲井英明 様

・松原孝裕 様

行事の中止のお知らせ

●６月２７日（日）開催予定

公民館貸館状況（令和３年５月２０日現在）

５月２１日（金）より６月４日（金）まで県の「特別警

報」から「警報」への変更に伴い、福井市公民館の対応は右

記の通りとなっております。６月４日以降の対応については、

わかり次第、清水東公民館HPにてお知らせいたします。

段階『２』

■使用時間：９時～２１時

■同時使用：可

■貸 館：２時間/回

■自主グループ：２時間/回

■事 業：屋内は２時間/回



令和2年度3月・令和3年度4月の公民館事業報告

主催：令和３年清水東の文化祭実行委員会来場者：３０名

Youtube視聴アカウント数：４５

参加者：１６名

清水東×菅ぇ盛り上げ隊

清水東公民館健康長寿事業

ふるさと環境部

参加者：１８名

清水東地区自治会連合会

参加者：３０名

３月２０日（土）今回で２回目となった清水東の

文化祭ですがコロナ禍で密を避ける為、作品展示

は行わず、創作活動の自主グループにおいては活

動紹介をYoutubeアップしました。会場では、演

奏や講演のみを開催し、ライブ配信を行うことで

自宅での鑑賞もできるように致しました。

ピアノ演奏は、谷本恵さんによる作曲者が別々

の「トルコ行進曲」３曲を演奏しました。歴史

講演として、櫻川幸夫氏による弾き語りを交え

た明智光秀のお話の他、自主グループからは、

「コカリナアンサンブルひがし」と「清水

東大正琴クラブ」の演奏発表をしました。

４月４日（日）清水杉谷から竹生池を結ぶ林道に生

息するカタクリの群生地を訪ねる林道ウォークも５

年目となりました。年々カタクリが咲く範囲広がり

華やかさを増してきております。今年は、林道を歩

きながら参加者自身が感じ取れる春の息吹をスマー

トフォンやカメラに収めてもらいウォーク後に講評

しました。雨に濡れて、より色鮮やかな画像が撮れ

ました。また同じ植物でも撮影角度が違う為、見え

方の違いに関心が集まりました。コロナ禍で遠出を

自粛せざる負えない中、清水東の里山に魅力あふれ

る小さな景色が沢山ある事を知って頂きたいです。

４月１１日（日）昨年はコロナ禍で中止となった堤

防清掃活動を実施しました。各地区自治会の方々に

加え清水竹拓行務店の皆様のご協力を賜りました。

車で通ると特にゴミは無いように見えますが、歩い

てみると沢山のゴミが

が落ちていました。２時

間かけて拾ったゴミは分

別して、軽トラック３台

分にもなりました。ご協

力有難うございました。

４月２３日（金）以前より、リクエストの多かっ

た野菜づくりの教室を実施しました。県の緊急事

態宣言により屋外での座学となりました。講師に

JA越前丹生ふれあいセンター営農指導課の青山氏

と福井市園芸センターの小林氏をお招きし、土づ

くりや選定の基礎を教わりました。特に農薬の希

釈方法は、今まで適当にやっていたので、すぐに

実践したいとの声がありました。次は、秋冬

の野菜づくりを企画します。

４月１５日（土）有志としてまちづくり協議会の

８名の方に土づくりとネット張りにご協力を頂き

ました。へちまとゴー

ヤは、現在、種から育

てており、5月末には

公民館の南側に定植し

7～8月には、カーテン

になる計画です！ ーテン



○ … 休館日
□ … 公民館講座
● … 団体＆自主グループ

1 2 3 4 5

●リフレッシュヨガ ●囲碁クラブ
（10：30～） （14：00～） （9：00～） □里山まるごと

●図書サークル たのしみ隊

（19：30～） （9：00～）

●コカリナ
（9：30～）

●絵手紙ほととぎす
（13：30～）

6 7 8 9 10 11 12
休館日 ●リフレッシュヨガ ●行政相談日 ●すげ小物の会 ●コカリナ

（10：30～） （9：00～） （9：30～）

●囲碁クラブ ●清水フォトクラブ
（14：00～） （19：00～）

●さわやか体操

（19：30～）

●大正琴

（19：30～）

13 14 15 16 17 18 19

休館日 ●リフレッシュヨガ ●ちびっこ広場
（10：30～） （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

●清水詩の会 （13：30～）

（13：30～）

20 21 22 23 24 25 26
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～）

●囲碁クラブ ●大正琴
（14：00～） （19：30～）

27 28 29 30

休館日 ●リフレッシュヨガ
（10：30～）

☆行政文書配布日

(13：00～15：00）

日 月 火 水 木

●すげ笠カンポの会

2021.5.22

金 土

●すげ笠カンポの会 ☆行政文書配布日


