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●総人口 1,758人

●男性 845人

●女性 913人

●世帯数 552世帯

（※R3.8.１日現在）

ホームページは

清水東公民館 検 索

https://sihiga-k.jp/

自動車や自転車などで田んぼの近くを走っていると、突然、大きな鳥が飛び出して

前を横切り、びっくりさせられることはありませんか。 清水東地区内ではよく

見かける大型の鳥、アオサギです。

図鑑などの情報によりますと、日本で繁殖する最大のサギで、青みがかった灰色

の羽毛で被われているためアオサギと呼ばれています。 一見、ツルやコウノトリに

見間違えることもあるようですが、並んで比較するとアオサギの方が小さいです。また、サギの仲間は、

飛んでいる時は首を縮めるため見分けることができます。

清水東地区内で見かけるサギの仲間は、アオサギの他、体が真っ白なダイサギ、チュウサギ、コサギ

（白いサギは、まとめてシラサギと呼ばれています。）などで、真冬も含め、一年中見かけます。

これらのサギの仲間は、生活するには水辺がかかせない鳥たちで、主に、魚類、両生類、爬虫類など

の水辺の生き物を食べており、清水東地区内では、水田の中をゆっくり徘徊する姿や用排水路や志津川

などの水辺でジッと待ち伏せしている姿をよく見かけます。 一方、繁殖については、”サギ山”と呼ば

れる集団営巣状態で見晴らしの良い高い木の上に、いろんな種類のサギの仲間が集まって巣を作るよう

ですが、清水東地区内では見かけたことはありません。（教えてください、ご存じの方。）

サギの仲間は、清水東地区内では普通の鳥として承知していますが、近年、増えたと思いませんか。

コハクチョウも含めて大型の鳥たちの生活に必要な水辺環境が皆さまの努力によって守られているため

ではないでしょうか。

今回ご紹介する鳥は、アオサギです。



令和３年度 ６月・７月 公民館事業報告

清水東公民館環境教育事業

清水東小学校

清水東小５年生児童

：１３名

６月１日（木）地域の環境を調べる学習で、ビオー

プ内の生き物を採取し、観察を行いました。講師に

環境アドバイザーの矢村健一先生をお迎えし、ビオ

トープとは何か？や、生き物の特徴や解説をして頂

きました。今回採取したトノサマガエルは、土でで

きた土手などの水辺を生息地としています。手足に

吸盤がなく、コンクリートに囲まれた用水路から這

い上がることができないそうです。農業用水の近代

化に伴い日本の在来種の生息環境に影響しているこ

となどを学びました。［児童の感想］草花が無く

なってしまったら、チョウやトンボがいなくなって

しまうので草花を守りたい。「ビオトープ」はドイ

ツ語と知った。マジックテープなど暮らしの便利な

ものは、植物の特徴や自然の中からヒントをもらっ

たのだと知った。

清水東公民館 少年教育事業

隊員とその保護者

：１６名

７日１８日（日）今年はわくわく隊で、三留町に飛

来してくる「コハクチョウ」のPR活動と保全を図る

為にコハクチョウクイズを作ることにしました。２

月に観察会をし、今回は、より詳しく知る為に福井

市自然史博物館の出口学芸員と冬水田んぼを管理す

る宮下政道さんを講師として招き、コハクチョウの

生態や飛来場所となる冬水田んぼについて教えて頂

きました。シベリアから大変な苦労して渡って来て

いる事がわかり、より一層愛着を持ちました。冬水

田んぼは、１３年前から始めて、冬は水が漏れない

ように管理したりと、様々な要因が合わさり、

身近で観察できる事を知る機会となりました。

６月５日（日）私たちの生活にかかせない水道水は、もと

をたどると雨→森→川からの恵みです。森に降った雨はど

のように川に流れるのかを探りに志津川の上流へ行ってき

ました。林道をしばらく上るとそうそうと流れる川の音が

聞こえ、渓流が見え始め、川幅は段々と狭くなりいくつも

の谷から水が流れ込んでいる風景が見られました。豊かな

森の土壌には木から伝って蓄積された水が谷に集まり、川

となっているのを感じることができました。このような森

林は国で保安林として、看板を設置して守られ、水源確保

や土砂崩れ防止のために保全されています。当たり前を

五感で感じ、その大切さを知りこれから何をする

べきなのかを考えるきっかけとなりました。

参加者

３５名

令和３年度地域の未来づくり推進事業

参加者:２２名

７月１１日（日）今回は下市山のミルキング

コース。3歳児の幼児から、小学生、保護者

といろいろな年代が同じグループになり、全

部で３グル－プに分かれ、ため池側から登り

ました。木々の間を抜ける風や、鳥の鳴き声、

まるで絵本にでてくるようなキノコ。と言っ

ていられるのは最初だけで…小学生の機敏さ

と、他を思いやる優しさに助けられました！

実際の森を目の前にして、森の働きで雨水が

ゆっくり川に流れたり、山が崩れるのを防い

でいるという説明を聞き、最近の大雨による

水害から森の大切さを改めて感じました。

↑水辺に生息する「アカハライモリ」



公民館貸館状況（令和３年８月７日現在）

８月３日（水）より８月２０日（金）まで県の「警報」から「特別警

報」に変更されましたが、感染者数が緊急事態宣言レベルであることから

福井市公民館の対応は右記の通りとなっております。８月２０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『４』

■使用時間：９時～１７時

■同時使用：不可

■貸 館：１時間/回 ※地域団体のみ

■自主グループ：中止

■事 業：中止

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
未就学児とその保護者：３５名

清水東公民館人材育成事業

清水東公民館 IT教育事業

７月２４日（土）未就学児とその保護者を対象に親子の

スキンシップを図るため行いました。講師に、体育活動

コーディネーターの味寺美和子先生をお招きし、軽快な

音楽に合わせて身体を動かしたり、手洗いのオリジナル

ダンスなどをしました。保護者の方も恥ずかしさをそっ

ちのけで楽しい時間を過ごせたようです。

公民館からのお知らせ

参加者：１７名

参加者：８名

★ちびっこ広場参加者募集★
育休中の赤ちゃん育ての方や未就園児を育児しているお母
さん方対象に清水東子育て支援委員会では、月1回（第３
木曜日）ちびっこ広場を開催してます。お母さん同士の交
流や子育ての情報交換や悩みの相談などしてみませんか？
子育て委員さんもサポート致します。また、月々楽しい行
事も計画しておりますので、是非参加してくださいね。お
申込み・お問い合わせは、清水東公民館まで（９８－４５
１０）お願いします。

自転車の貸し出し始めました！

自転車で清水東の名所を巡ることを目的とし

清水東公民館にて貸出を行っております。

この自転車は、路上や駐輪場に放置された

市の再利用自転車の譲渡を受け、整備して

設置致しました。開館時にお気軽にご利用

ください。「利用時間 9時～１６時」

清水東×菅ぇ盛り上げ隊（清水東地区まちづくり協議会）

７月２５日（日）シトラスリボンづくりの講習会が開かれました。コロナ禍

で生まれた差別、偏見をなくそうと愛媛の有志からできたシトラスリボンプ

ロジェクトは、シトラス色のリボンを身につけて、「ただいま」「おかえ

り」の気持ちを表す活動を広めています。清水東地区でも、この運動に賛同

するみなさまのご協力により、全戸配布の600個分が制作されました。最初の

うちは、なかなか難しく時間がかかりましたが、みなさん次第に口数も少な

くなり、最後には静かにもくもくと…そのリボンがみなさんのお手元に届け

られますので、手にとってごらんくださいね。

７月２８日（水）スマホ講座を実施しました。 全３回の第1回目は、み

なさんの要望の多かったものから①ネットの検索②LINEアプリ③YouTube

動画でした。それなりになんとなく使える人も、スマホデビューしたて

の人もわきあいあいとしたものでした。LINE交換やYouTubeで音楽を聴い

たり…スマホの機能を学習し、趣味やコミュニケーションに活かしたい

という熱気あふれた講座となりました。



○ … 休館日

□ … 公民館講座

● … 団体＆自主グループ

1 2 3 4

●囲碁クラブ ●すげ笠カンポの会
（14：00～） （9：00～）

（9：30～）

●絵手紙ほととぎす
（13：30～）

5 6 7 8 9 10 11

休館日 ●リフレッシュヨガ ●囲碁クラブ ●すげ小物の会
（10：30～） （14：00～） （9：00～） （9：30～）

●清水フォトクラブ
（19：00～）

●大正琴

 （19：00～）

●さわやか体操

 （19：30～）

12 13 14 15 16 17 18

休館日 ●リフレッシュヨガ ● ちびっこ広場 ●すげ笠カンポの会
（10：30～） （9：30～） （9：00～）

●図書サークル ●清水詩の会
（9：30～）

（19：30～） （13：30～）
●絵手紙ほととぎす

●囲碁クラブ
（13：30～）

（14：00～）

19 20 21 22 23 24 25

休館日 休館日 休館日 休館日 ●エコクラフトクラブ
（13：00～） （9：30～）

●大正琴

 （19：00～）

●さわやか体操

 （19：30～）

26 27 28 29 30

休館日 ●リフレッシュヨガ ●囲碁クラブ
（10：30～） （14：00～）

●図書サークル
（19：30～）

救急車の適正利用にご協力ください！

救急車は緊急性の高い方を病院へ搬送する緊急車両です。

救急車を呼ぶ判断に迷ったときは、

全国版救急受診アプリ「Ｑ助」をご活用ください。

右のＱＲコードからダウンロード可能です。

でもこんな時にはすぐに１１９番!!

・胸が激しく痛む　・激しい頭痛

・呼びかけても反応がない、呼吸がないなど

福井市南消防署（℡３３－０１１９）

９月９日（木）は「救急の日」
９月５日（日）から９月１１日（土）は「救急医療週間」

★行政文書配布日

●コカリナ

●コカリナ

★行政文書配布日

●コカリナ

●コカリナ

2021.8.7

日 月 火 水 木 金 土

移動図書館

11：05～11：30

□ 里山まるごと

たのしみ隊

(9：00～12:00)

□ SKPマスコット

(13：00～16:00) 

コロナ感染状況により、日程の変更また

は中止となる」場合があります


