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清水東公民館だより

●総人口 1,759人

●男性 846人

●女性 913人

●世帯数 551世帯

（※R3.10.１日現在）
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https://sihiga-k.jp/
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【足環の色から確認できたコウノトリの情報】
・J0337 メス 出生：兵庫県豊岡市 野外
2021年3月22日 ０才
親鳥：オス－J0426 メス－J0017

・J0393 メス 出生：京都府京丹後市 野外
2021年4月6日 ０才
親鳥：オス－J0150 メス－J0154

・J0379 メス 出生：福井県越前市 野外
2021年5月10日 ０才
親鳥：オス－J0161 メス－J0078

・J0227 メス 出生：兵庫県豊岡市 野外
2019年3月28日 ２才
親鳥：オス－J0476 メス－J0055

・J0229 オス 出生：兵庫県豊岡市 野外
2019年3月28日 ２才
親鳥：オス－J0476 メス－J0055

※J0227とJ0229は兄妹です。

２０２１年９月２１日、

この日は中秋の名月。三留町の冬水

たんぼを手前に名月の月の出を撮影し

ようとしてたところ、たんぼの中で何やら

大きな物体がっ！ 遠くからの撮影だったので、モニターを直

視すると、冬水たんぼで羽を休めているコウノトリ５羽を確認

することが出来ました。

翌朝、コウノトリの様子を確認すると、冬水たんぼの隣にあ

る稲刈りが終わったたんぼに移動しており、昆虫などのエサを

ついばんでいました。また、コウノトリは大変大きく、たまた

まアオサギが同じたんぼの中におり普段目にするアオサギは大

きいと思っていましたが、そのアオサギが小さく見えるくらい

コウノトリの大きさを実感できました。

同日のお昼には、小羽町のすぐ隣の風巻町のたんぼ（きらら

館近く）に移動していました。この場所は草丈が低かったため

個体識別のための足環が確認できました。

数日間は冬水たんぼ周辺に留まっていましたが、残念ながら

現在は何処かに移動してしまいました。



令和３年度 ９月・１０月 公民館事業報告

参加者：２７名

令和３年度地域の未来づくり推進事業

清水東×菅ぇ盛り上げ隊

★最優秀賞（花壇）小羽寿クラブ

★最優秀賞（ﾌﾟﾗﾝﾀｰ）ひまわり会

★優秀賞…三留集落資源保全隊（六才橋）

★努力賞…三留集落資源保全隊（三留公民館前）

★カトレア賞…竹生寿クラブ

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。夏の

水やりも肝心ですが、土づくりが

重要なようです。気候は毎年違う

ので試行錯誤しながら花を保つの

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：１１か所

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

９月１７日（金）来春に咲く花苗を種から育て、

各自治会の花壇用に配布することを目的として行

いました。昨年は比較的育てやすいビオラを育て

ましたが、今回は、リビングストンデージー、ア

リッサム、パンジーにも挑戦しました。作業のコ

ツは、Youtube動画で見て行いました。Youtubeで

は、お花を育てる動画も沢山配信されているので、

参加者の方々には、ご自宅でもYoutubeで気軽に

学んで頂きたいと思います。

清水東公民館 環境教育事業

チームカトレア

各地区花壇担当

参加者：１３名

９月１９日（日）急な地震や火事が起こった時に備

えて、親子で防災体験を行いました。起震車による

地震体験や煙が充満しているテントの中を歩く体験、

また消防署員の方による応急処置教室を行いました。

わかっているつもり…しかし、体験することで改め

て防災について向き合う機会となったのではないで

しょうか。

１０月１０日（日）夏の間に生い茂ったビオトープ

に多様な生き物が生息しやすいように草刈りを行い

ました。また公民館南に設置した緑のカーテンも役

目を終えたので撤去作業を行いました。

参加者：３８名

清水東公民館 ふるさと環境部

清水東×菅ぇ盛上げ隊

清水中学校生徒 SKP東

今回は、清水中学校の生

徒２７名の協力もあり、

作業がはかどりました。

皆様ご協力有難うござい

ました。

９月２５日（土）この活動は、平成２８年度から始

まっており、マスコットづくりは活動当初から作り始

めて、福井駅や国体、修学旅行先で生徒自らが配布し

ています。今年は、公民館だよりのマスコットにもな

りつつある「すげちゃん」の顔を紙粘土で作り、バー

ジョンアップしたマスコットが完成しました。

現在の２年生の生徒が来年の修学旅行先で配る

予定です。

清水東公民館 少年教育事業

清水中学校 東地区生徒

参加者：３７名

清水東公民館 IT教育事業

参加者：６名

１０月１４日（木）スマホ講座を実施しました。全

３回の第２回目は、Wi-Fiの接続の仕方、インター

ネットショッピング、スマホ決済のアプリのダウン

ロードについて学習しました。スマホを持つと色々

な機能があり、使っているうちに膨大なデータ通信

料が発生する場合があります。

それを避けるため、

Wifi機能が使用でき

る環境下では、接続

をする必要がありま

す。



参加者：１３名

１０月１６日（土）日頃の運動不足の解消を目的と

した健康長寿事業として行いました。清水東地区の

名所を巡るコースとなっており、各名所での解説と

スタンプをゲットしてビンゴゲームも併せて行いま

した。天候にも恵まれ、さわやかな秋の風を感じな

がら気持ちよくサイクリングできたようです。

コハクチョウは 春夏はどこで何してる？

コハクチョウは、春から夏にかけて、福井県から直線距離で約４，５００ｋｍ離れたシベリア（ロシア北

極圏のツンドラ）のコリマ川河口付近の湿地帯で、日本に帰る準備をしています。飛行ルートは、川や山な

どに沿ってジグザグに進むことから、実際の飛行距離は約６，５００ｋｍ（！）。今年生まれた幼鳥もエサ

を大量に食べ、十分に体力をつけます。

コハクチョウの子育ては、雪と氷が解けるのは６月から９月のわずか３か月間です。その間に大急ぎで子

育てをしています。コハクチョウは、オスとメスが協力しながら地面に落ちている草や小枝などを集めて、

直径約１ｍ、高さ約６０ｃｍの巣を作ります。この微妙な高さも重要で、北極圏で木も育たない寒冷で広大

なツンドラの大地はさえぎる障害物がほとんど無いため、この程度の高さでも忍び寄る天敵を発見するには

十分なのでしょう。また、広大な大地のおかげでそれぞれの巣（家族）の距離は数ｋｍはあるそうで(←な

わばりの大きさは2,000ha(※旧清水町の水田面積の約２倍！！)だそうですが、距離までは分かりませんで

した。密状態の冬水たんぼの様子とは正反対にのびのびと子育てに集中できているのでは、と思いきや、こ

の３か月間の短い子育ては大変なようです。コハクチョウは、ホッキョクギツネやカモメ（←正しくはトウ

ゾクカモメで、名前にカモメとついていますが全く別の種類です）など卵やヒナを狙う敵と壮絶なバトルを

繰り広げており、この時期のコハクチョウの親鳥は、冬水たんぼなどで見られる優雅な姿とは大違いで大変

狂暴との事。しかも、短い３か月は夏らしい夏がほとんど無いでしょうから、コハクチョウは、白夜（北緯

７０度に近いところですから多分そうでしょう）の大地で必死に生きています。

そんな苦労人（鳥）のコハクチョウさん達は、来月には三留の冬水たんぼに帰ってきます。皆さま、遠く

から静かに見守りましょう。

白黒印刷の広報誌ではコリマ川河口付近の様子が分かりずらいと
思います。ぜひ、ご家庭のパソコンなどでGoogleマップをご覧いただ
き、草原や湿地ばかりの広大な大地を見てみてください。

← この航空写真の実際の
大きさは、縦約20km、横約
40kmです。コハクチョウの
なわばりの広さから計算す
ると、この中に約40家族が
生活していることになりま
す。

令和３年度地域の未来づくり推進事業

清水東×菅ぇ盛り上げ隊

公民館貸館状況（令和３年１０月２３日現在）

１０月１４日を期限に『福井県感染拡大警報』が解除され、公民館対応

基準は段階『１』となっております。今後も引き続き、入館簿の記入、検

温、手指消毒、使用後の消毒作業等、感染対策を徹底しながら、貸館・事

業を行いますので、ご協力のほどよろしくお願いいたします。

段階『１』

■使用時間：９時～２１時

■同時使用：可

■貸 館：制限なし

■自主グループ：制限なし

■事 業：制限なし

公民館からのお知らせ



○ … 休館日
□ … 公民館講座

● … 団体＆自主グループ

1 2 3 4 5 6

●リフレッシュヨガ 文化の日 ●囲碁クラブ ●すげ笠カンポの会
（10：30～） （14：00～） （9：00～）

●グリーンレク （9：30～）

（13：30～）

●図書サークル
（19：30～）

7 8 9 10 11 12 13
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～）

●グリーンレク ●清水フォトクラブ
（13：30～） （19：00～）

●放課後子ども教室 ●大正琴

（14：30～）  （19：00～）

●さわやか体操

 （19：30～）

14 15 16 17 18 19 20
休館日 ●リフレッシュヨガ ●放課後子ども教室 ●囲碁クラブ ●すげ笠カンポの会

（10：30～） （14：30～） （14：00～） （9：00～）

●グリーンレク ●清水詩の会 （9：30～）

（13：30～） （13：30～） ●絵手紙ほととぎす

●図書サークル （13：30～）

（19：30～）

21 22 23 24 25 26 27
休館日 休館日 勤労感謝の日 ●放課後子ども教室 ●囲碁クラブ ●大正琴

（14：30～） （14：00～）  （19：00～） （9：30～）

●エコクラフトクラブ ●さわやか体操 ●絵手紙ほととぎす
（13：00～）  （19：30～） （13：30～）

28 29 30
休館日 ●リフレッシュヨガ

（10：30～）

●グリーンレク
（13：30～）

20２１年度全国統一防火標語

「おうち時間　家族で点検　火の始末」

暖房器具を使用する機会が増え、火災が発生しやすい時季を迎えます。

火の取り扱いには十分気をつけましょう。
１１９番は緊急回線です！
火事などの災害や休日診療に関するお問い合わせは、
テレホンサービス（２５－９９９９）をご利用ください。

福井市南消防署（℡３３－０１１９）

2021.10.23

●コカリナ

●コカリナ

金 土

★行政文書配布日

★行政文書配布日

●コカリナ

●コカリナ

日 月 火 水 木

移動図書館

11：05～11：30

□ 東っ子

わくわく隊

( 19：30～ ) 

１１月９日～１５日は

秋の火災予防運動

□ 東っ子

わくわく隊

( 19：30～ ) 

● スカイランタン

フェス

（17：30～）

□ 民具展

□ 果樹剪定

(13：30～15:00)

□花壇表彰式

(13：00～ ) 

□ ﾊｰﾌﾞ寄植

講習会

(14：00～ ) 

ソフトボール祭

( 13：30～ ) □東小5菅学習会

(10：45～ ) 

□東小5菅笠作り

体験

(8：40～ ) 


