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上の写真は、本年１２月中旬頃、六才橋付近から冬水田んぼを撮影したようすです（動画から切

り出したもの）。 まとまった雪が降ったため、冬水田んぼにも薄っすらと雪に埋もれましたが、

コハクチョウたちは何の其の「凍らなければどうということはない」とでも言わんばかりに元気に

ここで野営しています。 この写真の中だけでも約７０羽を数えることが出来ます。 本田んぼの

オーナーである方にお話しを伺いますと、本稿を仕上げている１２月下旬現在、冬水田んぼには約

２００羽弱のコハクチョウたちがおり、もはや数えるのは面倒ｗ、との事。ここが、ようやくコハ

クチョウたちの安住の地になった感があります。どうか皆さま、暖かい目で遠くから見守ってくだ

さい。

２０２１年１０月３０日、今シーズン最初の

コハクチョウ約１０羽が三留町の冬水田んぼに

やってきました。このコハクチョウたちは、付

近の荒起こしをしていない２番穂が豊富な田ん

ぼでエサをついばんでいましたが、１週間ほど

で一旦姿を消しました。晴天が続いたため、冬

水田んぼの水も干上がってしまい、コハクチョ

ウたちが居づらくなったためと思われます。

その後、まとまった雨が降り、冬水田んぼに

も水が溜まるとコハクチョウたちは戻ってきま

した。
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●総人口 1,757人

●男性 845人

●女性 912人

●世帯数 554世帯

（※R3.12.１日現在）



令和３年度 １１月・１２月 公民館事業報告

参加者：２０名

令和３年度地域の未来づくり推進事業

主催：清水東×菅ぇ盛り上げ隊

協力：SKP東（清水中学校）

１１月６日（土）「ランタン」は

四角柱の紙の中に特殊仕様の風船

が入っており、さらにその中に

LEDが入っています。風船の中に

ヘリウムガスを注入して浮かび上

がる仕組みです。当日は開始ギリ

ギリまで風が強く吹き、リリース

できるか心配でしたが、時間とと

もにピタリと止み、ランタンの優

しい光で東小学校のグラウンドは

いっぱいになり、幻想的でした。

申込数：１１３基

福井市市民憲章推進協議会 清水東支部

１１月１３日（土）花壇コ

ンクールの表彰式後に行っ

ている花の講習会ですが、

香りを楽しめるハーブに注

目してみました。ハーブの

用途は豊かで、中でも"ホー

リーバジル”という品種は、

猪除けとして効果があると、

池田町でほぼ実証されてい

るそうです。

１１月１４日（日）

９月に予定していた清水

東地区ソフトボール大会

が雨のため中止となり、

このほど有志で開催しま

参加者：１４名

主催：清水東地区ソフトボールやり隊

後援：清水東公民館

協賛：合同会社 TEAM-T

児童：１３名

参加者:１５名

清水東公民館 伝統文化伝承事業

越前菅笠を守る会

清水東小学校

１１月１８（木）菅笠作り

に向けて、菅笠について事

前学習を行いました。越前

菅笠を守る会の方を招き、

材料の「菅」や、「笠縫」

のコツ、菅笠の種類につい

て教えていただきました。

Youtubeに上がっている

「菅」ができるまでの記録

を視聴したり、実際の笠縫

いを間近で見学し、児童た

ちは熱心に質問している様

子が見られました。

清水東公民館 健康長寿事業

清水東公民館 伝統文化伝承事業

清水郷土研究会

来場者延べ：６４名

した。心待ちにしていたメンバーが集まり、２チー

ムに分かれ、和気あいあいとソフトボールを楽しみ

ました。普段会うことのない面々や昔一緒に野球を

した仲間と汗をかきながら会話も弾み、

よい交流の場となりました。

１１月１３・１４日（土・日）清水郷土研究会が清水

町時代に収集した古民具を展示しました。見学の方た

ちは説明書きやハンドブックを手に、実際使っていた

方は懐かしく、子どもたちは間近で見る道具に「自動

じゃないけど、いいものがあったんだ」と昔の暮らし

について思いを馳せていました。

（イズミ）

１１月２０日（土）「肥料の時期、量が貰った資料

に詳しく記載されていて、良かった」「柿、キウイ、

梅などすぐ出来る作業の説明で非常に参考になっ

た」「来年の収穫増量が楽しみです！」と参加者の

お声です。質疑応答も皆さん熱心でした。

害虫駆除の方法に

キンチョールを直

接樹に蒔くと蝶が

寄って来ないとの

具体的な説明に、

実行してみようと

思いました。



児童：１３名

清水東公民館 伝統文化伝承事業

越前菅笠を守る会

清水東小学校

生徒：７７名

福井市市民憲章推進協議会 清水東支部

参加者：１９名

清水東公民館 少年教育事業

越前菅笠を守る会

清水中学校

１１月２４日（水）毎年恒例の東小５年生菅笠作

り体験を行いました。今回は笠縫の作業だけに集

中して行いました。布でする裁縫と違って、菅は

固く、もろいので最初は苦戦しているようでした

が、越前菅笠を守る会の方に教わりながら縫い上

げていました。

１１月２５日（木）来年

の修学旅行先でお世話に

なった方々へ配布する

「菅笠マスコット」を清

水中学校の２年の生徒で

作りました。今年は、公

民館便りの表紙のマス

コットとなっている"す

げちゃん”の顔を手芸用

の紙粘土で作り、可愛ら

しくリニューアルしまし

た。

参加者：９名

清水東公民館 伝統文化伝承事業

ふるさと環境部

公民館からのお知らせ

菅笠作り 後継者育成講座

地域の未来づくり推進事業

越前菅笠を守る会

会 場 ： 清水東公民館大ホール

時 間 ： １３：３０～１６：００

講 師 ： 越前菅笠を守る会

参加費 ： １００円

日 程 ： １月…２３日（日）、３０日（日）

２月…６日（日）、１３日（日）、２７日（日）

詳細は、チラシを

ご覧ください

清水東新成人のつどい実行委員完会

清水東公民館 青年教育事業

２０２２ 清水東新成人のつどい

日 程 ： 令和４年１月８日（土）

会 場 ： 清水東公民館

時 間 ： １０：３０受付～１５：００頃まで

対 象 ： 清水東地区新成人対象者

参加費 ： 無料
対象者へは、実行委員より

お知らせをしております。

冬水田んぼの

コハクチョウを見に行こう！

日 程 ： 令和４年１月３０日（日） ８：００～

清水東公民館にお集まりください

会 場 ： 三留町の冬水田んぼ

時 間 ： ８：１０～現地視察 ９：１５～１０：００講習会

詳細は、チラシをご覧ください

地域の未来づくり推進事業

清水東×菅ぇ盛り上げ隊

地域の未来づくり推進事業

里山まるごとたのしみ隊

来月に清水東公民館で

も、５回シリーズで菅

笠後継者育成講座を行

いますので、菅笠作り

に興味のある方は是非

ご参加ください！

里山まるごとたのしみ隊
日 程 ： 令和４年１月２３日（日） 9：00～12：00

会 場 ： 福井健康の森

集 合 : 第6駐車場(多目的運動公園広場南)

日 程 ： 令和４年２月１３日（日） 9：00～12：00

会 場 ： きららの森（予定）

集 合 : 福井市 旧清水総合支所(小羽町27-1)

１２月１１日（土）自分でワラをない、

南天や紙垂(して)を思い思いに飾り付

けました。来年も、自分の家のワラで

作ろうという声が多かったです。

１２月１８日（土）手作り味噌は美味しい！手

前味噌という言葉がありますが…保存料が入ら

ず麹をふんだんに使ったお味噌。自分の手で作

ればなおさらですね。男性の方も多く参加し、

親子で参加の方

も皆さん楽しそ

うでした。

後は来年６月以

降の食べごろを

待つばかり！



○ … 休館日
□ … 公民館講座
● … 団体＆自主グループ

1
休館日

2 3 4 5 6 7 8
休館日 休館日 休館日 ●囲碁クラブ ●すげ笠カンポの会

（14：00～） （9：00～）

●自治会長会議

 （19：00～）

9 10 11 12 13 14 15
成人の日 休館日 ●放課後子ども教室 ●囲碁クラブ ●すげ小物の会

（14：30～） （14：00～） （9：00～）

●清水フォトクラブ （9：30～）

（19：00～） ●絵手紙ほととぎす
●大正琴 （13：30～）

 （19：00～）

16 17 18 19 20 21 22
休館日 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～）

●図書サークル
（19：30～）

23 24 25 26 27 28 29
休館日 ●リフレッシュヨガ ●放課後子ども教室 ●囲碁クラブ ●大正琴

（10：30～） （14：30～） （14：00～）  （19：00～） （9：30～）

●グリーンレク ●エコクラフトクラブ ●絵手紙ほととぎす
（13：30～） （13：00～） （13：30～）

30 31
休館日

2021.12.25

日 月 火 水 木 金 土

●コカリナ

●コカリナ

●コカリナ

★行政文書配布日

移動図書館

11：05～11：30

□ ちびっこ広場

（9：30～）

□ コハクチョウを

見に行こう

(8：00～10:00)

□ 新成人の

つどい

(10：30～15：00) 

□菅笠養成講座1

(13：30～16:00)

□菅笠養成講座2

(13：30～16:00)

□ 里山まるごと

たのしみ隊

(9：00～12:00)

令和3年12月27日（月）より令和4年1月4日（火）まで休館日となります

< 公民館の玄関前に、2年ぶりに門松が設置されました >

12月22日 昨年一昨年とコロナで中止となった門松づくりですが、ふるさと環境部の

方々により、立派な門松が出来上がり、正面玄関に飾ることが出来ました。

今年も、コロナ禍のいろいろ我慢の一年でしたが、だからこそクリスマスやお正月など、

少しでも楽しい事に目を向けられるきっかけになれば嬉しく思います。

今年一年公民館に関わっていただいた皆様のご協力に感謝いたします。

どうもありがとうございました。


