
　

清水東公民館だより

この前借りた本を返して、次は何を読もうか、移動図書館の車の中の本を探していた時のことです。
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NO.172

●総人口 1,748人

●男性 845人

●女性 903人

●世帯数 554世帯

（※R4年5月1日現在）

ホームページは https://sihiga-k.jp/
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清水東公民館 検 索



令和４年度 ４月・５月 公民館事業報告

令和4年地域の未来づくり推進事業

清水東X菅ぇ盛り上げ隊

参加者：２１名

4月3日(日)清水東地区の花

「カタクリ」の群生地を目

指して、写真を撮りながら

林道を歩きました。子ども

たちの「春」を見つける力

と撮った写真の出来栄えも

素晴らしいものでした。

カタクリの花

紫色の可憐な花の群生も見事

でした。保護者の方も、身近

にあっても普段は触れること

が出来ない自然を、お子さん

と一緒に十分楽しんでいらっ

しゃるようでした。

参加者：３名

4月23日(土）昨年同様清水き

ららの森にこいのぼりを揚げ

ました。風に舞うようにと、

小ぶりのものを選びましたが、

あいにく風も無く、残念でし

た。（青空に舞うこいのぼり

揚げの様子は昨年分がYouTube

にアップされ、69,000回以上

視聴されています。）

熱心な質疑応答がありました。秋野菜編に参

加希望の声も多数聞かれました。

ゴールデンウィーク前に植えるための土づくり、植

え方のポイントを、トマト・ナス・きゅうりなどそ

れぞれの野菜の特徴を踏まえ教えていただきました。

初めて参加の方は、「カラーの資料が大変分かりや

すかった。肥料や農薬の種類や役割がよくわかった。

適当にやっていたのが具体的に勉強できた。」と好

評でした。昨年受講の方からは、昨年の実体験から

4月26日(火)JA福井県農

業協同組合の青山氏を

講師に野菜作り教室(夏

野菜編)が行われました。

清水東公民館 少年教育事業

主催：清水東地区子ども会育成会

共催：清水東公民館子ども未来部

清水東地区子育て支援委員会

協賛：清水東地区まちづくり協議会

＜難問問題＞ここの「こふ

ん」は正しくは「ふんきゅう

ぼ」と言います。「ふんきゅ

うぼ」の時代は何時代か？
5月8日(日) 清水東公民館から清水きららの森の南

側の小羽山30号墓までをゆっくりウォーキングしま

した。田園風景を楽しみながら、途中の冬水田んぼ

では、コハクチョウクイズが出されました。

古代人の扮装で走り回る人の装飾品などからの問題

もあり、子どもたちは古代人を一生懸命追いかけて

いました。クイズで楽しく地域のことがわかり、小

羽山の古墳についても、大人たちより詳しくなった

のではないかと思います。

4月10日(日)志津川堤防一斉清掃が行われました。各地

区よりご協力いただきありがとうございました。おか

げさまで、ペットボトルなど軽トラック約3台ものゴミ

が回収されました。ただ、ゴミの中に不法投棄された

冷蔵庫がありました。一生懸命清掃された皆さんや、

環境保全意識の高いこの地区にお住まいの方々に

清水東地区自治会連合会

参加者：２０名

清水東地区子ども育成会

とっては、本当に残念に

感じることだと思います。

一人一人が自分が使った

物への後始末に責任を持

つ意識が大切だと思いま

した。

集めたゴミの山 分別作業中

参加者：４５名

清水東公民館 健康長寿事業

福井市市民憲章推進事業

ふるさと環境部

参加者：１7名

3.古墳時代
2.弥生時代
1.縄文時代

答え2.弥生時代



赤ちゃんを育てるお母さんを地域でフォローし、

お母さんの癒しの場になればと始まったちびっこ

広場も20年経ちました。5月19日は今年度1回目。

優しい色合いの花々を、お母さん自らアレンジし

ていきました。サポーターさんの腕の中の赤ちゃ

んの笑い声を聞きながら、お母さん同士の会話も

弾み、素敵なアレンジが出来ました。

次回のちびっこ広場

6月16日(木)

七夕にちなんで

「星に願いを！」です

5月18日(水）放課後子ども教室が始まりました。

今年度の申込者数は、昨年を上回り46名でした。

人数が多いことに喜びも感じますが、コロナ感染

やケガなどに注意するべくサポーターの方々、ス

タッフ一同気を引き締めて子どもたちを見守って

いきたいと思います。 1回目を終え、子どもた

ちの「楽しかったー」

の声に私たちが元気を

もらいました。ご父兄

の皆様一年よろしくお

願いいたします。

清水東放課後子ども教室

サポーター：１０名

児童数：４６名

清水東子地区育て支援委員会

参加者：６名

こはくちょうコラム ～三留町の冬水田んぼ～

今年もたくさんのコハクチョウが、三留の冬水田んぼに飛来しました。１２年頃前から冬水田んぼの取り組

みを始められ、水張りをした年は４羽飛来しました。転作によって水を張れない年もありましたが、毎年７０

～８０羽ぐらいづつ飛来してくる数が増え、今冬には、過去最高の約３００羽にもなりました。今年は、NHK

の取材もあり、福井だけでなく中部圏にも放送され、岐阜や愛知などからも観に来られていました。そんな清

水東の冬の風物詩となっているコハクチョウの安心できる場所「冬水田んぼ」を管理されている宮下政道さん

に今年の様子についてインタビューしました。

Q：今年苦労された事は？

A：水の減りが心配でしたが、今年は雨や雪が多く逆に溜まり過ぎて、風が吹くと田んぼの周りの土が削

られてしまう恐れがあった。来年は秋から、土で畔（あぜ）を作って削られてしまうのを防ぐ計画。

三留の冬水田んぼにてコハクチョウと一緒に過ごす「ハクガン」

福井市自然史博物館 出口学芸員 撮影

１年生（和室）での館長のお話の様子

公民館貸館状況（令和４年５月２０日現在）

県の『感染拡大警報』が５月２９日まで延長されることに伴い、現在、公

民館対応基準は段階『２』となっております。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。

公民館からのお知らせ

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：室内は2時間/回

Q：新たな発見や出来事はありましたか？

A：初めて３００羽を達成した。隣の田んぼから冬水田んぼへ

移動するときは、いつもバラバラに移動してきていたが、今

年は初めて１列に列をなして移動する様子が見られた。随分

と人慣れしてきている。人が近くにきてもあまり首を上げる

ことなく、近づいて来る場面もあった。冬水田んぼが安心し

て過ごせる場所になったのかもしれない。

Q：これからの抱負は？

A：今年は、大変珍しい渡り鳥の「ハクガン」が１羽やってき

ていた。コハクチョウだけでなく、色々な渡り鳥が共存でき

るような冬水田んぼになるとよい。



○ … 休館日
□ … 公民館講座
● … 団体＆自主グループ

1 2 3 4
●放課後子ども教室 ●囲碁クラブ ●すげ笠カンポの会

（14：30～） （14：00～） （9：00～）

●清水混声合唱団 （9：30～）

（19：00～） ●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 ●放課後子ども教室 ●囲碁クラブ ●すげ小物の会

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

●図書サークル ●行政相談日 ●清水フォトクラブ
（19：30～）    ( 10：00～12:00） （19：00～）

●大正琴

 （19：30～）

12 13 14 15 16 17 18
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～）

●清水詩の会 （9：30～）

（13：00～） ●絵手紙ほととぎす

●清水混声合唱団 （13：30～）

（19：00～）

■ちびっこ広場

（9：30～）

19 20 21 22 23 24 25
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 ●大正琴

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

●図書サークル ●エコクラフトクラブ
（19：30～） （13：00～）

26 27 28 29 30
清水東地区 休館日 ●リフレッシュヨガ ●放課後子ども教室

防災訓練 （10：30～） （14：30～）

（8：00～）

2022.5.21

日 月 火 水 木 金 土

★行政文書配布日

●コカリナ

★行政文書配布日

●コカリナ

●コカリナ

●コカリナ

移動図書館

13：10～13：25

子育てと

アロマの話

(10：00～11：00 ) 

清水東公民館に、毎月移動図書館が来ることはご存じですか？

この前借りた本を返して、次は何を読もうか、移動図書館の車の中の本を探していた時のことです。

司書の方が「この本はいかがですか？」と別の所から本を出してきてくれました。以前読みたいと

思っていた本だったので、びっくりしました。もう1冊勧められた本も 本当に好みの本でした。

大きい図書館でただ本を借りるだけだったので、自分のために本を選んでもらった経験は

初めてで、嬉しくなりました。司書の方ともお話できる…移動図書館の「おすすめ」です。

「晴耕雨読」…梅雨に入り雨の日も多くなるかもしれません。

読書に興味のある方は、一度覗いてみてはいかがでしょうか。

次回は 6月8日（水）13：10～13：25 清水東公民館 駐車場 です

ビオトープ整備

( 9：30～10：30 ) 


