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●総人口 1,734人

●男性 840人

●女性 894人

●世帯数 552世帯

（※R4年9月1日現在）

彼岸花（ひがんばな）は清水東のシンボルとなる

木・花を選考た際、２次審査まで残った花です。

秋分の日が近づくと、ちらほらと彼岸花が咲きはじめます。清水東地区内では

数本で咲いている様子があちらこちらで目にします。緑色の草むらをバックに赤い花が際立っています。
彼岸花は多年生の草で、中国が原産地です。稲作伝播とともに持ち込まれたといわれています。日本の

彼岸花は種子を作らないため、自ら生育地を広げる手段を持たないことから、人の手が入らないような場

所に突然発生することはありません。つまり、何かしら人為的に植えられているものです。（※例外とし

ては、洪水などで土手などの土砂が上流から流れてきたものが河川敷に自生する場合があります。）
花は秋の彼岸のころ（９月中旬）、土中の花芽は温度の変化だけを感じて季節を知り、真っ赤な６弁の

花を放射状に数個つけて咲きます。ご存じのとおり、有毒植物として知られており、鱗茎（りんけい：広

い意味で球根です。）を食べると吐き気や腹痛を伴う下痢を起こし、最悪の場合は死に至ります。日本で
は、ネズミ、モグラ、虫などの生物が鱗茎の毒を嫌って避けるといわれているため、その性質を期待して、

荒らされるのを防ぐ目的で水田の畔や墓地などに多く植えられています。

清水東地区では、近年、水田の土地改良が進んだことにより畦畔などではほぼ見ることができず、里山

に近い田の畔、墓地などで散発的に見られる程度、と思っていましたが、彼岸花を探す！という視線で地
区内を徘徊すると、あちらこちらに案外あるものですねえｗ 一般ご家庭のお庭でも多く見ることができ

ました。大切に管理しているのでしょう。

さて、誰もが知っている人気アニメ「〇滅の刃」の主人公が追い求めていた『青い彼岸花』ですが、残
念ながら実在しないようです、念のためｗ。



令和４年度 ８月・９月 公民館事業報告

参加者：１２名

8月4日(木)花壇やプランターの夏花切り戻し講習会が

ありました。チ－ムカトレアの宮永嘉一氏に説明を受

けました。切り戻しの目的は、花の種類により多少違

いますが、周囲の花との高さ・花の咲く時の調整、花

苗の若返り、混み合った場所の透かしだそうです。そ

の後実際にプランターの花を切り戻しました。福井市

や清水東地区の花壇コンクールの時期に向け調整する

切り戻し作業にも、熱が入りました。

福井市市民憲章推進協議会

清水東支部

『菅えビジョン』を見直すワークショップ １回目 やりました。
清水東地区まちづくり協議会

皆さま、清水東地区の将来像『菅えビジョン』をご存じでしょうか。平成30年2月、清水東地区自治会連合会や

清水東公民館が中心となって地区の夢を形にした、いわば、まちづくりの設計書です。

一方、ビジョン策定から５年が経過し、地区内

の情勢なども大きく変化してきたことにより、

『菅えビジョン』の見直しを行うことになりました。

そこで、去る7月17日、『菅えビジョン』を見直

すワークショップが開催されました。

参加者：みんなで１５名

フェスタなどの大きなイベントの開催やコハクチョウ関連の活動をやりたいなどの意見が多数あり、内容も

大人顔負けのすばらしいものでした。

参加者：みんなで２１名

コハクチョウが飛来する地の利を生かした生業（な

りわい）の提案など、手堅い意見が多数ありました。

１回目ワークショップに参加できなかった方ご安

心ください。11月に２回目を予定しています。

『菅えビジョン』のこれまでの活動内

容をまとめた動画をゆっくり解説で限

定公開しています。

フィンランドの伝統的なゲームを元に、老若男女が楽

しめるものとして考えられたアウトドスポーツです。

世界大会もあり、日本からは小学２年生の子が出場し

ているそうです。ゆるモルック協会福井支部のト井

玲於奈(うらい れおな）氏をお迎えし、ルールなどを

教えて頂きました。大人チームが本気で子ども

チームに挑んでいる様子もみられました。

清水東公民館 少年教育事業

東っ子わくわく隊

参加者：１８名

8月21日（日）現在７名の

清水東小児童で活動してい

る東っ子わくわく隊です。

隊員募集のイベントとして、

みんなで話し合いをし、

「モルック」をしようと企

画しました。モルックとは、



元気な声とともに、夏休み明け1回目の放課後子ども

教室が始まりました。「わー！大きくなった！」図

書室と会議室から声が聞こえました。「つるが伸び

てゴーヤーが出来てる」一番に聞こえた声が、自分

たちの植えたゴーヤーの成長に喜ぶ声で嬉しくなり

ました。

参加者：1５名

サポーター：１０名

児童数：４６名

清水東放課後子ども教室

●8/31 夏休み明け1回目

●9/14 ビオトープ自然教室④ ザリガニ釣り

9月13日(火）一人暮らしや高齢者の見守りを目的と

する食事サービスが、地区のボランティアの方々の

協力により行われました。昨年は一回しか出来ず残

念でした。「栄養も、品数もあり、美味しかった」

という声が聞かれました。子どもたちの描いた絵の

包装も、よけい和やかな気持ちにさせてくれたのか

もしれません。

清水東地区社会福祉協議会

9月2日（金）ふるさと環境部の皆さんによる、

ビオトープの草刈りがありました。当日台風の

雨の影響は無かったものの、夏草が腰の高さ以

上に成長し足の踏み場もない状態でした。草刈

り機にまとわりつき想像以上に大変でした。

徐々に草が刈り取られて地面が見えるようにな

ると心なしか風も感じられました。

清水東ふるさと環境部

参加者：７名

新学期の放課後

子ども教室のビ

オトープ観察の

子どもたちの笑

顔が目に浮かぶ

ようでした。

清水東地区自主防災組織連絡協議会

8月24日（水）各自治会長を対象に福井市洪水・土砂

ハザードマップの出前講座が開催され、河川課と危

機管理課の方からマップの説明がありました。最近

は局所的大雨や洪水が多発し、その地域ごとの細か

い情報収集や避難の判断が必要になっています。

マップには洪水や土砂くずれの基本想定・最大想定

の時の危険度が地域ごとに色分けされ、それに自分

の住む家が何階か、家族の状況を合わせて避難する

警戒レベルがわかるようになっています。8月に入り

2回目の避難所開設がされ、自治会長という立場

少人数にする為、観察を分ける

回数が多くなり、どうしても釣

る時間が少なくなります。その

中でも、頑張って釣った本日の

ザリガニ オス５匹

メス58匹は見事です！

から「寝たきりの方や

高齢者への避難の連絡

方法や判断に迷う」

「実際の事例を聞きた

い」など具体的で真剣

な意見が多数出されま

した。

参加者：１６ 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５年生児童

8月30日（日）菅笠の材料に欠かせない「菅」

を刈る作業の体験を行いました。越前菅笠を守

る会の田仲久則さんに菅の刈り方や注意点を指

導頂きました。清水東小学校の5年生は、菅笠

作りが恒例となっており、一人１蓋（ｶｲ）を作

り上げます。最近は、鎌を使う機会がないので

しょうか、菅を掴んで鎌で刈る作業に苦戦して

いる様子が多くみられました。手際よく刈り取

る児童は、稲刈りの手伝いなど

を経験したこと

があるようです。

刈った菅は、田

仲さんが菅笠作

りに向けて干す

作業を行ってく

ださいます。ハザードマップは以前に全戸配布されています。

是非ご覧ください。



○ … 休館日
□ … 公民館講座
● … 団体＆自主グループ

1

（9：30～）

●絵手紙ほととぎす

（13：30～）

2 3 4 5 6 7 8
休館日 ●リフレッシュヨガ ●囲碁クラブ ●清水混声合唱団 ●すげ笠カンポの会

（10：30～） （9：00～） （19：00～） （9：00～）

●図書サークル ●放課後子ども教室 （9：30～）

（19：30～） （14：30～）

9 10 11 12 13 14 15
休館日 休館日 ●囲碁クラブ ●清水混声合唱団 ●すげ小物の会

スポーツ （9：00～） （19：00～） （9：30～）

の日 　　振替休館 ●放課後子ども教室 ●清水フォトクラブ
（14：30～） （19：00～）

16 17 18 19 20 21 22
休館日 休館日 ●リフレッシュヨガ ●囲碁クラブ ●清水詩の会 ●すげ笠カンポの会

（10：30～） （9：00～） （13：00～） （9：00～）

●図書サークル ●放課後子ども教室 ●清水混声合唱団 （9：30～）

（19：30～） （14：30～） （19：00～）

23 24 25 26 27 28 29
休館日 ●リフレッシュヨガ ●囲碁クラブ ●エコクラフトクラブ ●大正琴

（10：30～） （9：00～） （13：00～）  （19：30～） （9：30～）

●放課後子ども教室 ●清水混声合唱団 ●清水混声合唱団
（14：30～） （19：00～） （16：00～）

30 31
●清水混声合唱団 休館日

（12：00～）

●コカリナ

●コカリナ

2022.9.17

日 月 火 水 木 金 土

●コカリナ

●コカリナ

★行政文書配布日

★行政文書配布日

移動図書館

13：10～13：30

□健康ウォーク

9：30～11：30

すげの郷

オータムフェスタ

14：00～19：00

使用時間： 9時～21時

同時使用：可

貸 館：制限なし

自 主 G：制限なし

県の「感染拡大警報」が9月30日まで延長されています。

公民館の対応については段階「1」のまま変更はありません。

公民館からのお知らせ
≪ 段階 1 ≫


