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津田

友紀/著

勝木書店

永平寺町在住の女性が福井を舞台にした
小説を出版。病院に勤務する看護助手が、
何者かに階段から突き落とされ死亡した。
刑事は被害者の生まれ育った故郷を尋ね、
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書

幼少期の被害者一家に起きた事件を知る。
歳月を隔て、殺人事件につながっていく
背景にあったものとは何か。
児童書

『ライオンとタカとアリになった男の子』
～ノルウェーのむかしばなし～
菱木

晃子／文 ＭＡＲＵＵ／絵

ＢＬ出版

ライオン、タカ、アリに「しんだ馬をそ
れぞれにふさわしいように分けてくれ」
と頼まれた男の子。満足したかれらはお
礼に、「望むときにライオンにもタカに
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文系研究者になる
母のトリセツ
北条氏の時代
最強脳
お味噌知る。
海をあげる
月夜の森の梟
底惚れ
ミチクサ先生 上・下
妖し火
采女の怨霊
現代生活独習ノート
闘資
李王家の縁談
福の神
昭和の名短篇
風の子守歌

石黒 圭／著
黒川 伊保子／著
本郷 和人／著
アンデシュ・ハンセン／著
土井 善晴／著
上間 陽子／著
小池 真理子／著
青山 文平／著
伊集院 静／著
佐々木 裕一／著
高田 崇史／著
津村 記久子／著
浜口 倫太郎／著
林 真理子／著
藤井 邦夫／著
荒川 洋治／編
津田 友紀／著

平等ってなんだろう？
実験対決 ３９
消えゆく動物たちを救え
海の中から地球を考える
ゆうぐれ亭のまっ黒ソース
親切なおばけ
おもち

齋藤 純一／著
洪 鐘賢／絵
ミリー・マロッタ／著
武本 匡弘／著
カワズミ／絵
若竹 七海／作
彦坂 有紀／作

特設コーナー

(２月)

たが、おひめさまに捕まえられてしまい

せ

ら

知

お

ます。

■チャリティーの収益について
昨年１２月に実施したチャリティーバザーの収益は、
６，７１８円でした。この収益は、永平寺町社会福祉協議
会に寄付させていただきました。
また、古雑誌市の収益７，６４０円は、役場の雑入とし
て納入しました。
■図書点検による休館のお知らせ
１月３１日（月）から２月４日（金）の間、図書点検作
業のため、町立図書館は全館休館させていただきます。期
間中の返却につきましては、各館指定の返却場所へお願い
いたします。
■ミニ展示「令和３年度 永平寺町風景絵画作品展」
展示期間：１月１５日（土）～１月３０日（日）
展示場所：永平寺町立図書館（松岡）
■展示「陶芸展２０２２」
展示期間：１月１５日（土）～２月２７日（日）
展示場所：上志比館
提供者 ：上志比陶芸クラブ

■町立図書館（松岡）
謎解き
■町立図書館永平寺館
（一般書）初恋
（児童書）たすけなくちゃ！

■町立図書館上志比館
暖（だん）

土曜日はおもしろとしょかん
絵本の読み聞かせや、簡単な工作など、日によって
担当や内容が変わるので楽しさいろいろ❤

町立図書館（松岡）
１月２２日（土）
１月２９日（土）
２月 ５日（土）
２月１２日（土）
２月１９日（土）

上志比館

発行者 永平寺町松岡春日1－4
永平寺町教育委員会生涯学習課
印 刷 （社会福祉法人）福井県セルプ

2０2０

永平寺町スポーツ推進委員を募集します

もアリにも変身できる」ようにしてくれ
ました。早速タカに変身した男の子でし

この一粒の（話の）種
・・・やがて芽がでる、
花が咲く

生涯学習だより「Seed」は町公式ホームページでもご覧いただけます。

書

『風の子守歌』

Ｓｅｅｄ：種

●町立図書館（松岡）
TEL61-7117
●町立図書館永平寺館 TEL63-3112
●町立図書館上志比館 TEL64-3170
開館時間：10:00～18:00
休 館 日：毎週月曜日及び月末日
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毎週土曜日 10時30分～11時

おもしろとしょかん
おもしろとしょかん
絵本の読み聞かせ
おはなしのへや
民話紙芝居
第3土曜日 13時30分～14時

２月１９日（土） おもしろとしょかん

永平寺町では、スポーツ推進委員を募集しています。
スポーツ推進委員は、多くの町民がスポーツに親しみ楽しんでもらうため、各種スポーツ教室、講習会
等に関して企画や運営、助言等を行う非常勤職員です。町では、現在16名のスポーツ推進委員が、教
育委員会等の主催する事業への協力や、ニュースポーツの普及等を中心に活動をしています。
スポーツ推進委員になるために必要な資格・技術などはございません。永平寺町のスポーツ振興にご
協力をいただける方は、ぜひご応募ください。
【お問合せ先】 生涯学習課
TEL：0776-61-3400 E-Mail：shogai@town.eiheiji.fukui.jp

オクトーバー・ラン アンド ウォーク 結果報告
１０月１⽇〜３１⽇に開催されたアプリを使ったランニング・ウォーキングのオンラインイベント
「オクトーバー・ラン アンド ウォーク」については、永平寺町で３２０人の方に参加していただき、
⾃治体対抗・個人対抗で１カ月ウォーキングの歩数、ランニングの距離を競いました。このイベントを
きっかけに運動する機会が増えた人もいたようです。アプリは、イベント終了後も引き続き使えますの
で、今後もウォーキング・ランニングで、健康維持に取り組んでください。結果は以下のとおりです。
＜自治体対抗の部＞
ウォーキングの部 住⺠人⼝あたりの参加率 １１位（３４５⾃治体中）
参加者全員の累計歩数
３位（人⼝２万人未満）
ランニングの部
住⺠人⼝あたりの参加率
８位（３４５⾃治体中）
＜個人の部＞（永平寺町内ランキング）
ウォーキングの部 １位 やっちゃえおっさん︕
２位 あぶらげ
３位 ガンダム

町民バスケットボール大会
～結果報告～
１２月５日（日）緑の村ふれあいセンターにて８０名の
方が参加し町スポーツ協会主催の町民バスケット
ボール大会が開催されました。大人に混じり中学
生・高校生の生徒も参加し、熱い試合が展開され、
大変盛り上がりました。
１位 葵
２位 清流
フリースロー部門
１位 木所 和也（神明）
２位 伊地 俊裕（葵）

ランニングの部 １位 エスニカンパパリオ
２位 ひかる
３位 よしあき

日

時：２月２７日（日）８時３０分～

場

所：松岡中学校

主

催：永平寺町バスケットボール協会

体育館

参加資格：町内在住の中学生以上、１チーム４名
申込期限：２月１４日（月）
申 込 先：永平寺町生涯学習課までメール又は電話
にてお申込みください
電話／６１－３４００
メール／shogai@town.eiheiji.fukui.jp

「ふるさとの日」関連行事

令和３年度 文化財講座（第３回）

永平寺町女性連絡協議会
事務局（生涯学習課内）
TEL 61-3400（8:30～17:15）

レディースSUNニュース！

現在開催中の企画展に合わせ、文化財講座（第３回）を開催します。

上志比公民館・レディースSUN共催企画幸座「己書

【演 題】永平寺町の中世～近世・近代を考える
——地域に根ざした暮らしと生産活動——
【日 時】令和４年２月４日（金）１３：３０～１５:００
【場 所】松岡公民館 ４階 ホール（永平寺町松岡神明１－１２９）
【講 師】南 洋一郎
（永平寺町文化財調査員・元福井県教育庁埋蔵文化財調査センター所長）
【講演概要】
第２期文化財企画展の開催にちなんで、永平寺町の中世から近世、近代にかけて
の地域に根ざした人々の、暮らしと生産活動について概説します。
永平寺町の志比地区は鎌倉時代になって幕府が派遣した地頭の支配を受けること
になりますが、承久の乱以後は波多野氏が志比庄に入部してきます。波多野氏は曹
洞宗の開祖である道元の檀越として越前に招聘し、永平寺の建立に寄与しました。
南北朝期には南朝方の畑時能が鷲ヶ岳に立て籠もり、守護斯波氏らの北朝方と壮絶
な戦いを繰り広げました。
戦国時代には朝倉氏の支配を受け、波多野氏もその配下に入ります。波多野城は
この時期に戦国時代の山城として大規模な修築が行われました。一向一揆衆の活躍
もあり、超勝寺や興行寺などが志比谷を拠点として勢力拡大を図りました。江戸時
代に入ると志比庄や芝原荘は大きく様変わりし、特に芝原荘は３代福井藩主忠昌公
の死去を受けて、４代藩主に光通公、松岡藩主にその異母弟の昌勝公が入部するこ
ととなり、松岡とその周辺は松岡藩城下町を中心に進展していきますが、７０余年
後には再び福井藩に吸収、合併され松岡藩は廃藩となります。
令和３年はその廃藩から３００年の節目にあたり、企画展でもそれを記念した展
示を一部に取り入れています。その他松岡藩以後の町の推移に伴って、松岡や周辺
に暮らしがどのように変わっていったかを、発掘調査の成果や町に寄贈された民具
の数々から探ってみました。
平成１８年の３町村合併により、上志比地区、永平寺地区、松岡地区が、永平寺
町というひとつの自治体として再出発しましたが、それぞれの地域にはその地域に
根ざした歴史と文化があります。そうした地域のアイデンティティを生かしながら、
新しい永平寺町のあり方を創造するためにも３地区の歴史をオールラウンドにス
ポットを当てていきたいと思います。

永平寺町文化財企画展
永平寺町文化財企画展 第２期
永平寺町四季の森複合施設収蔵品展「永平寺町の中世～近世・近代」
日

会

時：令和４年２月２６日（土）まで
月曜日を除く平日 ９：００～１７：００
毎月第４土曜日
９：００～１２：００（展示解説付）
場：松岡公民館内 資料室（永平寺町松岡神明１－１２９）

ひな飾りを描こう♪」

日 時：令和４年２月１１日（金・祝） １４：００～１５：３０
会 場：上志比公民館 多目的ホール
定 員：１５名
参加費：１,０００円
入手困難！己書用筆ペンのお土産付きです。
講 師：己書 舞福ねがい道場 代表 田中 美江 先生
締 切：令和４年２月４日（金）
【申込先】
事務局（生涯学習課内）
TEL：６１-３４００
８：３０～１７：１５（土日祝を除く）

永平寺町男女共同参画室
（生涯学習課内）
TEL 61-3400
ひととひと

男女が支えあい輝くまちづくりを展開していきます。永愛ネットワークではいっしょに活動してくださる団体を募集しています。

男女共同参画川柳

優秀作品発表

今年度、皆様からご応募いただきました川柳を毎月５作品ずつご紹介します。

ふみちゃんさん
「いい顔で 嘘つく政治家 墓穴掘る」
ミスターチャーリィさん
「伴(とも)として 友として 世に男と女有りて 社会成り」
春日のみかさん
「家事育児 分け合えるのが 良い伴侶」
みーママさん
「お～いお茶 つぎの言葉は はいったぞ」

令和4年 永平寺町成人式を開催しました
開催中！
松岡城下町古図

1月9日サンサンホールにて永平寺町成人式
を開催し、町内で232人の方が成人を迎えら
れました。今年も新型コロナウイルスの感染
拡大によって開催が危ぶまれましたが、昨年
同様感染対策を講じたうえで、式典を行いま
した。
成人を迎えられた皆様、おめでとうございま
す！

