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図書館
だより

ディスカヴァー・トゥエンティワン 藤井 貴彦／著

日本テレビアナウンサーとして、日々言葉
と向き合っている著者。２７年間続けてき

一
般
から培った言葉の伝え方が綴られています。
書
た「５行日記」のことや、これまでの経験

今一度自分が発する言葉、そして自分自身
を見つめ直してみませんか？
児童書

『ふしぎ文房具店の八雲さん』
小川

彗／作 たま／絵

集英社

この一粒の（話の）種
・・・やがて芽がでる、
花が咲く

くれる文房具には不思議な力があって、正
しい使い方をすれば悩みを解決してくれま
すが、もし間違った使い方をすると文房具

心はどこへ消えた？
オカルト怪異事典
定年格差
こども六法の使い方
繊細な人鈍感な人
著作権ハンドブック
教養としての数学
地図帳の深読み
日本の淡水魚図鑑
海をわたった母子手帳
法医学者の使命
一人飲みで生きていく
大人の片づけ
優しい嘘
おまえなんかに会いたくない
共犯者
ヴァイタル・サイン

東畑 開人／著
寺井 広樹／著
郡山 史郎／著
山崎 聡一郎／著
五百田 達成／著
宮武 久佳／著
キム ミニョン／著
今尾 恵介／著
田口 哲／著
中村 安秀／著
吉田 謙一／著
稲垣 えみ子／著
一田 憲子／著
井川 香四郎／著
乾 ルカ／著
三羽 省吾／著
南 杏子／著

入場無料

Maria Paptzelou（ギリシャ）

Kim Myong Hee（韓国）

■ミニ展示『余波の会 俳句展』
余波（なごり）の会の会員や、町内の児童による俳句作品の
展示を行います。
展示期間：１１月１１日（木）～１１月２８日（日）
展示場所：町立図書館（松岡）
■古雑誌市
町内図書館で廃棄処理となった雑誌の販売を行います。
（１タイトル３冊まで）
日時：１２月１１日（土）、１２日（日）、１４日（火）
午前１０時～午後５時
場所：町立図書館各館
※館によって雑誌の種類は異なります。
新型コロナウィルス感染防止のため、状況によっては人数を
制限させていただくこともありますので、ご了承ください。

特設コーナー

しらべるちがいのずかん
しずくちゃん ３７
月へ行ったウサギさん
よくみると…
キツネくんとツルくん
がまおじさんのやま
とことことこ

(１２月)

■町立図書館（松岡）
奇跡
■町立図書館永平寺館
（一般書）失踪者
（児童書）かぜをひいちゃった！
■町立図書館上志比館
（一般書）本と出会う２０２１(わ行)
（児童書）植物

「京都に近いZENの里」である福井県永平寺町。
この地に、ZENからインスピレーションを得た外国
人アーティストの作品が集いました。越前和紙など
の福井が誇る伝統工芸品を素材とし、自由な発想で
展開される作品の数々をどうぞご堪能ください。
日

時：１１月１４日（日）～３０日（火）
１０：００～１７：００
（入場は１６時まで）

会

場：永平寺町四季の森複合施設
旧傘松閣

■お茶会（呈茶）■
１１月２１日（日） １０：００～１５：００
・申込は不要です。
・お茶がなくなり次第終了します。

おかべ たかし／文
ぎぼ りつこ／作・絵
内妻 さちお／ぶん
Shimizu／作・絵
木坂 涼／作
森 環／作
やまだ だり／作

■ハープ演奏会■（定員５０名 要申込）
１１月２７日（土） １６：３０～１７：１０
ハープ演奏：佐々木 美香
＜申込先＞生涯学習課 ℡６１－３４００
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ZEN礼賛 ～17人のアーティストによる心の情景～

悩みを抱えた人の前にだけ現れるお店「文
房具の白黒屋」。店主の八雲さんが薦めて

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

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。
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●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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■永平寺町名産品コーナー■
１１月１４日（日）、２７日（土）
永平寺町の地域特産品ブランドである「ＳＨＯＪＩＮ」を
はじめとした永平寺町の特産品を販売します。
お立ち寄りください。

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❤

【お問い合わせ】

町立図書館（松岡）
１１月２７日（土）
１２月 ４日（土）
１２月１１日（土）
１２月１８日（土）

上志比館

生涯学習課

毎週土曜日 10時30分～11時

TEL：61-3400

Peter Wayne Lewis（アメリカ）

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

１２月１８日（土） おもしろとしょかん

令和４年 成人式の開催について
日

会

時：令和４年1月9日（日）
【第1部】
松岡地区対象： 受付12：00 開式12：30 終了予定14：00
【第2部】 永平寺・上志比地区対象： 受付14：30 開式15：00 終了予定16：30
場：上志比文化会館サンサンホール 大ホール （永平寺町石上29-67-1）

今年度も新型コロナウイルス感染拡大予防のため、保護者の方の入場はご遠慮下さい。ご理解、ご協力をお願いいたします。
詳しい案内は11月中旬に対象者に通知いたします。
届いていない方で参加ご希望の方がいらっしゃいましたら、11月30日（月）までに生涯学習課にご連絡ください。
【お問合せ先】 永平寺町教育委員会 生涯学習課

TEL：0776-61-3400
E-Mail：shogai@town.eiheiji.fukui.jp

レディースSUNニュース！

永平寺町長杯 マレットゴルフ大会
～結果報告～
１０月１７日（日）松岡河川公園にて１１２名の方が参
加し永平寺町長杯 マレットゴルフ大会が開催され
ました。大会結果は以下のとおりです。
★男子の部
１位 卜部 一夫（永平寺クラブ）
２位 笠原 純一（もみじ会）
３位 宮川 弘（０５会）
★女子の部
１位 齋藤 ひろみ（もみじ会）
２位 岩崎 貞子（２０００年会）
３位 毛利 美千子（松岡クラブ）

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）

第６回永平寺町長杯 ペタンク大会
～結果報告～
１０月２４日（日）谷口河川公園にて５４チーム１７０
名の方が参加し第６回永平寺町長杯 ペタンク
大会が開催されました。大会結果は以下のとおり
です。
１位
２位
３位
４位

「女性のための防災講座」を開催しました
10月2日に「女性のための防災講座」を開催しました。
初めに河合町長から防災に関する講演をいただき、町防災安全課からハザードマップに関する説明を受けました。
その後、特定非営利活動法人 災害看護研究所の皆様から「身近なものを使って」止血方法と防災グッズ（スリッパと簡易トイ
レ）の作り方を教えていただきました。
参加した人は、もしもの時に役に立つようにと熱心に取り組んでいました。
この女性のための防災講座は、今後も継続して開催していきます。

フレンズ（谷口）
的川（浄法寺）
テラーンズ（谷口）
東古市Ａ（東古市）

ひまわり背高のっぽ大会表彰式が行われました！
永平寺支所開発センターにて１０月１４日、たくさんの皆様にご参加い
ただきました「希望のひまわり背高のっぽ大会」の表彰式を行いました。
8月に行った最終計測の結果を全地区で集計し、上位１０名の方に、
賞状と記念品をお渡ししました。また、永平寺公民館長よりひまわり背
高のっぽ大会の活動経過と考察をお話しした後、町長、教育長、表彰者
を交えた座談会を開催しました。「愛情をもって子どものように育てるこ
と」など、ひまわり生育の秘訣が語られました。
人々を笑顔にできるこの「希望のひまわり背高のっぽ大会」。来年も実
施予定ですので、ぜひご参加ください。

11月19日まで募集しています！

12月11日（旧暦）は、享保6年（1721）の松岡藩廃藩から300年にあたります。
松岡地区の礎を築いた松岡藩、この機会にその歴史を学び、各施設での企画をぜひご覧ください。

◆「松岡十二曲がり
子供・若者育成支援強調月間
11月は「子供・若者育成支援強調月間」です。近年、「ほっとできる居場所がない」という思いを持った子供・若者が増えています。
子供も、保護者も、悩みがある場合は自分一人で抱え込まずに。信頼できる人やサポートセンターに相談しましょう…！
福井少年サポートセンター（TEL：0120-783-214）
福井少年サポートセンターHP
https://www.pref.fukui.lg.jp/kenkei/seanbu/syonen/senterhp/senter.html

まちあるきガイド」展

江戸の風情残る松岡十二曲がりのまちあるきモデルコースの紹介とその見どころをパネルで紹介いたしま
す。またホールには、松岡藩に端を発する酒づくりの歴史紹介やなつかしい酒瓶の展示も行っています。
日 時：令和３年１１月１７日（水）～令和４年２月２７日（日）
午前９時～午後６時
火曜休館日／年末年始は別途ご案内
会 場：えい坊館 １階ホール（永平寺町松岡神明３－１０７）
お問い合わせ先：町観光物産協会 ℡６１－１１８８

◆町立図書館

特設「松岡藩」

松岡藩について書かれている本を集めて紹介します。
日 時：令和３年１２月１日（水）～１９日（日）
場 所：町立図書館（永平寺町松岡神明３－８９－１）
お問い合わせ先：町立図書館

永平寺町文化功労賞候補者募集
町内の文化活動を振興する取り組みとして、毎年「永平寺町文化功労賞」の表彰を
行っています。
永平寺町で永く文化活動に取り組まれている方や団体をご紹介ください。
締め切り：１１月２６日
推薦方法：下記提出先窓口に推薦書が設置してあります。町HPでもダウンロードが可能です。
推薦書に記入いただき、ご提出をお願いします。
提 出 先：生涯学習課、松岡公民館、永平寺公民館、上志比公民館
生涯学習課メールアドレス（shogai@town.eiheiji.fukui.jp）
●今月の文化協会コラムは紙面等の関係により休載します。

℡６１-７１１７

◆文化財企画展（第２期）開催中
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」
松岡藩を偲び、町に遺されている文化財を展示しています。
日 時：令和３年１１月２日（火）～令和４年２月２６日（土）
月曜日を除く平日 午前９時～午後５時
毎月第４土曜日
午前９時～午前１２時（展示解説付）
会 場：松岡公民館内 資料室（永平寺町松岡神明１－１２９）
※早稲田大学有賀研究室による、松岡藩の面影を残す松岡地区の町屋建築についての研究もパネル展示して
おりますので、ぜひご覧ください！
お問い合わせ先：生涯学習課 ℡６１－３４００

