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図書館
だより

パイインターナショナル／編著

パイインターナショナル

「どこの街？」と、表紙の写真が載って
いるページをまず探し、あとはパラパラ
と見るだけ…では終われない写真集です。
写真には、その街の特色や歴史などの簡
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単な説明が添えられていて、旅行ガイド
や歴史について書かれた本も読んでみた
くなるかもしれません。
児童書

『ぼくたち、わるもの？～きらわれ動物図鑑～』
ソフィー・コリガン／著 バーバラ・テイラー／監修
岡田 直子／訳 サンマーク出版

人間に嫌われがちな生き物たちが自分た
ちに対する悪いうわさを払拭するべく、
正しい知識や生態を説明している本です。
苦手な生き物たちへの間違った誤解がと
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この一粒の（話の）種
・・・やがて芽がでる、
花が咲く

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

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

『世界の不思議な街の空から』

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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図書館カレンダー
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若者も高齢者も日記を書いてイキイキ健康

お寺の掲示板 諸法無我
女性皇族の結婚とは何か
事件でなければ動けません
強迫症を治す
大人めがねスタイル
図解よくわかる金属加工
過疎再生
国産アボカド栽培入門
打ち返す力
おんなのじかん
潮風キッチン
老い蜂
名画小説
朝と夕の犯罪
二十一時の渋谷で
１００万回死んだねこ
楽山

江田 智昭／著
工藤 美代子／著
古野 まほろ／著
亀井 士郎／著
主婦の友社／編
吉村 泰治／著
松場 登美／著
東 愛理／著
水谷 隼／著
吉川 トリコ／著
喜多嶋 隆／著
櫛木 理宇／著
深水 黎一郎／著
降田 天／著
古内 一絵／著
福井県立図書館／編著
寺木 俊夫／著

すてきなタータンチェック
おさるのゆめ
イアリーの魔物 １
ゴリラさんは
そらからおちてきてん
どーこかな？
ひよこはにげます

奥田 実紀／文
いとう ひろし／作・絵
トーマス・テイラー／作
北村 裕花／作
ジョン・クラッセン／作
こが ようこ／さく
五味 太郎／作

評判の
健康長寿3年日記
(2022〜2024年版)

好評販売中!
⾦

額

1冊
販売場所

700 円

２０２２～２０２４年版の健康長寿３年日記
がデザインも新たに完成しました！
３年日記とは、１冊で３年間記入すること
ができ、前年・一昨年の出来事がひとめで
分かる便利な日記です。現在２０００名以
上の方々が楽しんで書いています。来年こ
そはあなたも書いてみませんか？若者から
高齢者まで「みんなで日記を書くまち 永平
寺町」を目指しましょう！
また、この度「イキイキ健康長寿３年日記
実践実行委員会」が発会し、委員を募集中
です。日記つけ講習会などを開催しますの
で、ご興味のある方はぜひお問い合わせく
ださい！

（税込み）

永平寺町役場 永平寺支所・上志比支所
または本庁 ⽣涯学習課まで
※日記は代金と引き換えにお渡しします。

お問合せ先
永平寺町役場永平寺支所内
３年日記実践実行委員会事務局
TEL ６３－３１１１
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■チャリティーバザー
雑誌の付録が並びます。※一人１点限り
日時：１２月２５日（土）・２６日（日）
１０：００～１７：００
場所：町立図書館（松岡）・上志比館
■年末年始休館のお知らせ
１２月２７日（月）から１月４日（火）まで、全館休館さ
せていただきます。休館中の図書の返却は、各館の時間外
返却口にお願いいたします。なお、ＡＶ資料に関しまして
は破損防止のため、できるだけ開館時にカウンターへ返却
をお願いします。

特設コーナー
■町立図書館（松岡）
ほっこりおうち時間
■町立図書館永平寺館
（一般書）コメディ
（児童書）ふゆ
■町立図書館上志比館
芸人が書いた本

(１月)

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）
１２月２５日（土）
１月 ８日（土）
１月１５日（土）
１月２２日（土）

上志比館
１月１５日（土）

毎週土曜日 10時30分～11時

おもしろとしょかん
おはなしのへや
民話紙芝居
おもしろとしょかん

第3土曜日 13時30分～14時

おもしろとしょかん

１１月３日（水）～7日（日） 文化発表会が開催されました！
今年度は各地区公民館で文化発表会を開催し、延べ７０６名の
方々にご来場いただきました。開催初日には松岡・永平寺・上志比
の各公民館をオンラインでつなぎ、３館合同の開会セレモニーを行
いました。
陶芸や絵画、書道などたくさんの素敵な作品が展示されたほか、
事前に撮影を行ったステージ発表が放映され、来場された方々を魅
了していました。子ども向けモノづくり体験コーナーも大盛況で、参加
した子供たちからは笑顔があふれていました。

永平寺町男女共同参画室
（生涯学習課内）
TEL 61-3400

町民スティックリング大会 ～結果報告～

ひととひと

１１月２８日（日）緑の村ふれあいセンターにて１００名の方が参加し町民スティックリング大会が開催さ
れました。新型コロナウィルスの影響により、令和２年度から町スポーツ協会主催事業は中止が続いて
おりましたが、感染が収束してきたことからようやく開催することができました。当日は、初めての小学
生から高齢者までが楽しくプレーできました。１月３０日には町民ソフトバレーボール大会を予定してお
ります。たくさんの方のご参加をお待ちしています。

１位 なごみクラブＡ
２位 ひとめぼれ
３位 永平寺３区メンズＡ

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。

男女共同参画セミナー

『家族に「ありがとう」を伝えていますか？』
なかなか口にだして言えない「ありがとう」という言葉を、
ぜひ伝えてください。そんなきっかけとなるセミナーです。
参加無料・要申込
日 時：令和４年１月21日（金）
18時30分～19時30分

マレットゴルフ会長杯 マレットゴルフ大会 ～結果報告～

場 所：松岡公民館 4階大ホール

１０月３０日（土）松岡河川公園にて５６名の方が参加しマレットゴルフ会長杯 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。

講 師：ことは理 桝谷 真澄氏

男子の部 １位 野村 正之（松岡クラブ）
2位 卜部 一夫（永平寺クラブ）
３位 豊島 武雄（松岡クラブ）

定 員：３０名

女子の部 １位
2位
３位

小林 志保子（永平寺クラブ）
毛利 美千子（松岡クラブ）
小林 より子（松岡クラブ）

開催予定 令和４年６月１８日（土）
パレア若狭（若狭町市場１８－１８）

ご家族、ご友人と
一緒にぜひ
ご参加下さい！

（マナーアドバイザー、キャリアコンサルタント）

申込期間：令和３年12月20日（月）～令和4年1月19日（水）
【問合せ・申込】 永愛ネットワーク事務局
生涯学習課（６１－３４００）

永平寺町文化財企画展
男 女 共 同 参 画 川 柳
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」

開催中！
松岡城下町古図

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）

全３９通の中から選ばれました優秀作品を紹介します。多数
のご応募ありがとうございました。
ご応募いただきました作品については、今月より数点ずつご
紹介をさせていただきます。

●問合せ・申込み先
（公財）ふくい女性財団
（ふくいきらめきフェスティバル実行委員会事務局）
〒９１８－８１３５ 福井市下六条町１４－１
福井県生活学習館内
Tel ０７７６－４１－４２５４ Fax ０７７６－４１－４２６０
E-mail f-jhosei@f-jhosei.or.jp

公益財団法人
げんでんふれあい福井財団

令和４年度助成事業応募について
最優秀賞：浩²さん
優秀賞：よみひとしらずさん

永平寺町文化協会コラム

「「ありがとう」 互いに言えば 飯うまし」

今年もいよいよ年の瀬が近づいてきました。今年も新型コロナウイルスの影響で家の中にいた時間が多かった
１年だったと思います。永平寺町文化協会も活動することが難しい１年となりました。そんな中でも、11月の文

入賞：みずほ一男さん

正月休みも文化・芸術を始めるチャンス！水墨画や書道など気になっていた芸術に挑戦する年始にしてみては
いかがでしょうか…？
６１－３４００

郷土の歴史・人・生活などの地域資源の
活用、高齢者・障がい者との交流や国際
交流などによる地域文化の振興と、青少
年などの人材育成、また良質な芸術文化
の提供と、福井県の美しい自然を活用した
地域づくりを提供する福井県内の文化団
体等を応援する助成の応募が始まります。

「死ぬ前に 気づいてよかった 妻の愛」
入賞：水山三平さん

化発表会には文化協会に加盟されている方々の素晴らしい発表や作品を見ることができました。

生涯学習課（文化協会事務局）

応募方法および〆切
所定の申込書に記入し、郵送・ファックス・メールのい
ずれかで令和４年１月２５日（火）までにご応募ください。

優 秀 作 品 発 表

「ありがとう 毎日のことばに ありがとう」

お問い合わせ

「企画委員」（１０名程度）募集条件
①男女共同参画社会を目指したイベントの企画・運営
に取り組みたい方
②県内在住の１８歳以上の方
③事務局が開催する企画委員会（５回程度）および大
会当日に出席できる方
④無償（交通費は支給）

「お茶の間は 台本なしの せりふから」

応募期間：令和３年１２月１５日（水）～
令和４年２月１５日（火）
詳しくは、げんでんふれあい福井財団の
ホームページ（https://www.genden.or.jp）
をご覧ください。

