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屋根に上る
しんぱいなことがありすぎます！
たまごの魔法屋トワ ４
びわ色のドッジボール
ガラスの魚
那木野、伝説の森で
バスにのるひ

朝日新聞出版／編・著

硯・筆など後片付け不要のカラー筆
ペンで描く絵手紙です。筆ペンの扱
い方・描き方・テクニックが丁寧に
説明されているので実践しやすく、
彩り鮮やかな花・いきもの・イベン
ト・文字のモチーフも豊富なのでお
絵描き気分で楽しくはじめられます。

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。

古代中国の２４時間
覚えておきたい総理の顔１００
小学生の勉強は習慣が９割
宇宙一わかる、宇宙のはなし
オールブランの腸活レシピ
“泣いてもいいんだよ”の育児
ヨハネス・ブラームス
同志少女よ、敵を撃て
教え子殺し
僕は失くした恋しか歌えない
一ノ瀬ユウナが浮いている
神曲
その花の名を知らず
黄金旅程
またあおう
葛藤

はじめての絵手紙』

この一粒の（話の）種
・・・やがて芽がでる、
花が咲く

書

『カラー筆ペンで楽しむ

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

図

一般書

土
26
5
12
19

着

新

書

図

メ

ス

ス

オ

日
20
27
6
13

図書館カレンダー
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柿沼 陽平／著
本間 康司／著
菊池 洋匡／著
日本科学情報／著
主婦の友社／編
峯田 昌／著
音楽の友／編
逢坂 冬馬／著
愛川 晶／著
小佐野 彈／著
乙一／著
川村 元気／著
長野 まゆみ／著
馳 星周／著
畠中 恵／著
文縞 絵斗／著

児童書

『料理ができる子になる本』
matsuko・りんか あんな／著 大和書房

３歳から料理を始めた１０歳双子姉妹
のレシピ本です。おにぎりやトースト
から、ハンバーグ、チキン南蛮まで
も！子どもならではの楽しさとアイ

かみや としこ／作
工藤 純子／作
宮下 恵茉／作
もり なつこ／作
山下 明生／著
西村 さとみ／作
はせがわ さとみ／作

日

時：３月１３日（日）

場

所：永平寺緑の村ふれあいセンター

ディアがあふれています。ぜひご一緒

参

に！苦手な食材も案外おいしく食べて

チーム構成：１チーム

くれるかもしれませんよ。
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■ミニ展示
「読書感想画中央コンクール入賞作品展」
「第３３回読書感想画中央コンクール」の県の審査で
入賞した町内児童の作品１２点の展示を行います。
日時：２月２２日（火）～３月６日（日）
場所：町立図書館（松岡）

特設コーナー

(３月)

■町立図書館（松岡）
映画・ドラマの原作本
■町立図書館永平寺館
（一般書）いのちの現場
（児童書）やくそく
■町立図書館上志比館
睡眠

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）
２月２６日（土）
３月 ５日（土）
３月１２日（土）
３月１９日（土）

上志比館

持

加

ち

費：１チーム

９：００～１２：３０

３００円（参加賞あり）
３～４名（男女問わず、小中学生は保護者同伴）

物：室内履き、飲み物、マスク

競 技 方 法：予選リーグ・決勝トーナメントを実施し、１～３位を表彰します。
申 し 込 み：参加を希望する人は、２月２８日（月）までに下記へ
③代表者の連絡先

①チーム名

②メンバーの住所氏名

をお伝えください。

毎週土曜日 10時30分～11時

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

永平寺町スティックリング協会 事務局 浅野清美
住所 永平寺町山王１４－１－４
TEL・FAX ０７７６－６４－２４６１

町内各施設のご利用について

３月１９日（土） おもしろとしょかん

施設ご利用の際は、管理人の指示に従い、マスクの着用、三密を防ぐなど、
新型コロナウイルス感染予防を徹底してくださいますようお願いします。
※今後の感染状況により、利用条件が変更となる場合がありますのでご了承ください。

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！
公民館と連携して講座を開催しました！
★マタニティヨガ（12月17日）
（松岡公民館と連携）

旧）永平寺町壮年グループ連絡協議会から
令和元年５月１日に生まれ変わりました

プレママのためにマタニティヨ
ガ、そして、赤ちゃんのための
ベビーヨガを開催しました！

◆令和壮年団の目的
（１）郷土の発展に寄与する
（２）団員が「地域を愛する心」を育てる
（３）団員相互間の仲間意識を育てる

初対面のママたちもすっかり仲
良しになりました。

◆令和３年の主な活動（１月～１２月）
４月
８月
１０月

★寄せ植え教室（12月15日）
（松岡公民館と連携）

永平寺地区：お一人住まい宅・ご高齢者宅（民生委員関係先）の
粗大ゴミ処理協力
上志比地区：牧福島河川敷き草刈り・ゴミ拾い
松岡地区 ：「島の宝篋印塔」現地視察（勉強会）
お問い合わせ・お申し込み先

毎年恒例となっている寄せ植
え教室。クリスマスにもお正月
にも飾ることができる素敵な寄
せ植えをつくりました！

生 涯 学 習 課 ６１－３４００

成人式集合写真データと成人式実行委員会作成の記念品は３月に配送予定です。（記念品の完成状況によって
送付時期が遅れる可能性があります。）
■１１月の記念写真希望調査以降、新たに集合写真をご希望の人は、生涯学習課までお電話ください。
【松岡地区新成人 記念品について】
成人式実行委員作成の記念DVDの送付を予定しております。配布は、松岡中学校卒業者及び成人式に出席された
松岡地区に住民票のある人を予定しております。上記の人以外でDVDをご希望の際は、生涯学習課までお電話く
ださい。
【永平寺地区・上志比地区新成人 記念品について】
成人式実行委員作成の記念文集の送付を予定しております。配布は永平寺中学校・上志比中学校卒業者及び成人
式に出席された永平寺・上志比地区に住民票のある人を予定しております。上記の人以外で文集をご希望の際は
生涯学習課までお電話ください。
【成人式を欠席された新成人の皆様】
当日式典を欠席された人で成人式記念品をご希望の人は、郵送または生涯学習課窓口でお渡ししますので、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
電話 ０７７６－６１－３４００／メール shogai@town.eiheiji.fukui.jp

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：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）

★おやこでクリスマスデコ
レーション（12月19日）
（上志比公民館と連携）

開催中！
松岡城下町古図

親子で参加し、素敵なクリ
スマスデコレーションをつ
くりました！
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。

男女共同参画セミナー
「家族にありがとうを伝えていますか？」 開催しました（1/21）
令和３年度の男女共同参画川柳の最優秀作品が
「ありがとう 毎日のことばに ありがとう」
に決定したことを受け、永愛ネットワーク主催
でセミナーを開催しました。
ことは理の桝谷真澄先生を講師にお迎えし、
「ありがとう」の気持ちは言葉にすることが大
切であること、そして、言葉にするときには心
の中で笑顔をイメージしながら伝えると、より
相手に伝わることを実践を交えながら教えてい
ただき、楽しいセミナーとなりました。

「ありがとう」ウェットティッシュ完成！
家族やパートナーに「ありがとう」というきっ
かけになればということで、女性連絡協議会と
連携して「ありがとう」ウェットティッシュを
つくりました。
今後、啓発活動等でお配りしていきます。

