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図書館
だより

田中 ひかる／著

中央公論新社

医者といったら男。そのような時代に女
医になろうと奮闘した女性たちがいた。
「日本の女医の生みの親が萩野吟子とす
れば、高橋瑞は育ての親に当たる」と言
われた高橋の生涯を描いた作品。力強く

一
般
書

ひたむきに女医を志し、生涯をかけた姿
に活力を与えられます。
児童書

『ペンギンかぞくのおひっこし』
刀根 里衣／絵・文

小学館

書

『明治を生きた男装の女医 高橋瑞物語』

温暖化のせいでとけてしまい
ました。そこでステキな場所
をもとめて旅にでますが、た
どり着くところは住めない所ばかり…。環境について

児
童
書

物価とは何か
つながるための言葉
どこでも成果を出す技術
秘闘
昔話の扉をひらこう
虫を観る、虫を描く
鼻スッキリで夜ぐっすり
とどのつまり人は食う
その日まで
ボタニカ
駆け落ちの罠
探花
義元、遼たり
桜
男の愛
桜風堂夢ものがたり
夜のお茶漬け

渡辺 努／著
勝浦 雅彦／著
沢渡 あまね／著
岡田 晴恵／著
小澤 俊夫／著
川島 逸郎／著
高島 雅之／著
佐野 洋子／著
瀬戸内 寂聴／著
朝井 まかて／著
喜安 幸夫／著
今野 敏／著
鈴木 英治／著
東 雅夫／編
町田 康／著
村山 早紀／著
山口 恵以子／著

図書館図鑑
旅の絵本 １０
まるごとたまねぎ
よそんちの子
マロングラッセ
ふくろにいれられたおとこのこ
うまれたよ！ダンゴムシ

小田 光宏／監修
安野 光雅／著
八田 尚子／構成・文
いとう みく／文
だるま森／作
山口 智子／再話
皆越 ようせい／写真

考える絵本です。ちなみに「84」という数字は、京都

せ

ら

知

お

議定書に最初に署名した国の数です。

■ミニ展示
●３月は「自殺対策強化月間」です。うつや不登校など
さまざまな心の悩みに関する本を展示します。
展示期間：３月３０日（水）まで
展示場所：町立図書館（松岡）
●４月２３日は「子ども読書の日」
福井県子どもの読書活動推進事業の一環として福井県教
育委員会が作成した小冊子『絵本のある子育て ～子ども
の成長段階に応じた推奨図書 ～』に紹介されている図書
を展示します。
展示期間：４月５日（火）～５月２９日（日）
展示場所：町立図書館（松岡）

特設コーナー

(４月)

■町立図書館（松岡）
お仕事いろいろ
■町立図書館永平寺館
（一般書）春
（児童書）もしもし･･･
■町立図書館上志比館
（児童書）読書週間オススメ本

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）
３月２６日（土）
４月 ２日（土）
４月 ９日（土）
４月１６日（土）

永平寺館
４月

2０2０

令和３年度永平寺町文化功労賞・文化功労特別賞

84羽のペンギン家族が住んで
いるこおりのおうちが、地球

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

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。

図

一般書

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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９日（土）

上志比館
４月１６日（土）

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2土曜日 11時～11時30分

おはなし会
第3土曜日 13時30分～14時

おもしろとしょかん

本町文化の振興・発展に寄与された方に授与される「永平寺町文化功労賞」に１団体、文化芸術分野で
優れた成績を収めた学生に授与される「永平寺町文化功労特別賞」に１団体と個人２名が決定し、永平
寺町文化振興協議会より表彰状が贈られました。

令和３年度永平寺町文化功労賞

（敬称略）

ほほえみ合唱団
私たちほほえみ合唱団は、結成時の「合唱でボランティア活動」の思いを大切に
して、これまで活動を続けてまいりました。
まだまだ、歴史の浅い私たちですが今回の受賞を糧にこれからも、このような時
代だからこそ、団員一同心をあわせて活動を続け、また皆さんと一緒に歌える時
を心待ちに頑張っていこうと思っております。本当にありがとうございました。

令和３年度永平寺町文化功労特別賞

（敬称略）

上志比中学校吹奏楽部
＜主な成績＞
＊福井県吹奏楽アンサンブルコンテスト 木管三重奏 金賞 福井県代表
＊北陸アンサンブルコンテスト
木管三重奏 銀賞
＊全日本吹奏楽コンクール福井県予選
金賞 福井県代表
＊全日本吹奏楽コンクール北陸大会
銀賞
上志比中学校吹奏楽部は、1年生から3年生までの合計12名で活動をしていま
した。私たちの演奏を通して、地域の皆様に心温まる音楽をお届けできるよう、
これからも頑張りたいと思います。今後も温かいご支援をよろしくお願いしま
す。（町HPに部員全員のコメントを掲載しております）

永平寺中学校 山内萌悠

＊第１１回（令和２年）・第１２回（令和３年）
ふくい中学生アートリンピック展 金賞 受賞

3年生のアートオリンピックの時は流れではなく、最初から考えたデザインで勝
負しようと、じっくりと考えて取り組みました。だからこそ金賞を取ることがで
きた時はとても嬉しかったです。家族や友達もすごく喜んでくれました。
私は将来絵に関する仕事に就きたいという願望があります。今後は高校に進学し、
美術部に入りたいと思います。自分の表現の幅を広げ、自分の可能性を広げてい
きたいと考えています。

御陵小学校 福田桜千

＊福井県防火ポスター審査会 最優秀賞 受賞

防火ポスターを描くときに苦労したことは、色の配置です。よく目立つように、６つの
火事の原因を６色で描きました。物や人と、背景の色が重ならないようにするのが大変
でした。バックの色をグラデーションにしたり、文字の色を３色にしたりと、デザイン
もしっかり考えました。
県の最優秀賞をもらって、表彰されたときは、永平寺町の消防士さんたちもいっしょに
喜んでくださったので、とてもうれしかったです。

●受賞者コメントの全文は「受賞者の紹介・コメント集」として各公民館やサンサンホールに置いてあり
ます。また、町HPでも見ることができます。

令和３年度

文化財講座（第３回）

２月から延期となっていた文化財講座を開催します！
講 座 名：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：４月８日（金）１３：３０～１５：００
講
師：南 洋一郎 氏（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）
会
場：松岡公民館 ４階 ホール（松岡神明１－１２９）
内
容：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。
興味のある方は、生涯学習課までお申し込みください。
受付時間 平日８：３０～１７：１５
申込先
生涯学習課 ℡６１-３４００

レディースSUNニュース！
令和3年度女性連絡協議会の活動報告

レディースSUNでは、様々な講座を開催しました。
来年度は、さらに充実した講座を企画いたしますので、皆様お誘いあわせの上、ぜひご参加ください。
10月2日（土） NPO法人 災害看護研究所
7月10日（土） 福井大学医学部 吉田好雄教授講演
女性のための防災講座
「子宮頸がんから貴方と家族を守るために」
8月5日（木） 魚見 真由美先生
デコパージュで自分だけの壁かけをつくろう
2月11日（金） 田中 美江先生
己書講座

要申込み

※当日は、マスク着用でお越しください。
※感染症対策のため、人数制限を行う場合がございます。
※新型コロナウイルスの影響により、延期または中止となる場合がございます。

文化財企画展

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）

12月15日（水） 渡辺 寛幸先生
寄せ植え教室

12月17日（金） 畑 香菜子先生
ベビーヨガ＆マタニティヨガ

12月19日（日） 岩間 由紀子先生
おやこでクリスマスデコレーション

期間延長のお知らせ

２月末までとしていた第２期文化財企画展ですが、新型コロナの影響や文化財講座の延期等を考慮
し、より多くの方々にご覧になってほしいため、期間を延長します。

第２期 企画展
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３年１１月２日（火）～令和４年５月６日（金）
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（松岡神明１－１２９）

【展示概要】
第２期はタイトルに示すように、第１期のあとを受けて、その後の永平寺町を四季の森地下収納庫に保管され
ている数多くの埋蔵文化財や民具類の中から、時代の移り変わりを顕著に示すものを選んで展示し、皆様と一緒
に永平寺町の今を形作ってきた祖先の営みに触れてみたいと思います。
まず中世では大本山永平寺や波多野城跡などの歴史を紐解いていきます。遺跡では吉野地区にある「湯谷・田
畑遺跡」などの発掘を通じて分かった吉野ヶ岳を中心とする山岳信仰の歴史や島地区に遺る宝篋印塔の謎につい
てもご紹介したいと思います。
近世では江戸時代の享保6年(1721)に廃藩となった松岡城下町の歴史を振り返り、昌勝公や昌平公の書跡その
他、町に遺されている文化財を通して藩の歴史を偲んでみたいと思います。
近代では江戸時代から始められ、明治、大正、昭和へと引き継がれていった城下町職人の様々な生産活動を、
遺跡の発掘品や町民から寄贈された多量の民具類から厳選してご紹介したいと思います。
※感染症の影響により、予定変更となる場合がござい
ますのでご了承ください。
※ご来場の際は、マスクの着用と手指の消毒をお願い
します。
※資料室内では、密にならないようご協力をお願いし
ます。

＜お問合せ先＞
生涯学習課 ℡６１－３４００

永平寺町男女共同参画室
（生涯学習課内）
TEL 61-3400

◇永愛ネットワーク加盟団体募集中！◇
【主な活動】 ・男女共同参画、共生社会の実現に向けた啓発（生涯学習だよりなど）
・各団体との交流、合同研修会（ふくいきらめきフェスタなど）への参加

加盟団体一覧（現在２３団体）
■さんさんdeねっと！
■永平寺町婦人福祉協議会
■永平寺町健康長寿クラブ連合会
■永平寺町食生活改善推進員会
■永平寺町えちぜん鉄道サポート会
■永平寺町女性連絡協議会
■青年サークル松岡一番星
■永平寺町商工会
■永平寺ソフィアの会
■JA福井県女性部永平寺エリア
■吉田地区更生保護女性会
■永平寺町社会福祉協議会

Ｒ4.4.1 現在
■まつおか文化実験室
■企業組合ハンドメイド風ふう
■永平寺町ゲートボール協会
■永平寺町マレットゴルフ協会
■松岡地域活動連絡協議会
■わくわく一座
■愛菜グループ
■公民館講座連絡協議会
■永平寺町身体障害者福祉協会
■上志比親睦会
■永平寺町観光ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｶﾞｲﾄﾞの会

女性の活躍を推進している団体の皆様、ぜひ一緒に活動しましょう！
お電話をお待ちしています。（年会費1,000円）
（申込先） 事務局（生涯学習課内） TEL：0776-61-3400
MAIL：shogai@town.eiheiji.fukui.jp

