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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。

Ｓｅｅｄ：種

この一粒の（話の）種
・・・やがて芽がでる、

花が咲く

オススメ図書

一
般
書

児
童
書

じゃぐちから落ちる水のしずくが、
いっしゅん、まるい“球”になる。
せっけんをまぜた水でシャボン玉
ができる。水蒸気、雲、雨、雪の
結晶…。ひとしずくの水の“終わ
りのない旅”を写真と科学的なも
のの見方で楽しく知ることができ
る本です。

一 般 書

児 童 書

稲泉 連／著 新潮社

ウォルター・ウィック／作 林田 康一／訳
あすなろ書房

東日本大震災によって起きた福島
第一原発事故。４０年を要する廃
炉作業に携わっている様々な職種
の人たちは、なぜ敢えてその仕事
を選択したのか。

『ひとしずくの水』

お知らせ

新着図書

『廃炉』～「敗北の現場」で働く誇り～

■ミニ展示

「手軽にできる盆栽展」

期 間：５月１９日（木）～５月２６日（木）
場 所：町立図書館（松岡）
作品提供：菅原 篤一 氏（永平寺町在住）

＜五葉松＞

特設コーナー

〈自分〉を知りたい君たちへ 養老 孟司／著

楽しくまなぶ『易経』 梶川 敦子／著

親鸞と道元 平岡 聡／著

南極ではたらく 渡貫 淳子／著

物流の世界史 マルク・レヴィンソン／著

世界一シンプルな問題解決 中尾 隆一郎／著

おいしい子育て 平野 レミ／著

スリルライフ 新庄 剛志／著

バット職人 名和 民夫／著

幸福幻想 中村 うさぎ／著

鎌倉うずまき案内所 青山 美智子／著

ななみの海 朝比奈 あすか／著

春の窓 安房 直子／著

シャルロットのアルバイト 近藤 史恵／著

独り立ち 佐伯 泰英／著

ロング・アフタヌーン 葉真中 顕／著
風の港 村山 早紀／著

１０代と考える「スマホ」 竹内 和雄／著

少年のための少年法入門 山下 敏雅／監修

時間割男子 ８ 一ノ瀬 三葉／作

弱肉強食オンライン ２ しもっち／作
おしりじまん 齋藤 槙／作
ぼくのねこ 鈴木 のりたけ／作・絵
きみはすばらしい のぶみ／作

(６月)

おもしろとしょかんおもしろとしょかん

町立図書館（松岡）町立図書館（松岡）

上志比館上志比館

毎週土曜日 10時30分～11時

第3土曜日 13時30分～14時

５月２８日（土） おもしろとしょかん
６月 ４日（土） 絵本の読み聞かせ
６月１１日（土） おはなしのへや
６月１８日（土） 民話紙芝居

６月１８日（土） おもしろとしょかん

■町立図書館（松岡） ■町立図書館上志比館
珈琲でひといき 断捨離

■町立図書館永平寺館
（一般書）○○大賞受賞作品
（児童書）へんし～んっ！

永平寺館永平寺館 第2土曜日 11時～11時30分

６月１１日（土） おはなし会

図書館カレンダー

日 月 火 水 木 金 土

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31 6/1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

永平寺町の文化芸術振興と文化芸術による地
域振興を図るため、地域おこし協⼒隊として
谷原佐智さん（大阪府出身）が着任しました。
河合町⻑から辞令を交付された谷原さんは
「歴史ある永平寺町で創造的なまちづくりに
貢献したい」と意気込みを語りました。
谷原さんは、フランス留学や通訳として働い
た経験を経て、今年、東京藝術大学 博士課
程を卒業しました。谷原さんには、専門であ
る音楽や映像制作などの経験を生かして、地
域の皆様と一緒にまちづくりを担っていただ
きます。
皆様、どうぞ宜しくお願い致します。

文化芸術で笑顔あふれるまちへ

地域おこし協力隊 谷原さん着任



永平寺町男女共同参画室
（生涯学習課内）

TEL 61-3400

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。
ひととひと

◇ 永愛ネットワーク新規加入団体のご紹介 ◇
今年度、新たに加入をしてくださった団体からのメッセージをご紹介します。

永平寺町防災士の会 （会長：平山彌利さん）

福井市の元ピアノ講師小辻千恵美様
より御陵公民館へアップライトピアノを
寄贈していただき、その寄贈式が４月
１３日、御陵公民館にて行われました。

感謝状の贈呈の後、寄贈いただいた
ピアノ演奏に合わせ、合唱サークル
「童謡の会」による歌の披露が行われ
ました。

御陵公民館に来られた際には、ぜひ
アップライトピアノをご利用ください。

御陵公民館にピアノが寄贈されました！

平成30年に設立をした防災士の会。
地区の防災訓練への参加に加えて、
昨年度は、小中学校での防災教育も
積極的に実施しました。今年度は、防
災教育を継続して行うとともに、コロ
ナが落ち着くことを期待して、研修会
を数回開催する予定です。

子どもから高齢者まで、みんなの防
災意識が高まるよう、活動を続けて
いきますので、皆さんも防災士になっ
て一緒に活動しましょう。

サークルへのご参加は、楽器体験会に参加された人を優先といたします。



レディースSUNニュース！
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）

一昨年から町内全域で開催されている「ひまわりの背高のっぽ大会」。
なかなか思うように活動ができない今だからこそ、みなさまがおうちで
楽しめることのお手伝いをしたい。そんな想いで今年も公民館企画として
開催決定！

気候にも大きく左右されるひまわり背高のっぽ大会。今年も成長が楽しみ
ですね。
ひまわり背高のっぽについてのお問い合わせは、各公民館まで。

「ひまわり背高のっぽ大会」２０２２スタート！

永平寺公民館 63-3111
松岡公民館 61-7222
上志比公民館 64-2244

永 平 寺 町 ジ ュ ニ ア リ ー ダ ー ズ ク ラ ブ 会 員 募 集

永平寺町ジュニアリーダーズクラブは、永平寺町在住の小学4年生～高校
３年生のメンバーで活動中です。学校では体験できないようなイベントの
運営や企画発案などもしています。異学年と関わってみたい人、ボラン
ティア活動をしてみたい人、永平寺町を盛り上げたい人、ぜひ一緒に活動
しましょう！定例会の見学も可能です。

【定例会について】
・日時 毎月第2土曜日 16時～18時

（メンバーの予定などで変更する場合があります。）
・場所 えい坊館2階 多目的ホール（永平寺町松岡神明3-107）

【活動内容】
・町内小中学生が参加できる企画の発案、計画、運営
・町内イベントでの子ども会ブースの計画・運営
・県内のジュニアリーダー対象の研修会や交流会への参加

【問い合わせ先】永平寺町子ども会育成連絡協議会
（事務局 生涯学習課） ℡６１－３４００

→
昨年の

イベント
「ゆう」
での様子

 福井県に住んでいる人

2022年 5月31日 （火）

募集期限

詳しくはこちら☞

＜問い合わせ＞

◎ (公財)福井県国際交流協会（担当：飯田） 電話：0776-28-8800 E-mail：info@f-i-a.or.jp
◎ 福井県 国際経済課（担当：堂坂） 電話：0776-20-0752 E-mail：kokusai@pref.fukui.lg.jp

令和３年度の総会と令和４年度の全体会を開催しま
した。

会議に先立ち、福井県立大学大学院看護福祉学研究
科 吉弘淳一教授から「コミュニケーションで家族
力アップ！」のテーマでとても楽しいご講演をいた
だきました。

今年度は「家庭・地域における女性の活躍」をテー
マに活動をしていきます。

レディースSUN総会・全体会（5/11）

ふくい外国人コミュニティリーダーとして活動しませんか？

福井県に住む外国人のみなさんが安心して暮らせるように

応募対象

 やさしい日本語で書いてある情報を自分の国

の言葉で伝えることができる人

（JLPT N３ 程度）

 SNS（LINE や SNS、WeChat など）を使う

ことができる人

内容・会場、申し込みの詳細は、今後、Seedや公民館だよりなどでお知らせします。ご家
族やご友人と一緒に参加してくださいね。

7月 2日（土）13:00～ 親子防災講座（上志比公民館連携）

7月31日（日）13:00～ 内容未定

10月15日（土）13:00～ 内容未定

12月 3日（土）13:00～ 災害時に役立つアロマ活用講座

令和４年度 女性のための防災講座開催（予定）


