
図 書 館
だ よ り

●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

ウクライナには広い広い麦畑がありま
す。刈り入れ時には、６歳の女の子
ワーニャも大好きなお母さんのそばで
小麦の束をたばねるお手伝いをします。
ところがある日、ワーニャは麦畑で居
眠りをして迷子になってしまいます。
お母さんの名前を尋ねられたワーニャ
は「わたしのおかあさんは世界一びじ
ん」と答え、大騒動になります。

一 般 書

児 童 書

柚月裕子／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ（角川文庫）

ベッキー・ライアー／文 ルース・ガネット／絵
光吉郁子／訳 大日本図書

千葉の房総で男性の不審死事件が発生
し、一人の容疑者が逮捕された。犯人
の動機に疑問を持った週刊誌のコピー
ライターが、刑事と協力して事件の真
相を追う。すべての始まりは30年前、
福井の東尋坊にある「いのちの電話」
からかけられた一本の電話だった…。

『わたしのおかあさんは世界一びじん』

お知らせ

新着図書

『蟻の菜園－アントガーデン－』

■校外学習（松岡小学校）

５／１７（火）・５／１９（木）の両日、松岡小学校３
年生の児童６４名が、校外学習のため町立図書館（松岡）
を訪れました。児童のみなさんは感染対策の為、少人数ず
つ館内を見学しました。本の分類や並べ方を中心に見てま
わり、職員の説明を熱心に聞いてメモを取りながら学習し
ていました。

特設コーナー

カッコいい大人になろう 中谷 彰宏／著

源家滅亡 菊池 紳一／著

頭のよさとは何か 和田 秀樹／著

ブルーベリー 伴 琢也／著

怖くて眠れなくなる元素 左巻 健男／著

大人の食物アレルギー 福冨 友馬／著

元気が出る野菜炒め 牛尾 理恵／著

東京弁当生活帖。 杉森 千紘／著

しない掃除 みな／著

日本の観光特産 小塩 稲之／著

永遠の今 フジコ・ヘミング／著

東京漫才 おぼん・こぼん／著

父 水上勉 窪島 誠一郎／著

たとえ世界を敵に回しても 志駕 晃／著

八月の母 早見 和真／著

マスカレード・ゲーム 東野 圭吾／著

ＳＤＧｓのひみつ まつもとめいこ／まんが

香君 上 上橋 菜穂子／著

香君 下 上橋 菜穂子／著

まちのおばけずかん 斉藤 洋／作
まどべのねこ 尾澤 美祝／文・絵

(７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

６月２５日（土） おもしろとしょかん
７月 ２日（土） 絵本の読み聞かせ
７月 ９日（土） おはなしのへや
７月１６日（土） 民話紙芝居

７月１６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
語彙力・雑談力 課題図書

■町立図書館永平寺館
（一般書）現場は福井
（児童書）なんでだろう！？

永平寺館永平寺館 第2土曜日 11時～11時30分

７月 ９日（土） おはなし会

図書館カレンダー

日 月 火 水 木 金 土

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 7/1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

■小学校教科書展

展示期間：６月１８日（土）～７月１７日（日）
展示場所：町立図書館（松岡）

町民ウォークラリー大会
～結果報告～

5月22日（日）出場21チーム、最年少4歳の女の子から最高齢
81歳の男性まで、約70名の出場選手により緑の村グラウンド
を発着点に開催されました。
当日は、早朝からよい天気に恵まれ、初夏のさわやかな風を感
じながら、約4.5㎞の距離を70分の時間を目標に歩きました。
ゴールに向かう最後の急な上り坂でも、皆さんの足取りは軽く、
ゴールが近くなると、スキップをしながら「楽しかったぁ!!」とい
う声とともにメンバーがそろってゴールする姿がとても印象的
でした。

優勝 東古市チーム（永平寺地区）
長谷川伸・山下貴士・小林清典

準優勝 丞助チーム（松岡地区）
南部恵子・南部亜紀・南部璃子・南部丞助

3位 山Ｂチーム（永平寺地区）
田中秀信・笠松宏光・長谷川昭二

（敬称略）

５月２１日（土）に松岡河川公園で清流
杯マレットゴルフ大会が行われました。
結果は以下のとおりです。

★男子の部
優勝 古市茂樹（松岡クラブ）
準優勝 宮川弘（０５会）
３位 清水紀勝（さつき会）

★女子の部
優勝 松山清子（勝山市協会）
準優勝 矢戸みゑ子（勝山市協会）
3位 内田君子（さわやか会）

（敬称略）

日 時：７月２４日（日）開会式８：３０～、試合開始９：００～
場 所：永平寺河川公園
主 催：永平寺町スポーツ協会 主管：永平寺町ペタンク協会
チーム構成：１チーム３～４人（高校生以上）
申 込：申し込みは、ペタンク協会又は生涯学習課までFAX又は持参で。

申込用紙は、生涯学習課及び各支所にあります。
申 込 先：永平寺町ペタンク協会

会長 渡辺英雄 TEL 090-3767-2323／ FAX 63-2374
事務局 大谷 進 TEL 090-6274-5477／ FAX 63-3667

永平寺町生涯学習課 TEL 61-3400／ FAX 61-2434
締 切：７月９日（土）

地区体育祭の中止について

９月２５日（日）に予定していた松
岡地区・永平寺地区・上志比地区体
育祭は、安心・安全に開催すること
が困難なため、町スポーツ協会の臨
時総会で中止することに決定しまし
た。

問い合わせ：永平寺町スポーツ協会
TEL ６１－３４８５

昨年度のペタンク大会の様子

清流杯マレットゴルフ大会
～結果報告～



今年度、開催する女性のための防災講座
についてのご案内です。

7月31日（土）13:00～15:00
防災グッズづくりと応急処置

（場所：永平寺開発センター）

10月15日（日）13:00～15:00
避難所運営ゲーム（ＨＵＧ）

（場所：松岡公民館）

12月 3日（土）13:00～15:00
災害時に役立つアロマ活用講座

（場所：永平寺緑の村ふれあいセンター）

※講座の詳細は随時ご案内しますが、
申し込みは6月21日（火）以降いつ
でもできます。

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

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）

日時：令和４年7月2日（土）
13:00～15:00

場所：上志比公民館 1階多目的ホール
内容：HUG（避難所運営ゲーム）と

防災グッズづくり
対象：永平寺町内在住の親子

（お子さんの年齢は問いません）
定員：16組（32人）

親子防災講座 ～上志比公民館と合同開催～

日常生活の中で何気なく感じる「男だから、女だから」といった性別による役割分担や慣習への疑問、
男女一人ひとりが対等な存在としてお互いのことを思いやる心などをテーマに、みなさんの気持ちを
五・七・五の川柳で表してみませんか。優秀作品には記念品贈呈！！

◆応募資格 永平寺町在住、または在勤・在学の人。
◆応募規定 一人２点まで。自作で未発表のものに限る。（用紙は自由）

応募作品は返却しません。応募作品の著作権、使用権は永平寺町に帰属します。永平寺
町男女共同参画推進事業に使用します。

◆応募期限 令和４年８月３１日（水）到着分まで
◆応募方法 氏名・住所・電話番号・年齢・所属・ペンネーム・ハンドルネームをご記入のうえ、は

がき・封書またはＦＡＸ、電子メールで生涯学習課へ提出。持参でも可。（各公民館、
支所でも受付可）

◆審査発表 審査終了後、最優秀作品（１作品）と優秀作品（２作品）に記念品をお渡しいたします。
（発表はSeedで行います）

～第4回 男女共同参画 川柳募集～

【応募先・問い合わせ】 生涯学習課 男女共同参画室
910-1192 永平寺町松岡春日1-4
TEL:61-3400 FAX:61-2434
mail:shogai@town.eiheiji.fukui.jp

QRコードからも
ご応募できます

↓

女性のための防災講座

昨年度の防災講座の様子

NPO法人災害看護研究所から講師を招き、親子防災講座と女性のための防災講座を開催します。

【申込先】
事務局（生涯学習課内）
TEL：61-3400
8:30～17:15（土日祝を除く）

◆個人情報は、参加者情報として管理し、それ以外の目的で使用することはありません。
◆当日の気象状況および感染症の状況によっては、実施方法に変更が生じる場合や、急遽開催を

中止することがありますのでご了承ください。

※必ず保護者の同意を得て、お申込みください

右下の申込みフォーム（QRコード）からお申込みいただくか、下記の❶～❼を記入し、
①メール②電話③ＦＡＸよりお申込みください。

❶イベント名(ライオンリコチャレ)❷お名前(ふりがな)❸学年(または年齢)❹保護者のお名前
❺保護者のメールアドレス❻保護者の連絡先
❼撮影の可否(開催報告やホームページへの写真掲載)※掲載には保護者の同意が必要です

申込方法

永平寺町教育委員会生涯学習課
①Eメール：shogai@town.eiheiji.fukui.jp
②TEL：0776-61-3400（平日8:30から17:15まで）
③FAX：0776-61-2434

申 込 先

令和４月７月１５日(金)締 切

申込み
フォーム

無料

２０名（先着順）定 員

参 加 費

松岡公民館 3階 講義室・視聴覚室会 場

〒910-1117 福井県吉田郡永平寺町松岡神明1丁目129
(えちぜん鉄道松岡駅より徒歩約1分)

町内に住む中学生・高校生対 象
※町外の方はご相談ください

主催：ライオン株式会社
共催：永平寺町、永平寺町教育委員会

令和４月８月２日(火) １０：００～１２：００日 時

４講座のうち、3講座
以上にご参加の方には、

便利な防災グッズを
プレゼント！


