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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

お知らせ 特設コーナー (１１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

１０月２２日（土） おもしろとしょかん
１１月 ５日（土） 絵本の読み聞かせ
１１月１２日（土） おはなしのへや
１１月１９日（土） 民話紙芝居

１１月１９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
おしごと日記 和食・伝統工芸

■町立図書館永平寺館
（一般書）トリセツいろいろ
（児童書）おいしいな

永平寺館永平寺館 第2土曜日 11時～11時30分

１１月１２日（土） おはなし会

地質学者の長岡省吾（1901—73）は、
原爆投下直後の広島で原爆跡が生々し
く残る品々を収集し、広島平和記念資
料館の礎を築いた。変わり者扱いをさ
れながら、それに屈せず、被爆の実態
を世界に伝えようとした初代館長の執
念が伝わってくる。

一 般 書

児 童 書

ピルチャー・ロザムンド／著
中村 妙子／訳 晶文社

佐藤 真澄／著 汐文社

恋人との旅行をキャンセルしたクロー
ディア。２０年ぶりにいとこの農場を
訪ねるため駅で迎えを待つがそこに現
れたのは、いとこではなかった。その
後、いとこ家族とブラックベリーを摘
みに行くが、行く先々で彼女を待ち受
けていたのは、思いもかけぬことばか
りだった。短編集『ロザムンドおばさ
ん』シリーズ３作の中の１作です。

『ロザムンドおばさんの花束』

『ヒロシマをのこす』～平和記念資料館をつくった人・長岡省吾～

一
般
書

児
童
書

新着図書

天下統一の城・大坂城 中村 博司／著

旅に出たくなる地図 日本 帝国書院／著

中国の恐ろしい未来 黄 文雄／著

武器になる！世界の時事問題 池上 彰／著

病院清掃というお仕事 日本病院清掃協会／著

家呑みサイコーつまみ 市瀬 悦子／著

森に暮らし、鳥になった人。 柳生 博／著

怖い家 沖田 瑞穂／著

小さなひとり暮らしのものがたり みつはし ちかこ／著

親父の納棺 柳瀬 博一／著

ソロキャン！ 秋川 滝美／著

夜の道標 芦沢 央／著

サバカンＳＡＢＡＫＡＮ 金沢 知樹／著

宮中の華 佐々木 裕一／著

朱色の化身 塩田 武士／著

汝、星のごとく 凪良 ゆう／著

千歳くんはラムネ瓶のなか ７ 裕夢／著

戦争終結 福田 祐一／著
クリ粥 山本 一力／著

タコとだいこん 伊佐 久美／作

くるっとだーれ？ かしわら あきお／作・絵

こまったトイレ まえだ ようこ／文・絵

ぶどうおいしくなーれ 矢野 アケミ／作

わんぱくだんのバスごっこ ゆきの ゆみこ／作

■第１５回オリジナル表紙絵コンクール作品展
町内の小学校を対象として実施しているオリジナル表紙

絵コンクールの応募作品全ての展示を、松岡地区・永平寺
地区・上志比地区に分けて各図書館で行います。
展示期間：１１月１日（火）～１１月２７日（日）
展示場所：町立図書館（松岡）・永平寺館・上志比館

■ガチャガチャでシールをゲットしよう！
１０／２７～１１／９は読書週間です。この期間、スタ

ンプラリーのシールはガチャガチャでゲットしてもらいま
す。本を借りてシールを集めましょう!
実施館：上志比館

■校外学習
志比南小学校２年生の児童８名のみなさんが、町立図書

館（松岡）に来館されました。
館内を見学し、本の並べ方や貸し出しの工夫について職員
から説明を受けたあと、カウンターで本を借りる体験をし
ました。

図書館カレンダー

日 月 火 水 木 金 土

23 24 25 26 27 28 29

30 31 11/1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

永平寺町長杯マレットゴルフ ～結果報告～

９月１８日（日）に松岡河川公園で永平寺町長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 山本 光男（もみじ会）
準優勝 角 由貴男（わかば会）
３位 宮本 誠（松岡クラブ）

女子の部 優勝 齋藤 ひろみ（もみじ会）
準優勝 太田 マスミ（みどり会）
３位 毛利 美千子（松岡クラブ）

車いすバスケＵ２３で世界一 古崎倫太朗選手

9月8日～16日にタイで開催された車いすバスケットボール
男子のU23（23歳以下）世界選手権で、永平寺町寺本在住の
古崎倫太朗選手が日本代表メンバーとして出場し、チームが
金メダルに輝きました！予選・決勝トーナメント全試合に出
場し、優勝に貢献した古崎選手。世界一の快挙にも「今回の
金メダルは通過点に過ぎない。2年後のパリ、その次のロサ
ンゼルスで開催されるパラリンピックで金メダルを目標にし
て頑張っていきたい」とさらなる飛躍を誓いました。
生涯学習課では、1月に古崎選手の講演会を開催予定です。

詳細は後日お知らせします。パラリンピックに向けて奮闘す
る古崎選手を応援していきましょう。

令和４年度 永平寺町文化財講座（第２回）

講座名：すごいぞ！永平寺町の歴史的建造物
日 時：１１月１１日（金）１３：３０～１５:００
講 師：今出 瑞穂 氏（福井県教育庁生涯学習・文化財課 建造物担当）
会 場：永平寺開発センター ２階 消防ホール（永平寺町東古市１０－５）
内 容：重要文化財に指定された永平寺１９棟など、永平寺町の歴史を語る建造物を、専門調査員

である今出さんがわかりやすくご紹介します。

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

※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。

国登録有形文化財の旧永平寺口駅舎



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

6月から募集をしていました男女共同参画川柳へのご応募ありがとうございました。応募総数10件と
例年より少ないご応募でしたが、とても素敵な川柳ばかりです。

今年は、審査員による審査に加えて、住民投票も行います。あなたの心に響いた川柳を選んでくださ
い。

下記のQRコードから、投票していただくか、永平寺町生涯学習課、各公民館に設置してある投票用紙
に記入してください。締め切りは１１月１８日（金）までです。

男女共同参画川柳 ご応募ありがとうございました

国指定史跡松岡古墳群を、秋空の下、親子で巡り、学んでみましょう。（要事前申込）

日 時：令和４年１１月５日（土）９時３０分～１２時

（受付開始９時） ※小雨決行

集合場所：松岡公園東側、松岡古墳群登り口（公衆トイレ前）

ル ー ト：松岡公園→乃木山古墳→三峰山城跡→石舟山古墳→鳥越山古墳→二本松山古墳

二本松山古墳からは、来た道を戻り、松岡公園で解散とします。

※雨天・荒天の場合は、内容を変更、または中止する場合がございます。

解 説 員：町文化財調査員 南 洋一郎（元県教育庁埋蔵文化財調査センター所長）

定 員：１０組（先着順） ※１組４名まで

対 象：町内にお住まいの小学４年生～中学３年生までの児童・生徒及びその保護者

服 装：本格的な登山ではありませんが、山道（整備道）を歩きますので、動きやすく汚れ

てもよい服装で参加ください。

持 ち 物：飲み物、タオル

参 加 費：無料

駐 車 場：あり 松岡公園内 山頂駐車場 約１８台

南駐車場 約４０台

備 考：新型コロナウイルス感染症対策のため、

マスク着用でご参加ください。

また、感染拡大防止のため中止する場合がございます。

申 込 先：生涯学習課 TEL ６１－３４００

松岡公民館企画講座連携企画

親子で学ぼう！ 「松岡古墳群」巡り

登山の様子

集合場所：登り口

登られたことがない方
大歓迎！

永平寺町男女共同参画推進事業 特別講演

●男と女 女と男 伴により沿ういい社会
●生きてきた道 余白も無しに 時重ね
●ジェンダー平等 男も日笠
●父母の世代 世情は変わり 男女共同
●昔夫 気持ち優先 今私
●内のパパ 産湯つかわす 大きな手
●産湯する ほほ笑みながら 内のパパ
●息子には やさしい嫁をと つい思う
●僕のパパ ママよりできる 家事全般
●今どきは あたりまえだよ ジェンダーフリー

こちらのQRコードからも
投票できます

↓


