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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 (１２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

１１月２６日（土） おもしろとしょかん
１２月 ３日（土） 絵本の読み聞かせ
１２月１０日（土） おはなしのへや
１２月１７日（土） 民話紙芝居

１２月１７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
台所って いいね！ クリスマスの本

■町立図書館永平寺館
（一般書）ほんわか時代小説
（児童書）ちらちら、きらきら

永平寺館永平寺館 第2土曜日 11時～11時30分

１２月１０日（土） おはなし会

じーさんとふたりで幸せに暮らしてい
る鳥のぴーぽっぽ。そんなある日、
じーさんが入院することになり、ぴー
ぽっぽは娘のけーこと暮らすことに…。
優しく語りかけるような文章と温もり
のある絵で描かれています。

一 般 書

児 童 書

小亀 たく／著 みらいパブリッシング

人気作家による２６編のオムニバス形
式の物語集。テーマは「秘密」。新型
コロナやゲーム課金などの身近な題材
から死後の世界まで読みどころ満載。
隙間時間にどこからでも読める８ペー
ジで完結のショートストーリー。

『じーさんとぴーぽっぽ』

一
般
書

児
童
書

新着図書

一冊でわかる北欧史 村井 誠人／監修

ロシアのなかのソ連 馬場 朝子／著

最新戦略の地政学 秋元 千明／著

「強い円」はどこへ行ったのか 唐鎌 大輔／著

家族葬のすすめ 中村 俊之／著

地図帳の深読み 鉄道編 今尾 恵介／著

今と未来がわかる電気 川村 康文／監修

有元葉子 豆 有元 葉子／著

おかず食堂 瀬尾 幸子／著

ダリア 山口 まり／著

暮らしを彩る実用折り紙 川村 晟／著

奇跡を蒔くひと 五十嵐 貴久／著

高島太一を殺したい五人 石持 浅海／著

旅するピアノ 伊藤 正治／著

若葉荘の暮らし 畑野 智美／著

いけない ２ 道尾 秀介／著

ペンギンは空を見上げる 八重野 統摩／著

正義ってなんだろう 齋藤 孝／著

名列車透視図鑑 松島 浩一郎／イラスト

出発！乗り物めいろブック やまおか ゆか／絵

千に染める古の色 久保田 香里／著

ぼくとお山と羊のセーター 飯野 和好／作

きょうはふっくらにくまんのひ メリッサ・イワイ／作

ごろんずっしりさつまいも いわさ ゆうこ／作

■校外学習
吉野小学校２年生の児童１１名が校外学習で図書館（松

岡）を訪れました。説明を聞きながら館内を見学した後、
本を借りる体験をしました。

■第１５回オリジナル表紙絵コンクール応募作品展
町内の小学生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を、松岡地区・永平寺地
区・上志比地区に分け、各図書館で展示しています。
期間：１１月１日（火）～１１月２７日（日）
場所：町立図書館（松岡）・永平寺館・上志比館

■古本市
町内図書館で廃棄処理となった雑誌や図書の販売をしま

す。
期間：１２月１０日（土）～１２月１４日（水）
場所：町立図書館（松岡）・永平寺館・上志比館
※館によって雑誌や本は異なります。
※コロナウイルス感染状況により予定を変更する場合があ
ります。

図書館カレンダー

日 月 火 水 木 金 土

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 12/1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

『このミステリーがすごい！』編集部／編 宝島社

『３分で読める！誰にも言えない○○の物語』

令和４年度永平寺町文化功労賞・文化功労特別賞
受賞おめでとうございます！

石川 雅夫（草木染・読み聞かせ）
この度は、名誉な賞を戴きありがとうございます。
推薦理由が草木染の普及と絵本の読み聞かせ活動です。２つともうちの子供が生まれて
なかったら、していなかったかもしれないものです。子供の時の環境はとても大切で、
草木染や読み聞かせの活動は続けていくつもりです。

上志比中学校吹奏楽部
＜主な成績＞
＊全日本吹奏楽コンクール福井県予選 金賞 福井県代表
＊中部日本吹奏楽コンクール福井県予選 金賞
＊全日本吹奏楽コンクール北陸大会 銀賞

このたびは、永平寺町文化功労特別賞をいただき、ありがとうございます。
上志比中学校吹奏楽部は、１年生から３年生までの合計８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）

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２個人と１団体、文化芸
術分野で優れた成績を収めた学生および学生団体に授与される「永平寺町文化功労特別賞」に１団体が
決定し、１０月２９日の文化祭にて永平寺町文化振興協議会より表彰状が贈られました。

●受賞者コメントの全文は「受賞者の紹介・コメント集」として公民館や図書館、生涯学習課窓口に設置
してあります。また、永平寺町公式HPでもご覧になれます。

清水 美穗（茶道）
この度は思いがけなくも身にあまる賞のお知らせを頂き、とまどいつつも有りがたく感謝
を申し上げます。
私はただ自分の好きな茶道を皆様と一緒に楽しんできました。小中高生の方々と共にお父
様・お母様方のご参加もありご一緒にお稽古していただけた事は何よりうれしく永平寺町
の方々の伝統文化に対する関心の深さが伝わってまいります。
本当にありがとうございました。

K・Jダンスクラブ
K・Jダンスクラブは小学生のメンバーで平成８年の夏に結成し今年で２５周年
を迎えます。ストレッチ等ダンスの基礎レッスンを行い、毎年３～４作品の振付
を習得して舞台発表を目標に頑張っています。永平寺町や福井県内のイベントに
出演したり、指導者が仁愛高校ダンス部の顧問をしている関係で、毎年仁愛学園
ダンス部の発表会にも出演しています。この受賞を機にまた活動を進めて行きた
いと思っています。ありがとうございました。

文化功労賞（敬称略）

文化功労特別賞（敬称略）



町民ソフトボール大会 ～結果報告～

10月23日（日）朝方までの冷たい雨で３年ぶりの開催が危ぶまれましたが、『松岡総合運動公園 you meパーク』
の素晴らしい水はけのよいグラウンドと日の出とともに日光が差し込み、試合が始まるころには絶好のコンディション
となりました。

今年は、【競技の部】とエンジョイとしての【スローピッチの部】に分かれて約１００名の選手の皆さんが、長年鍛えて
きた体と技で大いに張り切り、緊張感の中で超ファインプレーが随所にあり、また時には珍プレーありで大いに盛り
上がった大会となりました。中でも、競技の部に出場した２名の女性投手が、速球と変化球を織り交ぜ、男性打者に
立ち向かう姿がとても印象的でした。

個人賞（優秀選手賞） 敬称略
競技の部 優勝 吉野チーム 角谷 将輝

準優勝 上志比チーム 浅島 梨乃
３位 東古市チーム 加藤 優弥

スローピッチの部 優勝 清流チーム 山本 陽稀
準優勝 神明チーム 清水 陽奈

３位 志比堺チーム 前川 菜々美

令和４年度に２０歳を迎える皆様へ

永平寺町はたちのつどいのご案内

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

令和４年度ふくい女性活躍推進企業 優良活動表彰
表彰候補者を募集します！

☆地域ぐるみでの子どもの安全見守り活動にご協力ください。
子どもに対する声かけ事案等は「15時～19時」の間に多発しており、これから冬にかけてより注意が必要です。
＊夕方、下校の時間に合わせ、「おかえり」などの挨拶と、温かい見守りをお願いします。
＊タウンライトアップ運動にご協力お願いします。
タウンライトアップ運動…自宅の門灯などを一晩中点灯させて、犯罪の起きにくいまちづくりを推進する運動です。
犯罪者は見られる環境を嫌います。地域ぐるみで安全な環境を作っていきましょう。

☆子どもたちの健全育成のために
身近な子が不安そうにしているとき、対応の参考にしてください。
＊話を聞くときに
・色々な考えが出てくるかもしれませんが、否定したりせず、 「そう思ったんだね」と受け止め、
どんな気持ちや考えを持ってもよいのだと伝えましょう。
・無理に聞き出そうとせず、「いつでも話したくなったら話してね」と伝えてあげてください。
＊体をリラックスさせてあげる
・身体を動かしたり、ゆっくり息を吐く「深呼吸」をしてみましょう。
・お子さんが嫌がらない場合は、小さい子供をあやすように、身体をトントンとたたいたり、さすってあげるのも効果的です。

青少年育成永平寺町民会議

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１２月３日（土） １３：００～１５：００
場 所：永平寺緑の村ふれあいセンター
内 容：避難時でもリラックスできるアロママッサージをします
対 象：町内在住の人（レディースSUN加入地区）
定 員：３０名
※バスタオルをご持参ください
ご夫婦、お友達、ご家族でのご参加も大歓迎です！

【問合せ・申込み先】
レディースSUN事務局（生涯学習課内）
TEL：６１-３４００ ／ FAX：６１－２４３４
Mail：shogai@town.eiheiji.fukui.jp

災害時、避難所で少しでもリラックスし、心の健康を保つため

災害時に役立つアロマ活用講座

企業部門
表彰対象

「ふくい女性活躍推進企業」または「ふくい女性活躍
推進企業プラス+」に登録する企業のうち、女性の採

用、育成、登用などに積極的に取り組み、県内企業
の模範となるような企業

個人・グループ部門
表彰対象

「ふくい女性活躍推進企業」または「ふくい女性活躍
推進企業プラス+」に登録する企業において、企画・

開発等への貢献や高い営業成績など実績を上げた
女性個人またはグループ

応募方法
●「ふくい女性活躍推進企業」に登録している企業・団体による自薦
●応募申請書に必要事項を記入の上、下記提出先まで郵送または直接持参、FAX、メール
によりご提出ください。（メールは8MBまで）
詳細は福井県ホームページをご覧ください。
https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/joseikatuyaku/ladygo/goodactioncompany.html

●募集期間 令和４年１１月１日（火）～令和４年１２月５日（月）

こちらのQRコードからも
応募できます

↓

成人年齢の引き下げに伴い、「永平寺町成人式」は「永平寺町はたちのつどい」に名称が変更となりました。

令和５年３月１２日（日）に令和５年永平寺町はたちのつどいを開催します。
１１月中旬頃に対象者へ案内の通知をお送りいたします。
１１月末日までに参加案内が届かない場合は、生涯学習課までご連絡ください。

【令和５年永平寺町はたちのつどい】
日時：令和５年３月１２日（日） 13時30分～15時予定
場所：上志比文化会館サンサンホール 保護者の方も入場いただけます。
※新型コロナウイルス等の状況により予定を変更する可能性がございます。

【お問合せ先】
生涯学習課
TEL：0776-61-3400
Mail：shogai@town.eiheiji.fukui.jp

「まちづくり応援事業」の補助金をご活用ください！

■永平寺町わがまち夢プラン育成支援事業
自らの望むまちを自らの手で、夢を持って創り上げる活動を支援
※経費の2/3以内（限度額20万円）
対象：町内会、地域振興会、社会教育団体、各種サークルなど

■永平寺町地域づくり応援事業
地域における住民相互による自発的な地域づくり活動のための各種催しや事業を支援
※対象経費（40万円以上）の1/2以内（限度額100万円）
対象：地域振興会、複数の町内会が中心となる団体

※永平寺町のホームページから要綱をご覧いただくことができます。
お問合せ先 生涯学習課（TEL ６１－３４００）


