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双子のアレックスとコナーは、おばあ
ちゃんからもらった絵本の中に吸い込
まれてしまう。そこはおとぎ話の世界
だった。ふたりは元の世界に戻る方法
を探し始める。大好きな童話を思い出
しながら素敵な世界観が楽しめる冒険
ファンタジー。（全米ベストセラー）

一 般 書

児 童 書

塩田 武士／著 講談社

クリス・コルファー／著 田内 志文／訳 平凡社

芦原温泉の大火(昭和31年4月)に端を
発する、父から依頼された人探し。い
くつもの証言がつながり、真実にたど
り着く雄島橋でのクライマックスは圧
巻。現代にも通ずるジェンダーや依存
症の問題も織り込まれている。女性に
こそ読んで欲しい社会派ミステリー。

『THE LAND OF STORIES』～願いをかなえる呪文１～

お 知 ら せ

新 着 図 書

『朱色の化身』

■課題図書
町立図書館 各館で「課題図書」の特設コーナーを設置

しています。
貸出期間は１週間です。本によっては所蔵館からの貸出の
みとなっていますのでご注意ください。なお状況によって
は、貸出冊数を制限させていただく場合もありますのでご
了承ください。

特設コーナー

認知バイアス大全 川合 伸幸／監修

ブッダの獅子吼 北川 達也／著

かわいい犬のお洋服 山本 真寿美／著

ゆる発酵 榎本 美沙／著

冷凍王子の冷凍大全 西川 剛史／著

けっぱれ相撲道 安治川 竜児／著

俺ではない炎上 浅倉 秋成／著

まっとうな人生 絲山 秋子／著

あきらめません！ 垣谷 美雨／著

孤剣の涯て 木下 昌輝／著

死刑にいたる病 櫛木 理宇／著

初めて会う人 くわがき あゆ／著

石礫 今野 敏／著

死してなお 坂岡 真／著

孤蝶の城 桜木 紫乃／著

化物園 恒川 光太郎／著
宙ごはん 町田 そのこ／著

シャンシャン、夏だより 浅野 竜／作

ネムノキをきらないで 岩瀬 成子／作

セミクジラのぬけがら 如月 かずさ／作

おかげさまで名探偵 杉山 亮／作
セミクジラのぬけがら 如月 かずさ／作
ありがとうなかよし しもかわら ゆみ／作
ピヤキのママ ペク ヒナ／作

(８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

７月２３日（土） おもしろとしょかん
８月 ６日（土） 絵本の読み聞かせ
８月１３日（土） おはなしのへや
８月２０日（土） 民話紙芝居

（８月は中止）

■町立図書館（松岡） ■町立図書館上志比館
夏の遊び 今月は漫画祭りだよ

■町立図書館永平寺館
（一般書）ほろ酔い
（児童書）まちがいさがし

永平寺館永平寺館 第2土曜日 11時～11時30分

８月１３日（土） おはなし会

■ミニ展示「相続と贈与を考える」
あなたの権利と財産を守るために、そして次世代の子ど

もたちのために。
展示期間：７月２０日（水）～８月１４日（日）まで
展示場所：町立図書館（松岡）

図書館カレンダー

日 月 火 水 木 金 土

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

31 8/1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

令和４年度永平寺町文化祭
ステージ出演者・展示作品募集！

★申込み締切日 ８月１９日（金）

来たる１０月２９日（土）・１０月３０日（日）、
永平寺緑の村ふれあいセンターにて、令和４年度永平
寺町文化祭を開催します。
日頃の活動を発表してくださるステージ出演者や、

ご自身が制作している作品の展示をしてくださる人を
募集します。公民館などで活動している自主サークル
はもちろん、個人や地域のグループなど、たくさんの
方々のご応募をお待ちしています。
※展示作品の出展を希望される人、または、ステージ
出演を希望される人は、お手数ですが、生涯学習課ま
でご連絡ください。申込書をお渡しいたします。申込
書は永平寺町のホームページからもダウンロードでき
ます。
永平寺町ホームページ
http://www.town.eiheiji.lg.jp/

【申込み・お問合せ先】
永平寺町文化祭実行委員会（事務局：生涯学習課）
TEL ６１－３４００ FAX ６１－２４３４

■校外学習（まちたんけん）
６月２１日（火）・２８日（火）の両日、松岡小学校２

年生のみなさんが図書館を訪れました。児童のみなさんは
館内を見学した後、「NPO法人かさじそう」さんのお話し
会を楽しみました。

◆入場無料・全席自由 ※入場整理券が必要です
◆入場整理券配布場所
<平日> 役場本庁（生涯学習課）、永平寺支所、上志比支所
<土日・祝日> 役場本庁（住民税務課）

◆配布時間 ８：３０～１７：１５

永平寺町文化芸術振興事業

ふれあいサマーコンサート
～陸上自衛隊第１０音楽隊による演奏会～

会 上志比文化会館
場 サンサンホール２０２２．８/２４ 開場 17：30

開演 18：00水

生涯学習課 TEL ６１－３４００お問合せ先７月２５日（月）より入場整理券配布開始

永平寺町文化芸術振興事業

ふれあいサマーコンサート
～陸上自衛隊第１０音楽隊による演奏会～

大変人気があり、どこの会場もいつも
満員になる演奏会です。
この機会にぜひお越しください。

待ってます



今年も福井県子ども会育成連合会主催の
「壁新聞コンクール」が開催されます！
今年は「子ども会の部」と「個人・きょ
うだいの部」のどちらかを選んで応募で
きます。

応募資格：小学校高学年の部
（４～６年生）
小学校低学年の部
（１～３年生）

応募締切：令和４年９月２日（金）

応募要領など詳細につきましては資料を
お送りしますので、お気軽にお問い合わ
せください。

【お問い合せ先】
永平寺町子ども会育成連絡協議会事務局
永平寺町教育委員会生涯学習課
TEL ６１－３４００

第４６回 福井県子ども会
壁新聞コンクール

令和 4年度四季の森複合施設
文化財収蔵品展

レディースSUN主催
女性のための防災講座

レディースSUN主催
女性のための防災講座

日 時：令和４年7月31日（土）
13:00～15:00

場 所：永平寺開発センター
内 容：身近なものを使って防災グッズづくりと応急処置をします
対 象：町内在住の人（レディースSUN加入地区）
定 員：30人
講 師：NPO法人 災害看護研究所
地域の防災訓練などでも役立つこと間違いありません。
地区の皆さんを誘ってご参加ください。

【防災グッズづくりと応急処置】

主 催：永平寺町テニス協会
日 時：令和４年７月２７日（水）・２８日（木）の２日間（１日だけの参加も可） ９：３０～１１：００
会 場：松岡庭球場 永平寺町松岡石舟１－23 ６１－２１４５（松岡中学校横）

雨天の場合 永平寺緑の村ふれあいセンター体育館 ６３－４２２２
定 員：これからテニスを始めたい・又はテニスを始めて間もない町内の小学生３～６年 １２名

（当日は大人の人が付き添ってください）（定員になり次第募集終了）
参加費：１回１００円（保険料含む） 当日集金します
服 装：運動のできる服装、シューズ（雨の場合は室内で使用しているシューズ）、水分補給のできる飲物

※ラケットはお貸しします
申込み：必要事項を記入のうえ、７月２３日（土）までに下記あてメール又はＦＡＸください

申込先：永平寺町テニス協会
Eメール／matsuokatc＠gmail.com ＦＡＸ／0776-61-３４８５（Ｂ＆Ｇ内）

問合せ：テニス協会事務局 たき ＴＥＬ／090－7086ー4784

■下記の必要事項が書いてあれば様式はありません。
１．参加者氏名（フリガナ）／生年月日／住所／学年
２．保護者氏名（フリガナ）／日中連絡のつく電話番号

令和４年

８月６日（土）
１０時～１１時３０分

永平寺町
緑の村ふれあいセンター
（多目的ホール）

先着１００名
（※定員になり次第

受付終了）

会 場

要申込

青少年の非行・被害防止強化月間

永平寺町青少年愛護センター・青少年育成永平寺町民会議では7月・8月に街頭補導活動や子どもたちのネット利用に関する注意
喚起を行っていきます。皆様も地域の中で子どもたちの見守りにご協力をお願いいたします。また、この機会にお子様がいるご家庭
は、スマホのルールを今一度話し合ってみてください。

【ぜひご覧ください！】

① 警視庁 「令和3年における非行少年、児童虐待及び子供の性被害の状況」
② 警視庁 「STOP！ネット犯罪―知っていますか？ネットにまつわる犯罪」
③ 内閣府 「令和３年度 青少年のインターネット利用環境実態調査 調査結果（概要）」

④ 総務省 「インターネットトラブル事例集 （2022年版）」

① ② ③ ④

期 間 ７月１日（金）～７月３１日（日）

青少年の非行・被害防止強化月間

最重点課題：ペアレンタルコント
ロール等によるインターネット利用
に係る子供の犯罪被害等の防止

＜講演会の申込み・お問合せ先＞ 永平寺町教育委員会生涯学習課
ＴＥＬ：０７７６－６１－３４００ ＦＡＸ：０７７６－６１－２４３４
メール：shogai@town.eiheiji.fukui.jp

永平寺町
緑の村ふれあいセンター
（多目的ホール）

先着２００名
（※定員になり次第

受付終了）

会 場 要申込

令和４年

７月２３日（土）
１４時～１６時

かずえちゃん
（ユーチューバー）

講 師

永平寺町主催
永平寺町男女共同参画推進事業 特別講演

永愛ネットワーク主催


