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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 (１０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

９月２４日（土） おもしろとしょかん
１０月 １日（土） 絵本の読み聞かせ
１０月 ８日（土） おはなしのへや
１０月１５日（土） 民話紙芝居

１０月１５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
健康なカラダづくり 祭り

■町立図書館永平寺館
（一般書）ＬＯＶＥ
（児童書）おてがみ

永平寺館永平寺館 第2土曜日 11時～11時30分

１０月 ８日（土） おはなし会

十三歳の誕生日に父から無理やりプレ
ゼントされたロードバイクで、自転車
の大会に出場することになった涼太。
その大会での様々な出来事をきっかけ
に、親子の絆やライバルへの想いが少
しずつ変化していく。

一 般 書

児 童 書

すとう けんたろう／著・イラスト
講談社こども教室／監修 講談社

加部 鈴子／著 岩崎書店

難しい意味の四字熟語も、５文字で
言い換えてみたらなるほど納得、こ
んなにわかりやすい！親子で一緒に
読める新感覚の四字熟語集です。
（例）「一日千秋」→まだかなぁ

『５文字で四字熟語』

『風のヒルクライム』～ぼくらの自転車ロードレース～

一
般
書

児
童
書

新着図書

恐い間取り ３ 松原 タニシ／著

地図でスッと頭に入る日本史 山本 博文／監修

古墳図鑑 青木 敬／著

禁断の中国史 百田 尚樹／著

日本の駅前を訪ねて 福宿 光一／著

共働きのすごい対話術 あつた ゆか／著

わたしのまちのじどうかん 児童館研究委員会／編

化石の復元、承ります。 木村 由莉／監修

すばらしき宇宙の図鑑 野口 聡一／著

一年３セットの服で生きる あきや あさみ／著

じわじわくる文具 松岡 厚志／著

エコな毎日 中嶋 亮太／著

エモい古語辞典 堀越 英美／著

あした何着よう 林 真理子／著

修羅奔る夜 伊東 潤／著

神隠し 稲葉 稔／著

あっぱれ！！ しそたぬき／著

あさとほ 新名 智／著
紙の梟 貫井 徳郎／著

隙間風 藤井 邦夫／著

こども行動経済学 犬飼 佳吾／監修

かみなり 妹尾 堅一郎／監修

草はらをのぞいてみればカヤネズミ ゆうき えつこ／文

いきぬけ！サバンナのどうぶつ 鎌田 歩／さく

図書館カレンダー

日 月 火 水 木 金 土

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 10/1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

■ブックスタート（９月実施分）
今回の対象者は町内在住の令和３年１１月１日から令和

４年５月３１日生まれの赤ちゃんとその保護者です。郵送
される受講券（絵本引き渡し券）と母子手帳を持参の上、
最寄りの図書館へお越しください。
実施期間：９月２１日（水）～９月２４日（土）

午前１０時から午後５時まで
実施場所：永平寺町立図書館(松岡)・永平寺館・上志比館

■ミニ展示「わくわく絵手紙展」
展示期間：９月７日（水）～９月２９日（木）
展示場所：町立図書館（松岡）
Ｎ・Ａ氏による絵手紙やダンボールアートなど様々な作品
を展示します。
※作品の入れ替えあり

■福井県公共図書館利用促進事業
☆２０２４年春に予定されている北陸新幹線福井県開業に
向けて、福井県の魅力を紹介する特設コーナーです。統一
テーマを『北陸新幹線開業に向けて』とし、図書館全館で
展示を行います。日程と場所は下記の通りです。

町立図書館 ９月 １日（木）～２０日（火）
永平寺館 ９月２４日（土）～２９日（木）
上志比館 １０月 ４日（火）～１６日（日）

オクトーバー・ラン アンド ウォーク
に参加しませんか（参加無料）

期 間︓１０⽉１⽇〜３１⽇

内 容︓１０⽉の１カ⽉間、参加者の「ランニング」の⾛⾏距離、「ウォーキング」
の歩数をスマートフォンアプリで集計し、個人、自治体によるランキングを
競う全国総参加型のバーチャルスポーツイベントです。このイベントに合わ
せ、福井県内の順位を集計し、福井で一番走る・歩く市町と個人を発表・
表彰する福井県大会を開催し、累計⾛⾏距離・歩数に応じて福井の特産品を
贈呈します。

参加⽅法︓ランニングの部は「TATTA（タッタ）」アプリ、ウォーキングの部は
「SPORTS TOWN WALKER（スポーツタウンウォーカー）」アプリを
ダウンロードして参加してください。
詳しい参加⽅法はこちらをご覧ください →

大会の詳細については、公式ホームページ
（https://arbeee.net/pj/octoberrun2022）及び福井県大会ホームページ
（https://f-sports.pref.fukui.lg.jp/october_fukui_2022）をご覧ください。

３人１組のチーム対抗戦です

日 時：１０月２３日（日） 開会式８：３０～、試合開始９：００～
場 所：永平寺河川公園（永平寺町谷口）
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

締 切：１０月１１日（火）

昨年に引き続き今年もオクトーバー・ラン アンド
ウォーク 福井県大会が開催されます。スマホがあれば
参加できるイベントです。これを機会にランニング・
ウォーキングを始めませんか︕



顔の作りや表情から得られる様々な情報を分析し、その人の性格や特徴を探る顔学。顔学インストラ

クターの前田紘一先生をお招きして、楽しい講演会を開催します。笑顔の大切さや効用を楽しみなが

ら学びましょう。ぜひお申し込みください！

顔学 ～顔が元気、心が元気～

日 時：１０月２日（日） １3：０0～１5：００
場 所：上志比公民館 １階 多目的ホール
定 員：20名（先着順）
参 加 費：無料
申 込 先：生涯学習課 ℡ 61-3400
締 切：９月２７日（火） (前田紘一氏)

福井ライフ・アカデミー共催講座

こちらのQRコードからも
申込できます→

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）

おとなと子どもとが協働し、万が一に備えた避難所運営を考えましょう。
今回の避難場所は、実際の避難所にも指定されている松岡公民館です。
ご家族やお友達を誘って、ぜひご参加ください。

日時：１０月１５日（土） １３：００～１５：００
場所：松岡公民館 大ホール
対象：町内在住の人ならどなたでも（性別、年齢問いません）

Vol.３ みんなで避難所運営ゲーム（HUG）

女性のための（みんなのための）防災講座を開催しました

永愛ネットワーク主催の講演会
を開催しました（8月6日）

平木ひとみ氏（日本商運株式
会社 代表取締役社長）を講
師にお招きし、「共生社会を
目指して～女性の活躍推進と
多様性を活かした職場づくり
～」と題して講演会を開催し
ました。自分ひとりで頑張る
のではなく、いろんな人と支
えあって進んでいくことの大
切さを教えていただきました。

公益財団法人 ふくい女性財
団が交付をする「令和４年
女性団体支援事業補助金」に
ついて、永愛ネットワークが
交付決定を受けました。補助
金を活用して、講演会と会員
を対象としたスマホ教室を実
施いたします。

令和４年度
女性団体支援事業
補助金の交付が
決まりました

Vol.1 親子で避難所運営ゲーム（HUG）
※上志比公民館連携事業

日にち：７月２日（土）
場 所：上志比公民館

次々に発生する出来事にどう対応するかを、幅広い年代
の参加者が一緒に考えました。「とても勉強になった。
楽しかった」という声をたくさんいただきました。

日にち：７月３１日（日）
場 所：永平寺開発センター

身近にある新聞紙や段ボールなどをつかって、避難所生活
に欠かせない、スリッパ、食器、トイレをつくりました。
また、毛布をつかったけが人の搬送や、三角巾を使った止
血方法などを教わり、自分や家族を守るためには日ごろか
らの備えが必要だということを体験しました。

Vol.２ 防災グッズづくりと応急処置

９月２０日より
募集開始

令和４年度永平寺町文化祭

準備＆当日運営＆後片付け
ボランティア募集

１０月２９日（土）、３０日（日）に開催される、
永平寺町文化祭の準備、当日運営、後片付けをお手伝
いしてくださるかたを募集します。
１０月２８日（金）～１１月２日（火）のうち、お手
伝いいただける日を事務局までご連絡ください。
※締切：９月３０日（金）

【申込み・お問合せ先】
永平寺町文化祭実行委員会 事務局
TEL ６１－３４００

↑

令和元年度の
文化祭の様子

→

永平寺町
ジュニアリーダーズクラブ

に参加しませんか？

永平寺町ジュニアリーダーズクラブとは？

町内に住む小学4年生～高校3年生で構成され
たクラブです。ジュニアリーダーズクラブで
は定例会を月に1回開催し、いろいろな行事
の企画やジュニアリーダー同士の交流を図っ
ています。また、県内外の研修会に参加する
ことができ、楽しく企画力やコミュニケー
ション力をつけることができるクラブ活動と
なっていますので、ご興味のある方は、ぜひ
ご参加ください。

定例会
●日時：毎月第2土曜日 16時～18時

※ジュニアリーダーメンバーの予定などで
定例会の日程を変更する場合がございます。
定例会をご見学に来られる場合には、事前に
下記事務局にご連絡ください。

永平寺町子ども会育成連絡協議会
（事務局 生涯学習課）TEL 61-3400
（平日 8時30分～17時15分）

町内の小学４年生から高校３年生の皆様・保護者の方々へ


