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吉野ヶ岳547ｍ

白山展望台

蔵王大権現

松岡地区
（松岡･吉野･御陵）

令和4年7月号

お申込みは松岡公民館📞0776-61-7222
月･土･日･祝日を除く平日の 8：30～17:00

●申込期間：7/19(火) ～ 8/2(火)
コロナの影響により延期または中止となる場合があります。

ひまわり背高のっぽ大会 第１回 計測結果発表！

松岡公民館 TEL 0776(61)7222 FAX 0776(61)2009

御陵公民館 TEL 0776(61)3151 FAX 0776(61)3151

吉野公民館 TEL 0776(61)6900 FAX 0776(61)6901

次回 測定日

【公民館企画講座】

💛心のコンサート💛

玄性寺住職 霊河秀樹氏による

ギター弾き語り♪

日 時：8月11日(木・祝)10:00～12:00
場 所：松岡公民館 3階 調理実習室

参加費：1,500円／定 員：12名

持ち物：エプロン・三角巾・タオル

講師：堀江 麻未先生

※開催場所は御陵公民館ですが

申込は松岡公民館へお電話ください❣

吉野ヶ岳(蔵王大権現)に

『幸福の鐘』が設置されました❣

日 時：8月7日(日)13:30～
場 所：松岡公民館 2階 多目的ルーム

参加費：無料／定 員：10名

日 時：8月21日(日)10:00～12:00
場 所：松岡公民館 3階 調理実習室

参加費：1,000円

定 員：8組

持ち物：エプロン・三角巾・タオル

日 時：8月26日(金)10:00～
場 所：松岡公民館 2階 多目的ルーム

参加費：無料

講師：くらた ひろの先生

講師：森塚 美智子先生

8/6(土)吉野地区の夕涼み会は、

コロナの影響を考え、残念ですが

今年度も中止することとなりました。

令和４年9月～令和5年3月までの毎月第１木曜日、

期間限定で新しい講座を開きます！ 20歳以上で

永平寺町内在住の方であればどなたでも参加OK❣

初めての方でも分かりやすく教えてくれますよ～♪

永平寺町食育・地産地消推進委員会

松岡公民館合同企画

お 楽 し み 会

日 時：8月31日(水)13:00～15:00

場 所：松岡公民館 4階大ホール

皆さまお誘いあわせのうえ ぜひお越しください❣

いま話題の骨格診断で似合う服がわかる❣

印象アップの秘訣をプロに教えてもらいましょう♪

日 時：8月25日(木)10:00～12:00
場 所：御陵公民館 2階 ホール

参加費：無料／定 員：16名

持ち物：水筒・汗拭きタオルなど

スティックリングってどんなスポーツ？

スティックを使い、ポイントゾーンに

向かってパックを交互に打ち出し、

得点を競うゲームです❣

お友達やご家族とぜひご参加ください♪

【 幸 福 の 鐘 】

上吉野地区の旧集会所の解体により、半鐘を蔵王大権現の古文書に

記された「壇上の鈴聲峰に響き・・・読経渓に伝え天下泰平・万民幸福

を祈り」の故事になぞらえて頂上の宮の拝殿(蔵王大権現)に安置されま

した。蔵王大権現にお参り、登山された方、個人個人がそれぞれの願いを

込めて鳴らしていただくよう願います。また、山頂からの眺めは日々の雑念

を流し、自然の力に癒されるでしょう。

みなさんぜひ訪れて、鐘を鳴らして小さな幸せを見つけてください❣

上吉野地区住民と振興会会員の共同作業

展望台にはベンチを設置しました！

ここからの眺めは最高ですよ～❣

夏休みに家族みんなで

葉っぱ寿司づくりに挑戦してみませんか❣

吉野公民館企画

【 健康マージャン 】
日 時：9月1日(木)13：30～
場 所：吉野公民館(ざおう荘)

入会費：100円／定 員：15名

申込先：松岡公民館または吉野公民館へ後援：永平寺町社会福祉協議会



順位 登録名(敬称略) 高さ(㎝) ｴﾝﾄﾘｰ№ 順位 登録名(敬称略) 高さ(㎝) ｴﾝﾄﾘｰ№

 1位 玉 167㎝ №1 6位 おしゃべりサロン② 139㎝ №55

 2位 みっちゃん 161㎝ №54 7位 源野　京子 137㎝ №7

 3位 薬師3丁目花の会 144㎝ №4 7位 おしゃべりサロン① 137㎝ №22

 4位 吉江　則次 141㎝ №6 9位 ひまわりポー 136㎝ №50

 5位 教育長 140㎝ №57 10位 渡邊　紀美子 133㎝ №5

11 今村　清則 131 №13 44 かっちんさん 104 №59

12 しーちゃん 130 №24 46 ひまわりっ娘№１ 103 №9

13 むつみ 129 №29 47 菅原　奈緒美 100 №18

14 はるなさん 128 №15 48 しゅんしゅん 95 №74

15 みちる 127 №30 49 なごみクラブ 91 №2

16 スペシャルノッポ(吉野小⑤) 125 №43 50 いっきーやま 90 №20

17 スーパーノッポ(吉野小④) 122 №42 50 アポロ 90 №79

17 松岡公民館 122 №49 52 ワッフルくん(松小⑤) 89 №38

19 ドリーム 121 №77 53 チビドリファミリー③ 88 №62

20 ドラゴンノッポ(吉野小②) 120 №40 54 白いかえるのおうち 87 №78

21 まごとじぃちゃん 118 №8 55 シャイフラワー(松小①) 86 №34

21 Ｍｒ.太喜 118 №53 55 御陵小学校④ 86 №47

23 ゆきぴー 117 №19 55 ひとまち永平寺 86 №68

23 ゆりっぺ 117 №76 58 チビドリファミリー② 85 №61

25 梅田　勇 115 №14 59 江守ファミリー① 82 №11

25 ヒロシちゃんねる 115 №16 60 はぁもにぃ 81 №72

25 てんしんらんまん 115 №27 61 どじょうの家 79 №70

25 はっぱひまわり(松幼②) 115 №32 62 チビドリファミリー⑦ 77 №66

25 まっしょうひまわり(松小③) 115 №36 62 加藤家 77 №71

25 ヒマリン(松小④) 115 №37 64 チビドリファミリー⑥ 76 №65

25 ノッポパワー(吉野小①) 115 №39 65 御陵小学校① 72 №44

32 きてぃちゃん(松幼③) 114 №33 66 御陵小学校③ 71 №46

32 生涯学習課 114 №58 67 御陵小学校⑤ 68 №48

34 関　真一 111 №3 67 ランタン 68 №69

35 ソフィア・ローレン 110 №25 69 チビドリファミリー⑤ 67 №64

35 ひまにゃん(松幼①) 110 №31 69 こうこちゃん 67 №75

37 ゴッホ 108 №26 71 サイボーグ春日 66 №51

37 ノッポスマイル(吉野小③) 108 №41 71 よしこちゃん 66 №52

39 ひまわりっ娘№２ 107 №10 71 チビドリファミリー④ 66 №63

39 松ヶ原ゴールド🍎 107 №28 71 ウクライナに平和を 66 №73

41 ひまわりピー 106 №17 75 チビドリファミリー① 64 №60

42 ひな(松小②) 105 №35 76 岸塚 63 №23

42 町長 105 №56 77 チビドリファミリー⑧ 60 №67

44 御陵小学校② 104 №45

ひまわり背高のっぽ大会 第１回 計測結果発表！
今年は梅雨明けが早く猛暑が続いたため、昨年より伸びるのが早いですね！

みなさん暑い中、朝晩の水やり等お世話ありがとうございます❣

次回 測定日

７/１４(木)
6/24(金) 交通安全教室

※同じ高さは同順位としています。

6/26(日) チヂミづくり

前回大好評だったキム先生の韓国料理講座！

第2弾は本場韓国のチヂミづくりを教えていただきました❣

野菜と魚介をたっぷり使った絶品チヂミが完成❣

オリジナルのタレも美味！きゅうりの和え物「オイセンチェ」

も教わり、参加者のみなさん大満足の内容でした❤

福井警察署交通安全課の方々を講師にお招きし、

7月1日から始まる自転車保険の説明や、夜間歩行の

際の注意点などを分かりやすく教えていただきました！

6/14(火) ひまわり第1回計測

7/9(土) おうちパン講座

7/10(日) 葉っぱ寿司づくり

マスクと反射材をまとめて持ち歩けるケースを

つくりました❣お出かけのときに玄関に置いて

おくと忘れず持ち歩けますね♪

～ 七 夕 か ざ り ～
永平寺町食育・地産地消推進委員会と松岡公民館合同

企画で、伝承料理『葉っぱ寿司づくり』を開催❣

今回は小学生のお子さんや男性など、幅広い世代の方々に

ご参加いただき、みなさん「家でも作ってみたい！」と

真剣に作り方を学んでいました♪

生地からつくるピザづくり❣ズッキーニなど旬の野菜をトッピングし、

焼き上がりの生地もふわふわでとっても美味しかったです♪

1回目の計測は、苗を育ててくれた福井農林高校の生徒達と

一緒にまわりました❣自分たちで育てた苗がぐんと大きく成長

していて、生徒のみんなも感動していました！

『 五色の短冊わたしが書いた

お星さまきらきら 空からみてる』

みなさんの顔もキラキラ輝いていました❣

“本当の幸せはどこにあるのか”

人それぞれに山あり谷ありの人生、

でもみんなが集い、笑いがでる

この場に参加できる、楽しめることが、

欲ばらない幸せではないのかなと思います。

松岡公民館長 堀江 俊子

かんせーい❣おいしく焼けたよ～♪


