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●申込期間：8/23(火) ～ 9/6(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。

＊森塚 政治氏 ソロ演奏

＊福井アマリリス ハーモニカのアンサンブル

日 時：9月10日(土) 午後７時～
場 所：松岡公民館 ４階大ホール
参加費：無料／定 員：40名

松岡地区
（松岡･吉野･御陵）

令和4年8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

ひまわり背高のっぽ大会 第2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

【公民館企画講座】

日 時：9月23日(金・祝)13:30～
場 所：松岡公民館 3階 調理実習室

参加費：500円／定 員：16名

持ち物：エプロン・三角巾・タオル
講師：森塚 美智子さん

暑い夏、子ども達はどう過ごされていますか。

異常な暑さのため、外へも出られず親も子も

ストレスで疲れていませんか？

スマホ、ゲーム...ばかりでなく、食事の用意の

手伝い、茶わん洗い、掃除等、身近なことを親子で

役割分担して責任を持って行うことを身につけ、

失敗することもあることを認められる子、時には

大人の人生を語り、社会参加のチャンスを与え

色んな体験で子どもは変わります。

『子どもにやらせる機会を奪う大人にならないで』

松岡公民館長 堀江俊子

永平寺町食育・地産地消推進委員会、松岡公民館合同企画

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～♪

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

7/14(火) ひまわり第2回計測

日 時：9月30日(金)10:00～

場 所：松岡公民館 2階多目的ルーム

お 楽 し み 会

日 時：9月28日(水)13:00～15:00

場 所：松岡公民館 4階大ホール

更生保護女性会人形劇クラブ『ひまわり』ゆび人形劇

皆さまお誘いあわせのうえ ぜひお越しください❣

・8/26(金)10:00～の健康教室は

玄性寺住職のギター弾き語りです❣

・8/31(水)13:00～のお楽しみ会もぜひご参加ください♪
※当日午前中はアラレガコと

サクラマス講座もあります❣

詳細は中面をご覧ください。

7/22(金) 健康教室

8/7(日) 骨格診断

7/15(金) グラスアート
人気のグラスアート講座を吉野公民館で開催❣

和気あいあいと楽しい時間、みなさんステキな作品に

仕上がりましたね♪

美しい姿勢は健康のもと❣猫背はいいことな～し！

浅野先生の健康体操第2回は、正しい歩き方を

習いました。第3回目は10/28(金)にありますので

皆さんぜひご参加くださ～い❤

松幼の園児たちや吉野小の児童も計測を見守ってくれました♪

１つの苗からいくつも花が咲いているひまわりもありましたよ～❣

いま話題の『骨格診断』❣ くらたひろの先生を講師に

お招きし、1人1人順に、骨格チェックをしていただきました。

自分の骨格に合う服の素材やデザインなどが分かり、

毎日の服選びに活かせそうですね♡

申込不要

参加費無料

ひまわり

おおきくなったよー❣



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 425cm №1 6位 まっしょうひまわり(松小③) 343cm №36

  2位 教育長 392cm №57 7位 松岡公民館 340cm №49

  3位 ドラゴンノッポ(吉野小②) 350cm №40 8位 吉江　則次 339cm №6

  3位 スーパーノッポ(吉野小④) 350cm №42 8位 りんごの木 ゴッホ 339cm №26

 5位 スペシャルノッポ(吉野小⑤) 347cm №43 10位 おしゃべりサロン② 331cm №55

11 ヒマリン(松小④) 330cm №37 44 チビドリファミリー③ 248cm №62

12 関　真一 329cm №3 45 ひまわりピー 247cm №17

12 薬師3丁目花の会 329cm №4 46 菅原　奈緒美 246cm №18

14 今村　清則 325cm №13 47 しゅんしゅん 245cm №74

14 りんごの木 ソフィア・ローレン 325cm №25 48 御陵小学校② 242cm №45

16 りんごの木 てんしんらんまん 322cm №27 49 チビドリファミリー② 241cm №61

17 源野　京子 319cm №7 49 チビドリファミリー⑦ 241cm №66

17 おしゃべりサロン① 319cm №22 51 はるなさん 238cm №15

17 りんごの木 むつみ 319cm №29 52 生涯学習課 237cm №58

20 きてぃちゃん(松幼③) 313cm №33 52 白いかえるのおうち 237cm №78

21 ひまにゃん(松幼①) 311cm №31 54 かっちんさん 236cm №59

22 はっぱひまわり(松幼②) 307cm №32 54 ひとまち永平寺 236cm №68

23 ヒロシちゃんねる 306cm №16 56 江守ファミリー① 229cm №11

23 ドリーム 306cm №77 56 ひまわりポー 229cm №50

25 シャイフラワー(松小①) 292cm №34 58 ランタン 227cm №69

25 ひな(松小②) 292cm №35 59 町長 224cm №56

25 ノッポパワー(吉野小①) 292cm №39 60 御陵小学校① 222cm №44

28 Ｍｒ.太喜 290cm №53 60 チビドリファミリー⑤ 222cm №64

29 ノッポスマイル(吉野小③) 285cm №41 62 御陵小学校④ 218cm №47

30 ひまわりっ娘№1(町立図書館) 277cm №9 63 御陵小学校③ 216cm №46

31 りんごの木 アポロ 274cm №79 64 チビドリファミリー① 215cm №60

32 渡邊　紀美子 273cm №5 65 チビドリファミリー⑧ 214cm №67

33 まごとじぃちゃん 272cm №8 65 こうこちゃん 214cm №75

33 りんごの木 みちる 272cm №30 67 チビドリファミリー④ 210cm №63

35 りんごの木 松ヶ原ゴールド🍎 269cm №28 68 はぁもにぃ 188cm №72

35 ワッフル君(松小⑤) 269cm №38 69 梅田　勇 184cm №14

37 ひまわりっ娘№２(町立図書館) 267cm №10 70 よしこちゃん 160cm №52

38 しーちゃん 261cm №24 70 加藤家 160cm №71

39 チビドリファミリー⑥ 260cm №65 72 いっきーやま 145cm №20

40 みっちゃん 257cm №54 73 岸塚 131cm №23

41 なごみクラブ 256cm №2 74 どじょうの家 127cm №70

42 ゆりっぺ 252cm №76 75 サイボーグ春日 121cm №51

43 ウクライナに平和を 250cm №73 76 御陵小学校⑤ 107cm №48

ひまわり背高のっぽ大会 第2回 計測結果発表！

9/23(金・祝)松岡公民館にて

最終結果は

9/16発刊号にて

発表いたします❣

当日は正面駐車場にて

川の恵み『うまいもん市』も開催❣

詳しくは、9/16(金)発刊の公民館だより

『よっといで』を見てね♪

『自然』 と 『おいしいね♡』 があふれる

九頭竜川の館 を開催します❣

アラレガコ伝統料理

伝統漁法(エバ漁)

●10：00～ 川の大冒険❣

🐟アラレガコのはなし (講師：田原 大輔氏)

🐟サクラマスのはなし (講師：安田 龍司氏)

●13：30～ サクラマスを使った

葉っぱ寿司づくり

※要申込(詳細は表紙参照)

●13：30～ こどもクイズラリー＆モノづくり体験❤

冬の珍味として九頭竜川流域の人々に親しまれてきたアラレガコ

も、近年は生息数が激減し、絶滅危惧種に指定されています。

アラレガコを守るための取り組みから伝統漁法・伝統料理の復活

までアラレガコにまつわるあれこれ、葉っぱ寿司で愛されている

サクラマスのあれこれを教えていただきます！

先生方のお話を聞いたあとにアラレガコの姿揚げをプレゼント♪

(先着順、なくなり次第終了となります)

今年は梅雨明けが早く、猛暑が続いたため、2回目の計測時点ですでに花が

咲いている参加者の方も多く見られました！※同じ高さは同順位としています。


