
順位 登録名(敬称略) 高さ(㎝) 地区名 順位 登録名(敬称略) 高さ(㎝) 地区名

  1位 玉 425cm 松ヶ原 5位 スーパーノッポ(吉野小④) 350cm 吉野

  2位 教育長 392cm 春日 7位 スペシャルノッポ(吉野小⑤) 347cm 吉野

  3位 松岡公民館 377cm 神明 8位 まっしょうひまわり(松小③) 343cm 神明

 4位 ひまわりっ娘№２(町立図書館) 372cm 神明 9位 吉江　則次 339cm 薬師

 5位 ドラゴンノッポ(吉野小②) 350cm 吉野 9位 りんごの木 ゴッホ 339cm 松ヶ原

11 おしゃべりサロン② 331cm 神明 44 なごみクラブ 256cm 吉野堺

12 ヒマリン(松小④) 330cm 神明 45 ゆりっぺ 252cm 芝原

12 りんごの木 アポロ 330cm 松ヶ原 46 ウクライナに平和を 250cm 兼定島

14 関　真一 329cm 薬師 47 ひまわりピー 247cm 木ノ下

14 薬師3丁目花の会 329cm 薬師 48 梅田　勇 246cm 上合月

16 今村　清則 325cm 吉野堺 48 菅原　奈緒美 246cm 芝原

16 りんごの木 ソフィア・ローレン 325cm 松ヶ原 50 しゅんしゅん 245cm 春日

18 りんごの木 てんしんらんまん 322cm 松ヶ原 51 御陵小学校② 242cm 兼定島

19 源野　京子 319cm 薬師 52 チビドリファミリー⑦ 241cm 志比堺

19 おしゃべりサロン① 319cm 神明 53 ランタン 240cm 春日

19 りんごの木 むつみ 319cm 松ヶ原 53 白いかえるのおうち 240cm 葵

22 チビドリファミリー③ 317cm 志比堺 55 はるなさん 238cm 吉野堺

23 きてぃちゃん(松幼③) 313cm 神明 55 町長 238cm 春日

24 ひまにゃん(松幼①) 311cm 神明 55 ひとまち永平寺 238cm 春日

25 シャイフラワー(松小①) 310cm 神明 58 生涯学習課 237cm 春日

25 ひな(松小②) 310cm 神明 59 かっちんさん 236cm 薬師

27 はっぱひまわり(松幼②) 307cm 神明 60 チビドリファミリー⑤ 231cm 志比堺

28 ヒロシちゃんねる 306cm 志比堺 61 江守ファミリー① 229cm 吉野堺

28 チビドリファミリー① 306cm 志比堺 61 ひまわりポー 229cm 木ノ下

28 ドリーム 306cm 神明 63 御陵小学校① 222cm 兼定島

31 ノッポパワー(吉野小①) 292cm 吉野 64 こうこちゃん 220cm 芝原

32 Ｍｒ.太喜 290cm 吉野 65 はぁもにぃ 219cm 吉野堺

32 チビドリファミリー⑥ 290cm 志比堺 66 御陵小学校④ 218cm 兼定島

34 ノッポスマイル(吉野小③) 285cm 吉野 67 御陵小学校③ 216cm 兼定島

35 ひまわりっ娘№１(町立図書館) 277cm 神明 68 チビドリファミリー⑧ 214cm 志比堺

36 渡邊　紀美子 273cm 神明 69 サイボーグ春日 212cm 春日

36 ワッフルくん(松小⑤) 273cm 神明 70 チビドリファミリー④ 210cm 志比堺

38 まごとじぃちゃん 272cm 神明 71 加藤家 169cm 春日

38 りんごの木 みちる 272cm 松ヶ原 72 よしこちゃん 160cm 志比堺

40 りんごの木 松ヶ原ゴールド🍎 269cm 松ヶ原 73 いっきーやま 145cm 芝原

41 チビドリファミリー② 266cm 志比堺 74 岸塚 131cm 芝原

42 しーちゃん 261cm 志比堺 75 どじょうの家 127cm 春日

43 みっちゃん 257cm 神明 76 御陵小学校⑤ 107cm 兼定島

古紙パルプ配合のリサイクル用紙を使用しています 　令和4年9月16日 発刊　永平寺町松岡公民館 発行　      　　　　　　　　　　　　※館内ご利用時は換気・消毒・マスク着用の徹底をお願いいたします。

令和4年9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 最終計測結果発表！

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】

講師：堀江麻未さん

日 時：10月28日(金)10:00～
場 所：松岡公民館 2階多目的ルーム

持ち物：薄手のフェイスタオル

お 楽 し み 会

日 時：10月26日(水)13:00～15:00

場 所：松岡公民館 2階多目的ルーム

浅野先生の

健康体操第3弾❣

皆さまお誘いあわせのうえぜひお越しください❣

吉野公民館(ざおう荘)でスタートした『健康マージャン』❣

第1回目となる9/1(木)は17名の方々がご参加くださ

いました！頭と手指の体操になりましたね～♪

今年も多くの方々にご参加いただき、鮮やかな黄色で町内が彩られましたね❣

主催：松岡公民館

ユニーク賞は

10月号で発表！

お楽しみに♡

●10/23(日)御陵公民館まつりは中止となりました。

御陵公民館では、8/25(木)に福井発祥のニュースポーツ

「スティックリング」体験会を開催しました❣まずは浅野先生の

健康体操でしっかり準備運動してからチームに分かれて対戦！

何度か練習してコツが掴めると より一層盛り上がりましたね♪

※新型コロナウイルスの影響により、企画内容が延期

または中止となる場合があります。

定 員：各12名／参加費：1,800円

持ち物：エプロン、三角巾

【松岡公民館】10月13日(木)19:00～

【吉野公民館】10月20日(木)13:30～

令和5年3月31日をもって、

松岡幼稚園と松岡西幼児園が閉園となります。

そこで、町民の皆さまから園に対しての思い出などメッセージを募集し、

園舎内に掲示します❣皆さまからのメッセージお待ちしています❣

《メッセージ募集期間》

9/20(火)～11/30(水)

申込締切

10/6(木)

申込不要

参加費無料

詳しくは

中面をご覧ください♪9/23
(金・祝)

🌼吉野地区のみなさんへお知らせ🌼

近助タクシー 10/3(月)～本格運行開始❣

予約📞080-8999-2368 まちづくり(株)ZENコネクト

※詳細は吉野地区に配布されるチラシをご覧ください。

『自然』 と 『おいしいね♡』 があふれる

九頭竜川の館 開催❣

🌼メッセ―ジカード・回収BOX設置場所：松岡公民館、町立図書館

🌼お問合せ：松岡幼稚園📞61-0002／松岡西幼児園📞61-0367

皆さま、愛情持って育ててくださり、本当にありがとうございました♡



9/23(金・祝) 九頭竜川の館 開催❣

九頭竜川流域防災センター

『わくわくRiverCAN』

アラレガコ生息地記念碑(令和3年度設置)

●10：00～ 川の大冒険❣ ～知って未来へ繋げよう～(４F大ホール)

🐟アラレガコのはなし (福井県立大学教授 田原 大輔氏)

🐟サクラマスのはなし (レストレーション代表 安田 龍司氏)

講演後、アラレガコの唐揚げをプレゼント♡

●13：30～ 伝承料理 サクラマスを使った葉っぱ寿司づくり(３F調理室)※要申込

主催：松岡公民館

共催：「九頭竜川アラレガコ」伝統文化を守る会

永平寺町食育・地産地消推進委員会

SDGsへの取り組み

～身近なこと、できることからはじめよう～

松岡公民館にて

私たちの住む町には自然がいっぱい、

そしてえち鉄電車が走っている🚋

公民館の４F大ホールからは、公園、九頭竜川が見え、

山・川の香りがする。春夏秋冬の風景が心を和ませてくれる。

身近なところの素晴らしい色々に気づいてほしい...。

そして今、何ができるか学びましょう。みなさんぜひ来てください❣

松岡公民館長 堀江 俊子

九頭竜川は

岐阜県と福井県の県境を水源とし、河口まで116㎞、

流域面積は2,930㎢の豊かな水量と美しい清流に

恵まれ北陸でも有数の大きな川です。

中流域の魚類相は

アラレガコ・サクラマス・鮎など15科54種と非常に豊かです。🌼グラスアート ￥500

🌼ハロウィンの壁飾りをつくろう❣ ￥100

🌼プラ板キーホルダー ￥100

🌼わなげでお菓子ゲット❣ ￥100

※事前予約なし、 当日先着順となります。

13：30～15：30
３F講義室・視聴覚室

＊あゆの塩焼き

＊葉っぱ寿司

＊えい坊くん人形焼き

＊広島焼・焼きそば

その他いろいろ♪

売り切れ次第終了

12：00～
正面駐車場

当日は永平寺町内の風景など

写真展示もあります。ぜひご覧ください。

＊中野 光さん(福井県内水面漁業協同組合連合会)

＊波多野 公人さん・敏子さん

＊赤松 康子さん

＊平林 甚一さん

山、川、陸、いろんな生きものたちがいるよ

みんなで 生きものたちの“すみか”を守ろう！

当日はアラレガコの

水槽展示もあります❣


