
図 書 館
だ よ り

●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 (２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

１月２８日（土） おもしろとしょかん
２月 ４日（土） 絵本の読み聞かせ
２月１１日（土） おはなしのへや
２月１８日（土） 民話紙芝居

２月１８日（土） おもしろとしょかん

■町立図書館（松岡）
面白くて可愛い！生きものたちの世界

■町立図書館永平寺館 ■町立図書館上志比館
（一般書）鬼 芥川賞・直木賞受賞作品
（児童書）あらまあ！

永平寺館永平寺館 第2土曜日 11時～11時30分

２月１１日（土） おはなし会

日曜日。どこにも出かけられなくてた
いくつな三きょうだいは、トランプで
もしようと、おばあちゃんが使ってい
た古いタンスの引き出しを開けました。
すると、長い階段が…。それは不思議
な世界への入り口だったのです。もし
かしたら、あなたの家のタンスにも…。

一 般 書

児 童 書

苅田 澄子/作 金の星社

全日本著作権連盟に勤務している橘樹
は、音楽教室が演奏権を侵害している
として、その証拠をつかむため、上司
に潜入捜査を命じられた。潜入先の
チェロ教室で築かれる穏やかな人間関
係は、スパイであるという事実を静か
に責め立ててくる。景色が見えるよう
な丁寧な描写が、あっという間に物語
の世界に引き込んでくれます。

『ふしぎなひきだし』

一
般
書

児
童
書

新着図書

読書道楽 鈴木 敏夫／著

心が「ほっ」とする小さな気くばり 岩下 宣子／著

戦国の〈大敗〉古戦場を歩く 黒嶋 敏／著

歴史を読み解く城歩き 千田 嘉博／著

沼にはまる人々 沢木 文／著

舌をみれば病気がわかる 幸井 俊高／著

運動脳 ｱﾝﾃﾞｼｭ・ﾊﾝｾﾝ／著

古家リノベーション 平山 友子／著

家飲みで楽しむ！はじめての日本酒 真野 遥／監修

黄金の６０代 郷 ひろみ／著

アニメができるまで 大塚 隆史／著

月の立つ林で 青山 美智子／著

思い出リバイバル 彩坂 美月／著

鎌倉残影 朝井 まかて／著

理不尽なり 坂岡 真／著

猿と人間 増田 俊也／著

さっちゃんは、なぜ死んだのか？ 真梨 幸子／著

「気の持ちよう」の脳科学 毛内 拡／著

うさぎのモニカのケーキ屋さん 小手鞠 るい／作

鈴の音が聞こえる 辻 みゆき／著

すきなものがちがうけど ﾘﾝﾀﾞ・ｱｼｭﾏﾝ／文

ピージョのごちそう祭り 川端 誠／作

へいおまち！ 彦坂 有紀／作

のりもののーせてのせて 三浦 太郎／作

■古本市・チャリティーの収益について
昨年１２月に実施した古本市の収益金11,680円

は、役場の雑入として納入しました。チャリティ
ーバザーの収益金4,325円は永平寺町社会福祉協
議会に寄付させていただきました。

■図書点検に伴う休館のお知らせ
１月３０日（月）から２月３日（金）まで図書

館全館は休館となります。返却は各館所定の時間
外返却口（ブックポスト）をご利用ください。な
お、視聴覚資料（CD・DVDなど）の返却は破損防
止のため開館時に窓口へお願いします。

■ミニ展示「ポップアップえほん」
展示期間：１月２７日（金）まで
展示場所：町立図書館（松岡）

■展示「陶芸展２０２３」
展示期間：１月１７日（火）～３月１５日（水）
提供者 ：上志比陶芸クラブ
展示場所：上志比館

安壇 美緒／著 集英社

『ラブカは静かに弓を持つ』

図書館カレンダー

日 月 火 水 木 金 土

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31 2/1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

令和４年度に新成人を迎えられる皆様へ
令和４年度に１８歳、１９歳となる皆様におかれましては、成人を迎えられます
こと、心からお祝い申し上げます。
つきましては、新成人の皆様へ、町からのお祝いのメッセージと記念品を送
付予定です。
式典は２０歳を迎える年度に「はたちのつどい」として開催をいたしますので、
ご参加をお待ちしております。

【お問合せ先】 生涯学習課 TEL：61-3400
Mail：shogai@town.eiheiji.fukui.jp

福井県スポーツ推進委員研修会
令和４年１２⽉４⽇（⽇）⼤野市で福井県スポーツ推進委員研修会が

開催され、永平寺町スポーツ推進委員８名が参加しました。午前中は他
市町の事例発表、アテネパラリンピック⾦メダリストの⾼⽥稔浩さんの
講演会がありました。また研修会に先⽴ち、⻑年スポーツ推進委員とし
て活動された⽅の表彰式もあり、永平寺町からは北野哲宏さんが県功労
者表彰（８年以上活動）を受賞されました。
午後からは、実技研修会として「インドア雪合戦」を⾏い、各市町の

スポーツ推進委員と交流を図りました。
永平寺町スポーツ推進委員は主にニュースポーツの指導・普及活動を

⾏っています。地区や学校⾏事などで何かニュースポーツをしたいとい
うことがありましたら、お気軽にお声掛けください。



スマートフォンを使ってもっと楽しみたい人向け。
スマホで写真を撮影したり、LINEを使ってお話したりする方法を勉強しましょう。
日 時：１月２９日（日）

１０時～11時30分
場 所：松岡公民館 講義室・視聴覚室
参 加 費：無料
定 員：１５名（先着順）
申込問合せ：永愛ネットワーク事務局（61-3400）

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）

永平寺町四季の森複合施設収蔵品展
「永平寺町の歴史にみる“祈りとまつり”」 開催中！

日 時：２月２５日（土）まで
月曜日を除く平日 ９：００～１７：００
毎月第４土曜日 ９：００～１２：００（解説付き）

会 場：松岡公民館内 資料室（永平寺町松岡神明１－１２９）
＜お問合せ先＞ 生涯学習課 ℡６１－３４００

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

地区の女性が集まり、講師をお招きして講座
を開催した場合、講師謝礼として上限5,000
円まで助成することができます。

講座を開催した地区、これから講座を開催す
る予定の地区は、女性連絡協議会の連絡員の
方を通じて、事務局までお早めに申請をして
ください。（申請の受付は3月20日まで）

地区講座助成金の申請は
お済みですか？

令和3年度に見直しを行い改定をした「第三次えいへ
いじ男女共同参画計画」においては、第二次計画の取
り組みを継続するほか、新たに、すべての人がその個
性を活かし活躍できる「共生社会」の推進について掲
げられています。
共生社会推進に向けた取り組みとして、LGBTQなど
の性的少数者について地域のみなさまに理解を深めて
いただくため、講演会を開催しました。

講師の「ユーチューバーかずえちゃん」は、自身のこ
れまでの経験や感じたことを伝え、「LGBTQに限ら
ず、自分が何気なく発した言葉で、知らず知らずに誰
かを傷つけているかもしれないという気持ちをみなさ
んにもってほしい」「誰もが『この人が好きだ』と当
たり前のように言えて、認められる社会になればいい
なと思う」と熱く語ってくださいました。

永平寺町文化財企画展

令和４年度 永平寺町文化財講座（第３回）

講座名：「松岡・城下町について――地名のおこり」
日 時：２月１０日（金）１３：３０～１５:００
講 師：南 洋一郎（永平寺町文化財調査員）
会 場：松岡公民館 ３階 講義室・視聴覚室

（永平寺町松岡神明１－１２９）

内 容： 松岡藩の城下町ができてから、松岡の町の名前が始まったと言わ
れていますが、本当は、もっと前から“松岡”の地名はあったかも
しれない、という噂がどこまで真実か、とても気になります。かつ
て平成の初め頃に町の教育委員会で、この謎に迫っていろいろと調
べていた時期がありました。今回の講座は、そのこともご紹介しつ
つ、松岡の町の歴史を、「地名のおこり」と言う視点で掘り起こし
ていき、松岡のことをじっくり考えていきたいと思います。

そして、この話にはもうひとつ、オチがあります。現在、町の中
心部が葵１丁目、２丁目、３丁目というように「葵」の名前が付け
られていますが、それは何故でしょうか？この葵の文字が付けられ
た理由にもちゃんと根拠があったのです。今回はそうしたことにも
迫ってみたいと思います。

興味のある方は、生涯学習課までお申し込みください。
受付時間 平日８：３０～１７：１５
申込先 生涯学習課 ℡６１-３４００

※当日は、マスク着用でお越しください。
※感染症対策のため、

人数制限を行う場合がございます。

「松岡」の地名
由来の謎に迫り
ます！！

かずえちゃんの
ユーチューブ動画は
こちらから →

ユーチューバーかずえちゃん講演会を開催しました（12／4）

日 時：2月16日(木)
19:00～

場 所：松岡公民館 3階調理室
定 員：16名
材料費：1個 800円

お1人での参加はもちろんO.K.
夫婦・カップル・親子での参加もO.K.

日 時：2月16日(木)
19:00～

場 所：松岡公民館 3階調理室
定 員：16名
材料費：1個 800円

お1人での参加はもちろんO.K.
夫婦・カップル・親子での参加もO.K.

Ｍｅｎ’Ｍｅｎ’ｓ Ｃｏｏｋｉｎｇｓ Ｃｏｏｋｉｎｇ

※お子様のお預かり可（別のお部屋で遊びながら過ごします）※お子様のお預かり可（別のお部屋で遊びながら過ごします）

申込：生涯学習課（61-3400）
松岡公民館（61-7222）

申込：生涯学習課（61-3400）
松岡公民館（61-7222）

男女共同参画共家事推進事業男女共同参画共家事推進事業

永愛ネットワーク主催 スマホ教室
お持ちのスマホにＬＩＮＥ
アプリを入れておいて下さい


