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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 (３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

２月２５日（土） おもしろとしょかん
３月 ４日（土） 絵本の読み聞かせ
３月１１日（土） おはなしのへや
３月１８日（土） 民話紙芝居

３月１８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
春になったら 教科書にでてくるおはなし

■町立図書館永平寺館
（一般書）移住
（児童書）草花

永平寺館永平寺館 第2土曜日 11時～11時30分

３月１１日（土） おはなし会

魔法の腕がわるいだけの魔法使いは、
わるい魔法使いだと思われていました
が、すばらしいチョコレート・ケーキ
を焼くことができました。そこで、町
じゅうの子どもをチョコレート・ケー
キ・パーティに招待しようと、とても
きれいなカードで招待状を出すのです
が…。

一 般 書

児 童 書

マーガレット・マーヒー／作 シャーリー・ヒューズ／画 石井桃子／訳
福音館書店

元NHKアナウンサーの著者が、実父の
入退院に関わる中で感じた“のど”の
大事さを綴った１冊です。コロナ禍の
マスク生活で声を出せなくなっている
人も増えているという現代。食事や発
声だけでなく健康長寿にも関わる“の
ど”の筋肉、鍛え直してみませんか？

『魔法使いのチョコレート・ケーキ マーガレット・マーヒーお話集』

一
般
書

児
童
書

新着図書

調べる技術 小林 昌樹／著

夫婦のトリセツ 黒川 伊保子／著

三流シェフ 三國 清三／著

新・図解地政学入門 高橋 洋一／著

ウクライナ戦争 小泉 悠／著

死刑のある国で生きる 宮下 洋一／著

世界の麺図鑑 地球の歩き方編集室／編集

よくわかる漢方・薬膳 柳沢 侑子／著

骨格補正メイク 池田 曜央子／著

３歳語辞典 １０１／著

日々臆測 ヨシタケ シンスケ／著

「挫折」というチカラ 原 晋／著

君のいた時間 伊集院 静／著

たりる生活 群 ようこ／著

生きる意味 姜 尚中／著

友よ 赤神 諒／著

ここだけのお金の使いかた アミの会／編

コレラを防いだ男 関寛斎 柳原 三佳／著

いなくなった女の子をさがせ！ 鈴木 博房／作

魔女のなみだのクッキー 草野 あきこ／作

いちねんじゅうおばけずかん 斉藤 洋／作

スノーマン マイケル・モーパーゴ／作

箱舟に８時集合！ ウルリヒ・フーブ／作

カレーはあとのおたのしみ シゲタ サヤカ／著

■ミニ展示「読書感想画コンクール入賞作品展」
「第３４回読書感想画中央コンクール」の県の審査
で入賞した町内児童の作品１０点を展示します。
期間：２月１４日（火）～２月２６日（日）
場所：町立図書館（松岡）

■ミニ展示「令和４年度永平寺町風景絵画作品展」
期間：２月１４日（火）～２月２６日（日）
場所：町立図書館（松岡）

■ブックスタート（２月実施分）
今回の対象者は町内在住の令和４年６月１日から

令和４年１０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。
期間：２月２３日（祝・木）～２月２５日（土）

午前１０時から午後５時まで
場所：町立図書館（松岡）・永平寺館・上志比館

また、まだブックスタートを受講されていない方で
受講を希望される場合は、町立図書館までご連絡く
ださい。
ＴＥＬ ６１－７１１７

宮本 隆治／著 戸原 玄／監修 サンマーク出版

『老いはのどからやってくる』

図書館カレンダー

日 月 火 水 木 金 土

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 3/1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

日 時：３月１９日（日） ９：００～１２：３０
場 所：永平寺緑の村ふれあいセンター
参 加 費：１チーム ３００円（参加賞あり）
チーム構成：１チーム ３～４名（男女問わず、小中学生は保護者同伴）
持 ち 物：室内履き、飲み物、マスク
競 技 方 法：予選リーグ・決勝トーナメントを実施し、１～３位を表彰します。
申 し 込 み：参加を希望する方は、３月６日（月）までに下記へ

①チーム名
②メンバーの住所氏名
③代表者の連絡先

をお伝えください。

永平寺町スティックリング協会 事務局 浅野清美
住所 永平寺町山王１４－１－４
TEL・FAX ６４－２４６１

永平寺町スポーツ協会の理事長を務められている
川崎直文氏（吉波）が、長年の町のスポーツ振興・
町スポーツ協会の発展のために尽力された顕著な
功績が認められ、福井県スポーツ協会 スポーツ
功労者賞を受賞されました。

福井県スポーツ協会 スポーツ功労者賞受賞
川崎直文氏（吉波）



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

永平寺町の皆様にもっとスマホを活用していただくために、
スマホ教室を開催しました。

①スマホで写真を撮る。
②撮った写真をLINEで送る。
③QRコードを読んで、永平寺町公式LINEを追加する。

1時間30分という短い時間でしたが、参加した皆様は
「楽しかった」「家族に写真を送れるようになってうれし
い」「また開催してほしい」とおっしゃっていました。

永愛ネットワーク主催 スマホ教室を開催しました（1／２９）

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）

スマホで写真をとって、LINEで送れるようになりました！

性の多様性に関する講演会＆全体会（1/14）

町が公表した「第三次えいへいじ男女共同参画計画」の取
り組みとして、レディースSUNではライフアカデミー講座
と共催で、仁愛大学コミュニケーション学科 織田 暁子
准教授を講師にお迎えして、「性の多様性に関する基礎知
識」についてご講演いただきました。

性の多様性に関する言葉の説明や性的少数者の方の生きづ
らさについて触れ、全国で導入が進められている同性パー
トナーシップ宣誓制度について、教えていただきました。

講演会終了後、レディースSUNの全体会を開催し、地区活
動補助金の申請に関する説明をしました。

永平寺町文化財企画展

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：令和５年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

町民ソフトバレーボール大会 ～結果報告～

1月2９日（日）ふれあいセンター体育館を会場に、１７チームが【競技の部】と【エンジョイの部】に分かれ
て、町民ソフトバレーボール大会を開催しました。
【競技の部】は、バレーボール経験者や普段からソフトバレーに親しんでいるチームが中心。４チームずつ
の総当たり戦の後、決勝トーナメントで順位を競いました。当日は、サーブ、レシーブ、トス、スパイクとス
ピード感あふれるプレーでラリーを続けている試合に歓声が上がっていました。
【エンジョイの部】は、地域や家族で編成した急造チームが、３チームずつのリーグ戦を行い、順位は競わ
ずソフトバレーを楽しみました。アンダーサーブに始まるゲームの中で、好プレーありまた珍プレーもあり
で、終始笑いを交えて和気あいあいとした雰囲気の大会となりました。

【競技の部】の大会結果 （敬称略）
第1位 Rota・matｓuoka（松岡地区）

岡島由美・岡島凌・五十里一弥・前川菜々美

第2位 中島チーム（上志比地区）
反保直哉・反保千裕・南部麻美・酒井雅人
反保亮裕・武信雅美

第3位 大野島Ａ（上志比地区）
鈴木清之・嶋田映理子・嶋田悠人・朝日友美

お久しぶりーず（松岡地区）

朝日ひとみ・河合一樹・田川陽子・北野哲宏

講師＆助言：

田中美智子さん (薬剤師)

■お申し込み／お問合わせ■
上志比公民館 TEL 64-2244

女性のカラダは、とても複雑でデリケート。
なんらかのカラダの不調を抱えていませんか。
「気になっているが、
どうしていいのか分からない」
「みんなはどうしているんだろう？」

知っているようで知らないカラダのこと。
薬剤師さんと一緒にみんなで話して
今よりも心地良くいられるヒントを見つけましょう。

展示名：嶺北１１市町の近代化遺産
日 時：令和５年３月７日（火）～１２日（日）
会 場：松岡公民館 資料室（永平寺町松岡神明１－１２９）
内 容：嶺北１１市町に残された、鉄道や産業等、福井の近代化に貢献した

文化資源を紹介するパネル展を開催します。
幕末から戦前にかけて、福井が大きく近代化した時代に活躍した、
産業や交通、土木に関わる歴史遺産を紹介します。まだまだ現役で
頑張るもの、当初の役目を終え、別の用途で使われているものなど
現在の姿は様々ですが、今でも、福井の活気に満ちた歴史を私たち
に伝えています。
今回の展示を機としまして、私たちの身近な所に残る歴史を発見す
る、小さな旅に出かけてはいかがでしょうか。

※資料室内では、
密にならないよう
ご協力をお願いします。

お申込専用フォーム


