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第 46回美浜町子ども会かるた大会
美浜っ子たちの熱戦

↓敵陣の札も見逃さない !

　1 月 29 日に、はあとぴあで第 46 回美浜町子ど
も会かるた大会が開催され、当日は町内の各地区か
ら 37 チーム約 130 人が出場しました。
　会場では、1 チーム 3 人で 3 試合を行い 2 勝し
た方が勝ち上がるトーナメント戦と、初心者の部と
して、ちらし取り方式の試合が行われました。
　子どもたちは、上の句が読まれるとすばやく反応
し、時には 1 ｍ以上かるたを払い飛ばす等、目の前
の札を取り合っていました。

↑調査報告会では、はあとふる体験の今後の展開について考えるパネ
　ルディスカッションも行われました

井県立大学調査報告会
はあとふる体験がもたらす効果とは･･･

2月6日に、はあとぴあで｢はあとふる体験｣が地域
にもたらす効果について検証する調査報告会が行わ
れました。

はあとふる体験とは、都会から訪れた人と町民が、
ボートや漁業、農業体験、民泊等を通して交流する体
験交流事業のことです。

福井県立大学と合同で行われた報告会では、はあと
ふる体験は宿泊業や漁業だけでなくさまざまな業種に
経済効果をあたえることや、経済効果の総額(平成22年
度)は約1億1,000万円になること等が報告されました。

福

1月23日に、総合体育館で第42回町民バスケット
ボール大会が開催されました。

大会には約40人が参加し、8分4ピリオドのトーナ
メント戦と、各チーム代表5人が1本ずつシュートを打
ち合計点を競うフリースロー大会が行われました。

第 42回町民バスケットボール大会
チーム一丸となって優勝を目指す

↑ブロックをかわし、シュートを放つ !

トーナメント フリースロー

優　勝 けやき台 佐　田

準優勝 佐　田 けやき台

3　位 新　庄 新　庄

【大会結果】

トーナメント

優　勝 河原市Ｅ(大同誉･高木･大同名)

準優勝 新庄Ａ(島田･小林･高木)

3 位
啓成Ａ(大塩･塚原･前田)
日向早瀬Ａ(片山･金森･網谷)

敢闘賞
啓成Ｂ(馬野･大塩･西野)
啓成Ｅ(馬野･一瀬･野崎)

ちらし取り

1 位 中島 明日香 (菅浜)

2 位 吉本 雄翔 (菅浜)

3 位 久保 来人 (新庄)

敢闘賞
大塩 暁斗 (河原市)

大同 康友 (河原市)

【大会結果 ( 敬称略 )】

↓見事優勝した河原市Ｅチーム

※上位 4 チームは、2 月 6 日の嶺南大会に出場しました。
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公民館情報 お問い合わせ先・公民館事務室　℡32-1212

スポーツ情報 お問い合わせ先・生涯学習課　℡32-6709

第23回美浜･五木ひろしマラソン
　　　　記念Tシャツのデザインを募集中！

□ 美浜町の生涯学習について

　　　23回美浜･五木ひろしマラソンの参加賞として記念Ｔシャツを作製するにあたり、
　　　Ｔシャツのデザインを募集しています。あなたのデザインしたＴシャツで、ラン
ナーが海岸線コースを爽やかに走ります。
　採用された方には、賞金30,000円を進呈します。詳しくは、町ホームページをご覧く
ださい。たくさんのご応募をお待ちしています。

第

ご存じですか？ 美浜町生涯学習推進委員会

　｢生涯学習推進委員会｣は、町民の方が主体となり、町全体の生涯学習を推進していくことを目的に活動し
ています。
　昨年8月には委員会の体制を再編し、各地区や団体から新たな委員を募り、さまざまな行事等の企画･実践
に取り組んでいます。委員会の組織は、次の3つで構成されています。

まちづくり講座を開催します!

◆まちづくり委員会
　美浜町の隠れた良さを学ぶために体験学習や講演会
を実施する｢美浜学｣や、町外のまちづくり先進地から
講師を招き講演会等を行う｢まちづくり講座｣等を企画
･実施しています。

◆わがまち自慢委員会
　町内であまり知られていない自然風景や行事等を取
材し、美浜の隠れたよさを知ってもらうために、現在
さまざまなことを計画中です。

◆風の音色編集委員会
　生涯学習だより｢風の音｣で、町内の団体や施設等が
取り組んでいる生涯学習活動を紹介しています。3月
には、『Vol.97号』の発行を予定しています。

　坂井市丸岡から｢一筆啓上賞｣の仕掛け人
である大廻政成氏を招き、これまで培って
きたまちづくりのノウハウを話していただ
きます。

日　時　3月2日(水) 
　　　　午後7時30分～

講　師　大
おおまわり

廻 政
まさなり

成 さん
　　　　[(財)丸岡町文化振興事業団事務局長]

テーマ　街
まち

は劇
しばいごや

場

場　所　町役場3階 正庁

募集テーマ

必 須 事 項

提 出 方 法

　風光明媚な若狭湾国定公園の海岸コースを走る、美浜･五木ひろしマラ
ソンを言葉とデザインでイメージしたもの。

提 出 期 限

美浜･五木ひろしマラソンTシャツ 検 索

　デザインの中に｢第23回美浜・五木ひろしマラソン｣､｢平成23年5月
15日｣を漢字、ひらがな、カタカナ、数字、英語等を用いて必ず表記してく
ださい。

　PDFデータを電子メールに添付、またはCD-R･MOで直接下記まで提
出してください。

3月14日(月) 午後5時まで

提 出 場 所 福井県三方郡美浜町郷市25-25
美浜町生涯学習課内
美浜･五木ひろしマラソン実行委員会事務局
☎32-6709　FAX：32-9032
Mail：itsuki@town.fukui-mihama.lg.jp

↑第22回記念Tシャツ
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新着図書は、この他にも多数入荷してい
ます。ぜひ、ご来館ください！

新着図書
●文 学

●医学･環境
書籍名 著者名

花粉症がラクになる 赤城 智美
吉村 史郎

ごみ減量 全国自治体の挑
戦 服部 美佐子

●料理･生活
書籍名 著者名

女子栄養大学のカフェテリ
ア 小笠原 章子

風呂敷つつみ 山田 悦子

●実務･技術
書籍名 著者名

交通事故に遭った時、あな
たを救うたった一冊の本

アディーレ法律
事務所編

はじめての人のための電子
回路がよくわかる本 宮崎 誠一

●社会･教育
書籍名 著者名

イクメンで行こう! 渥美 由喜

子どもたちの放課後を救え! 川上 敬二郎

書籍名 著者名

風景 瀬戸内 寂聴

きことわ 朝吹 真理子

苦役列車 西村 賢太

天皇さんの涙 阿川 弘之

あんでらすの鐘 澤田 ふじ子

親鸞と世阿弥 梅原 猛

ナマズの幸運。 川上 弘美

告発の虚塔 江上 剛

漂流 本から本へ 筒井 康隆

川あかり 葉室 麟

お徳用愛子の詰め合わせ 佐藤 愛子

百万遍流転旋転 上･下 花村 萬月

図書館情報 お問い合わせ先・町立図書館　℡32-0083

いつでもどこでも、絵本といっしょ!!

　図書館では、気軽に本にふれることができる
環境づくりを行うため、｢はあとぴあ｣に乳幼児
向けの絵本を配置しています。
　健診等の合間にぜひ、お子さんに読んであげ
てください。

わたしの一冊

『 永遠の0
ゼロ

 』
百田 尚樹

皆さんの心に残った本やおすすめの本を紹介するコーナー

(№17)

　昭和19年から20年にかけて、海軍に籍を置
き中国の上海航空隊に勤務していました。その
間、何回か特攻隊を見送りました。日の丸の
鉢巻をして手を振りながら我等の上を低空で

飛び目的地へ飛んで行く姿、昨日の事のように瞼に焼きついてい
ます。悲しいかな一機も還ってきません。みんな家族がいるので
す。死ぬに決った処へ次々と送り出す上層部の同胞、その気持ち
を克明に書いてくだされた著者。当時を思い出し、涙して読まずに
はいられませんでした。機会があったら再読したい気持ちです。

講談社(2009年)

● ｢はあとぴあ｣の絵本をご利用ください

＊このコーナーは、絵本の紹介や家族でのご参加も大歓迎です。皆さんの
ご参加をお待ちしています！

佐竹 薫さん(麻生) の

「わたしの１冊」

●スポーツ
書籍名 著者名

イチローの哲学 奥村 幸治

やめないよ 三浦 知良
＊延長開館再開についてのお知らせ＊

　昨年12月から2月の冬期間、お休みしていた延長開館を3月から
再開し、毎週水曜日は午後7時まで開館します。皆さんのご来館お
待ちしています。

● ｢読んでもらうこと｣が嬉しい!!
　　　　　　　　　　･･･それが絵本の楽しみ

　絵本を読んでもらうことは、読み手の声と言葉を受け取ることでもあ
ります。子どもにとっては、大好きな人の声と言葉にのって、美しい絵
が目の前に現れる嬉しいひと時。
　絵本をいつでも手に取れる場所に置いていただき、生活の中でお子さ
んに絵本を読み聞かせ、ご家族で楽しく嬉しい時間を分かちあってくだ
さい。

↑かわいいカゴに入った
　図書館の絵本


