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子どもパソコン教室

子どもペン習字教室

絵本クラブ（２時のおはなし会）

いろいろな技術を身につけて、パソコンを

使いこなせるようになるといいですね！

第１回目はゆっくりていねいに書く練習をしました。

きれいな字が書けるようにがんばりましょう！

第２・第４土曜日の午後２時から、図書

館の「こどものへや」で、おはなし会を開

催しています。読み聞かせボランティアさ

んが絵本や紙芝居を読んでくれます。

その後は、絵の具で絵を描いたり、工作

をします。楽しい時間を過ごしましょう！

今年度の「放課後子ども教室」の活動が５月よりスタートしました。

主な活動は、子どもペン習字教室、子どもパソコン教室、子ども料理教室、朝日っ子塾、絵本クラ

ブ（2時のおはなし会）です。 みなさん、お友達と仲良く、楽しく学んでいきましょうね。

町立図書館からのお知らせ

パネルシアター と

グッド・トイ で あそぼう！

日 時 ： ６月１０日（日）

午前10時３０分～正午

場 所 ： 越前町立図書館 1階 こどものへや

(住所：西田中2-210)

申込必要

電話:34-0395

前日までにお申し込み

いただいた方には、

特典があります！

利用者の方から寄贈で

いただいた 絵本、育児

書、マンガの中から、お

好きな本をプレゼント♪

おもちゃインストラクターが、

グッド・トイ（おもちゃ）を

たくさん持ってきてくれます。



講座のご案内

えちぜん健康

チャレンジ

対象講座

【日 時】 ６月３０日（土） 午後1時３0分～３時

【会 場】 越前町生涯学習センター ２階 会議室

【講 師】 吉水 ちひろ 氏（仁愛大学 准教授）

【受講料】 無 料

【持ち物】 健康チャレンジカード（５月号広報と一緒に配布済）

【申込先】 越前町生涯学習センター ３４－２０００

※ 当日の受付も可能ですが、

できるだけ事前にお申し込みください。

現代人は、仕事や日常生活がいそがしく、自分自身の「こころとからだ」を大切

にする「セルフケア」がおろそかになりがちです。

大人にとっても なつかしく、やわらかな感覚を呼び戻してくれる絵本の力をとお

して、自分でできる小さな工夫を考えてみましょう。

【講 師】 仲保 美智枝 氏（パソコンインストラクター）

【定 員】 各会場 １０名（文字入力ができる人）

【参加費】 ５００円（テキスト代として）

【その他】 パソコンの持ち込みＯＫです。バージョンをお知らせください。

エクセルの基礎を一から学んでみませんか？

データの入力方法や表の作り方など、先生が丁寧に教えてくださいます。

パソコンのスキルアップのために、ぜひご参加ください。

会場・申込先 申込締切

織田コミュニティセンター
ＴＥＬ３６－７７１２

６／１１（月）

越前町生涯学習センター
ＴＥＬ３４－２０００

６／１５（金）

開催日時

６／２０（水）・２１（木）・２２（金）
午後１時３０分～３時３０分

６／１３（水）・１４（木）・１５（金）
午後７時３０分～９時３０分

越前町文化協議会 朝日支部からのお知らせ

【日 時】 ６月２３日（土）午前１０時～１２時

【場 所】 越前町生涯学習センター ２階 会議室

【募集人数】３０名

【参加費】無 料

【申込先】越前町生涯学習センター 34-2000

【申込締め切り】６月１５日（金）

◆越前和紙を利用したつつじの花作りを体験しませ

んか？作った花は「福井国体」を盛り上げるため国

体会場に飾ります。

【日 時】 ７月１日（日）午後１時～

【場 所】 泰澄の杜「多目的室」

◆文協朝日支部加盟の音楽・

芸能部門団体が、日頃の練習成

果を発表いたします。民踊、

吟舞、詩吟、歌、楽器演奏な

どが予定されています。



センターからのお知らせ

５月２0日、春のスポーツ大会（越前町体育協会朝日支部 主催）が行われました。当日は天気

にも恵まれ、約２４０人の参加者は爽やかな汗を流し、白熱した試合を繰り広げました。結果は以

下のとおりです。入賞者のみなさん、おめでとうございます。

☆ソフトバレーボール☆

女子の部 １位 クイーンズＢ ２位 サンフラワー ３位 北っ子ママ

混合の部 １位 ハート ２位 スペード ３位 ダイヤ

☆グラウンドゴルフ☆

男子の部 １位 木下 賢一 ２位 荒木 光雄 ３位 藤田 彦一

女子の部 １位 粟崎 千代子 ２位 山下 清子 ３位 春木 久子

ファミリーの部 １位 橋本 子龍・友滋 ２位 丹羽 勇帆・久司 ３位 城戸 良太郎・繁徳

☆ペタンク☆ ☆ステックリング☆

１位 田中Ｄ ２位 新庄Ｂ ３位 田中Ａ ニュースポーツ体験ということで、

成績にこだわらず和気あいあいと試合を行いました。

☆ゲートボール☆

１位 上糸生 ２位 朝日南部 ３位 フレッシュ

プール監視員の仕事を希望する人はご連絡ください。

【対象・人数】 高校生以上で泳げる人 ２０人

【期 間】 ７月２３日（月）～８月９日（木）

※ 土曜、日曜は休み

【勤務時間】 午後

【勤務場所】 朝日・常磐・糸生小学校 プール、

朝日南・ Ｂ＆Ｇ プール

【時 給】 ８００円

江戸時代の中頃から１００年余り、三河国

西尾藩（現在の愛知県西尾市）の陣屋が天

王地区あったことをご縁に、平成１２年

「朝日・西尾友好の会」が発足し、西尾市

との交流事業を行ってきました。

その事業の一環として、会のみなさんが先

人たちの歩いた越前町から西尾市までの約

２２０キロの道のりを９日間に分けて歩き、

５月２２日ついにゴールを迎えました。

西尾市役所では、中村市長をはじめ多く

の関係者に温かく出迎えられました。

～友好都市交流を深めて～

【お問合せ】 スポーツ振興課

☎34－8730(直通)



日 月 火 水 木 金 土

5月27日 5月28日 5月29日 5月30日 5月31日 6月1日 6月2日

6月3日 6月4日 6月5日 6月6日 6月7日 6月8日 6月9日
ハーブ寄せ植え

講　座

図書館休館日 宮10：00～11：30

フォトスタンド
作り講座

織10:00～

6月10日 6月11日 6月12日 6月13日 6月14日 6月15日 6月16日
パソコン講座

～Ｅｘｃｅｌ初級編～
パソコン講座

～Ｅｘｃｅｌ初級編～
パソコン講座

～Ｅｘｃｅｌ初級編～

図書館休館日 織19：30～21:30 織19：30～21:30 織19：30～21:30

2018国際音楽祭in
越前町

カ 開演19:00

6月17日 6月18日 6月19日 6月20日 6月21日 6月22日 6月23日
パネルシアターと

グット・トイであそぼう
パソコン講座

～Ｅｘｃｅｌ初級編～
パソコン講座

～Ｅｘｃｅｌ初級編～
パソコン講座

～Ｅｘｃｅｌ初級編～
文化体験教室

図書館10:30～12:00 図書館休館日 セ13：30～15:30 セ13：30～15:30 セ13：30～15:30 セ10:00～12:00

6月24日 6月25日 6月26日 6月27日 6月28日 6月29日 6月30日
えちぜんマリンバ

コンサート

カ 開演13:30 図書館休館日

セ13：30～15:00

7月1日 7月2日 7月3日 7月4日 7月5日 7月6日 7月7日
第１回芸能ミニ

発表会

泰澄の杜 13:00～ 図書館休館日

福井ライフ・アカ
デミー共催講座

（生涯学習センター・宮崎・越前・織田・糸生分館　講座等）

※問合せ先

セ ： 生涯学習センター ℡３４－２０００ 宮 ： 宮崎分館 ℡３２－７７１２

カ ： 朝日多目的ホール（カメリアホール） ℡３４－２０００ 越 ： 越前分館 ℡３７－７７１２

糸 ： 生涯学習センター 糸生分館 ℡３４－５００１ 織 ： 織田分館 ℡３６－７７１２

バックナンバーと他の地区の生涯学習センターだよりが町のホームページでご覧いただけます
越前町公式ホームページ → 広報 → 生涯学習センターだより


