
　　教養講座

平成３０年６月 第２７５号

～ 越前町生涯学習センター 織田分館 ～

織田地区の人口

（5月1日現在）

男 ２，１０９人

女 ２，２７４人 計４，３８３人

世帯数 １，４１５世帯
〒916-0215  越前町織田36-1 

織田コミュニティセンター内

Tel (0778)36-1111    Fax (0778)36-1117

【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。

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もどしてくれる絵本の

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。

会場・申し込み先 開催日時 申込締切

織田コミュニティセンター
（３６－１１１１）

６／１３（水）・１４（木）・１５（金）
午後７時３０分～午後９時３０分

６／１１（月）

越前町生涯学習センター
（３４－２０００）

６／２０（水）・２１（木）・２２（金）
午後１時３０分～午後３時３０分

６／１８（月）



団　体　名 活動内容 主な活動場所

Ｆｕｎｎｙ　Ｍａｔｅｓ バレーボール 織田中体育館 毎週（金） 20:00～22:00

サムタイムテニスクラブ テニス テニスコート 毎週（金） 20:00～22:00

ソフトバレー　さわやか ソフトバレー 勤労者体育館 毎週（水） 9:00～12:00

ソフトバレー　レインボー ソフトバレー 織田中体育館 毎週（木・土） 20:00～22:00

サッカー　アルデバラン サッカー 勤労者体育館 毎週（火） 20:30～22:00

織田クラブ（野球） 野球
中央公園

グラウンド

織田地区ペタンク協会 ペタンク 勤労者体育館

織田地区グラウンドゴルフ協会 グラウンドゴルフ
中央公園

グラウンド
毎週（水） 13:00～15:00

PRIKET’S（フットサル） フットサル 勤労者体育館 毎週（木） 20:00～22:00

サンフラワー（ソフトバレー） ソフトバレー 織田中体育館 毎週（火・木） 20:00～22:00

ニューヤングンズ 還暦野球
中央公園

グラウンド

えちぜんスポーツクラブ ソフトテニス テニスコート 毎週（土） 18:30～21:30

越前ニューヒーローズ 野球（スポ少）
中央公園

グラウンド
毎週
（火・水・金）

18:00～22:00

織田女子バレースポーツ少年団
バレーボール
（スポ少）

織田小体育館
毎週
（月・水・金）

18:00～20:30

織田卓球スポーツ少年団 卓球（スポ小） 織田中武道場
毎週
（火・木・土）

19:00～21:30

宮崎ミニバスケットボール
スポーツ少年団（男子）

バスケットボール
（スポ少）

織田小体育館、
勤労者体育館

毎週（木・金） 18:00～20:00

宮崎QueenBee（女子）
バスケットボール

（スポ少）
勤労者体育館 毎週（木・金） 18:00～20:00

少林寺拳法　織田スポーツ少年団
少林寺拳法
（スポ少）

織田小体育館、
織田中武道場

毎週
（火・水・金）

18:30～22:00

織田剣道スポーツ少年団 剣道（スポ少） 勤労者体育館 毎週（水） 19:00～22:00

えちぜんスポーツクラブ ソフトテニス テニスコート 毎週（土） 18:30～21:30

萩野シーズンスポーツ ニュースポーツ等 萩野小体育館 毎週（土）  8:30～12:00

たけのこくらぶ ニュースポーツ等 サンライズ織田 毎週（月） 16:30～17:30

※活動日時・場所等は変更する場合がございます。

不定期

不定期

不定期

活動日時

織田地区体育施設等 定期利用団体の紹介

「２０代から生け花を始めて

４０年以上、活動を続けられ

るのも田村純子先生をはじめ

皆さんのおかげなので、お返

しする気持ちで生けていま

す」と話す森川さん

織田コミュニティセンター紹介Vol.1

～池坊芳葉会 森川麻里さんの生け花～

織田コミュニティセンターに、四季を通じて素敵な生け花が飾ら

れているのをご存知ですか？

実は杉の花区の森川さんが週に数回訪れ、ボランティアでお花を

差し入れてくださり、花器も持ち込みで生けてくださっています。

玄関正面や窓口横のスペース、住民ホールのテーブルの上にもさ

りげなく。玄関口には寄せ植えも。

自宅の庭だけでなく野山のお花も取り入れているそうで、コミセ

ンの中でも季節を感じることができます。

織田コミセンにお越しの際は、四季折々のお花をご覧ください。

♪いつもありがとうございます♪



種別 団　体　名 活　動　内　容

手工芸（籐愛好会） 籐編み活動 第1・3（金） 19:30～21:00

パッチワーククラブ かばん等の製作 第２（土） 13:30～15:30

手あみ 毛糸の編み物製作 第３（土） 13:30～15:30

書彩 ペン習字 毎週（金） 19:30～21:00

越前町民混声合唱団
合唱

（4地区全体で行ないます）
毎週（火） 19:30～21:50

織田カラオケクラブ カラオケ練習 毎週（金） 19:00～22:00

POLO音’S 琴練習 毎週（土） 10:00～15:00

越前町シルバーカラオケクラブ カラオケ練習 第２・４（水） 19:00～22:00

フジオカリナ織田教室 オカリナ練習 第２・４（水） 9:00～12:00

OTAウクレレクラスタ ウクレレ練習 第１・３（火） 20:00～22:00

えちぜん弦楽アンサンブル 弦楽アンサンブル 毎週（木） 19:30～21:30

宗生流剣詩舞道会　織田 吟舞 毎週（月） 19:30～22:00

Angel MARINE（エンジェルマリン） キッズダンス 毎週（火） 19:30～21:00

芳葉会 生花セミナー 第３（土） 14:00～16:00

着付けサークル　着真専科 着物着付け 第３（水） 20:00～22:00

基礎代謝UP体操 基礎代謝を上げる体操 毎週（月） 19:30～20:30

整体体操 整体体操 毎週（火） 19:30～21:00

ヨガ教室 ヨガ（健康増進） 毎週（木） 20:00～21:00

※活動日時・場所等は変更する場合がございます。

実　施　日　時

音
楽

芸
能

教
養
・
文
化

美
術
工
芸

織田コミュニティセンター 定期利用団体の紹介

図書館織田分館からこんにちは！

【新しく入った本】

＜一般書＞

『怪盗不思議紳士』 我孫子 武丸

『黒のショートショート』 山口 タオ

『私小説』 市川 拓司

『南総里見八犬伝 １』 松尾 清貴

『枕女王』 新堂 冬樹

『雪割草』 横溝 正史

『子育てが楽しくなる心理学Ｑ＆Ａ』

鈎 治雄

『定年入門』 高橋 秀実 ほか

＜児童書＞

『あかちゃん新社長がやってきた』

マーラ・フレイジー

『恐竜えほんトリケラトプス』

柏崎 義明

『大名行列』 シゲリ カツヒコ

『のどぼとけさん』 尾崎 美紀

『かんたん！かわいい！材料3つからの

スイートレシピ』 八木 佳奈 ほか

◆かこさとし氏特集コーナー◆

５月２日に９２歳で逝去された、福井県（越前市）出身の絵本作家かこさとし氏の
本を集めました。世代を超えて読み継がれてきた本、今年出版された本、ぜひ手に取
って読んでみてください。

『だるまちゃんとてんぐちゃん』 『だるまちゃんとかまどんちゃん』

『からすのパンやさん』 『だいこんだんめんれんこんざんねん』

『どろぼうがっこう』 『コウノトリのコウちゃん』 『あめのひのはなし』 など



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

図書館休館日

フォトスタンド
作り講座

宮10：00～11：30 図書館織田分館
14:00～14:30

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
織田地区

区民体育祭
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

図書館休館日
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～

セ13：30～15:30 セ13：30～15:30 セ13：30～15:30

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

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

図書館休館日

ハーブ寄せ植え
講　座

どよう
おはなしひろば

織田中央公園
グラウンド
開会式9:00

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 ℡３６－１１１１

織田文化歴史館・図書館 織田分館 ℡３６－２２８８

織田地域コミュニティ運営委員会事務局 ℡３６－１１１１
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らんいただけます

・雇用期間 ７月２３日(月) ～ ８月９日(木)※土日・雨天時休み

・勤務時間 午後０時４５分 ～ 午後３時１５分

・時 給 800円

・仕事内容 プール開放準備、監視、清掃（後片付け）

※プール１か所につき監視人2人、管理人１人の計３人での勤務になります。

・申し込み・問合せ先 ３６－１１１１（織田コミュニティセンター）

申し込みお待ち

しています！


