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６月３日（日）から５日（火）までの２泊３日、生涯学習センター糸生分館で合宿通学（前期）

が行われ、朝日小学校４年生のうち４１名が参加しました。この合宿通学事業は、従来家庭教育が

担うものとされていた「しつけ」などの生活基礎体験を、地域における共同生活の中で体験させ、

家庭の教育力を補うとともに、地域で子どもを支援する体制を整えることを目的としています。

常磐・糸生・朝日小学

校合同の合宿通学（後

期）は、７月１日から生

涯学習センター糸生分館

の宿泊研修所で行われま

す。センターだより８月

号でその様子をご報告し

ます。

子どもたちは、食事の準備や後片付け・洗濯などの家事に少しと

まどいを感じながらも、学校では味わえないような体験等を地域ボ

ランティアの皆さんの協力の中で、責任を持ってやり遂げる大切さ

を学んだようです。

・合宿通学で学んだことは、家でもちゃんとしようと思いました。

・これからは、できるだけ自分のことは自分でやろうと思いました。

・お母さんの大変さがよく分かりました。



生涯学習センター宮崎分館

えちぜん健康チャレンジ
対象講座

ロコモ予防体操で、加齢とともに低下していく筋肉やバランス機能を鍛えましょう！

ロコモ予防体操には「転倒予防」「膝痛予防」「腰痛予防」「筋力低下予防」の効果があります。

手軽で続けやすい体操で元気な毎日を目指しましょう！

【日 時】 7月18日（水）・７月２５日（水） 午後１時３０分～２時３０分

【場 所】 生涯学習センター ２階 多目的室

【講 師】 NPO法人生涯体育学習振興機構 清水 厚子氏

【定 員】 １５名

【受講費】 無 料

【持ち物】 内ズック、タオル、飲み物

健康チャレンジカード（５月号広報と一緒に配布済）
【締 切】 ７月１７日（火）

旬の食材を使った夏の料理を、プロから学んでみませんか？

おいしく作るコツを先生がていねいに教えてくださいます。

【日 時】 ７月１１日（水）午前９時３０分～正午

【場 所】 生涯学習センター 2階 調理室

【講 師】 林 忠清 氏（元 丹久）

【定 員】 １５名

【受講費】 ５００円（材料代として）

【持ち物】 エプロン、マスク、三角巾

【締 切】 ７月９日（月）

【共 催】 ｅ‐とこ朝日

メニュー

・新生姜ご飯
・いちじくの揚げ物

・そうめんを使ったおかず

・新玉ねぎと白身魚の包み焼き

ハープの美しい音色は心も癒されます。自分で美しい音色を奏でられたら素敵だと思いま

せんか？この機会にハープに親しんでみましょう。
【日 時】 ８月６日（月）午後１時３０分～３時

８月８日（水）午前１０時～１１時３０分

８月９日（木）午後７時～８時３０分

【場 所】 宮崎コミュニティセンター 小ホール

【講 師】 鎌野 太津子氏

【対 象】 小学５年生以上の一般町民

【定 員】 １日5名（希望日をお申し込みください）

【持ち物】 タオル・飲み物

【参加費】 無料

≪申込・問合せ先≫ 越前町生涯学習センター宮崎分館 電話３２－７７１２

※申込みが少ない場合は講座を中止させていただくことがあります。



楽しい事がいっぱい♪ 夏休みは図書館へ！

７月２２日(日）・２９（日）は

午前９時～午後６時まで開館します。

（通常は、午前１０時～午後６時まで開館しています。）

第１３回越前町小中学生競書大会 入賞作品展示

入賞作品を下記の日程で各会場展示します。小中学生の力作をぜひ、ご覧ください。

【朝日会場】 ８月 １日（水）～ ８月２０日（月） 越前町生涯学習センター

【越前会場】 ８月２１日（火）～９月 ３日（月） 越前コミュニティセンター

【織田会場】 ９月 ４日（火）～ ９月２０日（木） 織田コミュニティセンター

【宮崎会場】 ９月２１日（金）～１０月２日（火） 宮崎コミュニティセンター

※会場の都合により変更する場合がありますので、各センターにお問合せください。

越前町文化協議会からのお知らせ

恐竜を
作ろう！

★1～ 22日

★7月22日（日） 午前10時～正午

夏のおはなし会 ①

申込受付 (34-0395) 7/7～先着15名

対象：小学生 (3年生以下は保護者同伴）

内容：おはなし・工作（ランプシェード）

風船に のび～るねんどを巻きつけて

作ります。（７色に光るLEDライト付）

★7月29日（日） 午前10時～正午

ボードゲーム体験会

小学3年生以下は保護者同伴

「はげたかのえじき」「バルーン」「ノイ」

「ブロックス」「コンタクトゲーム」など

夏休みは、毎週、工作がかわります。

★24～ 29日 ペットボトル風鈴

★31～8月5日 こんにちは人形

第2・第4土曜日は、おはなし会♪ 午後2時～

★14日 おはなし

工作

★28日 おはなし

自由絵画

※スモッグを用意しています。

7月１４・１５・１６日

利用者の方からマンガをたくさん頂きま

したので、「こどものへや」に並べます。
※開館中、自由にお読みください

※貸出はできません

7月２１日 午後2時～5時

「マンガ無料古本市」

マンガ図書館で展示したマンガを無料

で差し上げます。(１人１０冊まで）
※マンガの受け渡しは大人の方のみ

お子様の分も保護者にお渡しします。



日 月 火 水 木 金 土

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

7月8日 7月9日 7月10日 7月11日 7月12日 7月13日 7月14日
夏の和食料理

教　室

図書館休館日 セ9：30～12：00

7月15日 7月16日 7月17日 7月18日 7月19日 7月20日 7月21日
ロコモ予防体操

講　座

図書館休館日 セ13：30～14：30

7月22日 7月23日 7月24日 7月25日 7月26日 7月27日 7月28日

夏のおはなし会
ロコモ予防体操

講　座

図書館10:00～12:00 図書館休館日 セ13：30～14：30

7月29日 7月30日 7月31日 8月1日 8月2日 8月3日 8月4日
ボードゲーム

体験会
第13回町小中学

生競書大会

図書館10:00～12:00 図書館休館日

8月4日 8月6日 8月7日 8月8日 8月9日 8月10日 8月11日

図書館休館日 ハープ体験講座 ハープ体験講座

ハープ体験講座
宮10:00～11:30 宮19:00～20:30

宮13：30～15：00

（生涯学習センター・宮崎・越前・織田・糸生分館　講座等）

 入賞作品展示
　セ 8/1～8/20

※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

海の日

山の日


