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講座・教室のご案内

センターからのお知らせ

【日 時】 ３月１７日（日） 午前８時３０分～午前１１時

小雨決行 ※雨天：３月２４日(日)に延期

【 ところ 】 天王川・天谷川・越知川・和田川

【集合場所】 新庄山車会館前（社会福祉センター後ろ）

【内 容】 草刈りとゴミ拾い（軍手・カマ持参）

※ お願い 天王川堤防にて回収したゴミは、可燃物を河川に近い側に、

不燃物・粗大ごみ・危険物は、その反対側に分けて置いて

くださいますようお願いします。

天神橋の架け替え工事等、工事施工中の箇所には

近づかないでください。

事業所・家庭から出たゴミは出さないでください。

昔から「おなかの掃除屋」として食されてきた「こんにゃく」。豊富な食物繊維とカルシ

ウムを含み、コレステロールと糖の吸収を抑える効果があるため、現代人の悩みである肥満

や生活習慣病の予防・改善に役立つ低カロリーな食材として注目されています。

今回は、こんにゃくをつかったヘルシーな料理をたくさん学びましょう！

【日 時】 ３月２０日（水） 午前９時３０分～正午

【場 所】 越前町生涯学習センター ２階 調理室

【講 師】 珠村よしみ 氏

【定 員】 １5名

【参加費】 ５００円（材料費として）

【持ち物】 エプロン、マスク、三角巾

【締 切】 ３月１５日（金）

【共 催】 ｅ‐とこ朝日

メニュー

・こんにゃく入りグラタン

・こんにゃくと柿のカルパッチョ

・安倍川風こんにゃく

ほか



２月３日（日）に「平成３０年度 冬のスポーツ大会」が行われ、

寒さも吹き飛ぶほどの白熱した試合が繰り広げられました。

各種目の試合結果は、下記のとおりです。

☆卓球☆

☆バドミントン☆

☆室内グラウンドゴルフ☆

冬のスポーツ大会 結果報告

【全員玉突き】

一般男子の部 １位） 林　滉裕 ２位） 岡　暖大 ３位） 清水　雅生

一般女子の部 １位） 清水　樹 ２位） 山口　華穂 ３位） 嶋田　佳奈栄

ピンポンの部 １位） 宇野　よしえ ２位） 網渕　美春 ３位） 嶋田　真紀子

小学1～3年の部 １位） 伊藤　りゅうき ２位） 嶋田　真央 ３位） 宇野　りょうと

小学4～6年の部 １位） 林　姫菜 ２位） 山岸　安曇 ３位） 宇野　愛梨

【団体】

一般の部 １位） 越前クラブＡ ２位） フォティーズ ３位） 越前クラブＢ ３位） syamu game

スポ少の部 １位） バタフライ ２位） サターン ３位） ビクタス ３位） ニッタク

【個人】

一般男子の部 １位） 林　滉裕 ２位） 上坂　拓也 ３位） 山本　たかふみ ３位） 宇野　敬則

一般女子の部 １位） 嶋田　佳奈栄 ２位） 松井　かりん ３位） 内山　桜伽 ３位） 藤井　智絵

スポ少1～2年の部 １位） 宇野　りゅうと ２位） 伊藤　りゅうき ３位） 水島　臣 ３位） 嶋田　真央

スポ少3～6年の部 １位） 宇野　愛梨 ２位） 駒野　翔太 ３位） 月田　陽和 ３位） 伊藤　碧生

一般ピンポンの部 １位） 嶋田　真紀子 ２位） 伊藤　幸子 ３位） 上野　奈津江

一般の部 １位） ニッシー＆ガックー

西宮　侑輝

林　　岳杜

中級の部 １位） ベル

倉内　秀康

倉内　由紀

小学生の部 １位） T・R兄弟 ２位） ありんず ３位） ゆずの

藤井　翔羽 南部　有咲 荒木　優杏

國兼　龍翔 五十嵐　叶望 中谷　涼乃

ファミリーの部 １位） 市橋 ２位） ミヤガワ ３位） チームわしだ

坂本　空 宮川　朱莉 鷲田　菜々子

市橋　幸美 宮川　道洋 鷲田　明子

ﾊﾞﾄﾐﾝﾄﾝ

一般の部（前半） １位） 塩屋　輝明 ２位） 山下　清子 ３位） 橋谷　義孝

一般の部（後半) １位） 西川　栄子 ２位） 高橋　悦子 ３位） 藤井　賢一

ファミリーの部 １位） チームあやか ２位）　橋本１号

　　　　橋本　子龍・友滋

３位） 健汰チーム

増田　彩華・久美子

城戸　健汰・雪代

室内グラウンドゴルフ



☆ソフトバレーボール☆

☆室内ゲートボール☆☆室内ペタンク☆

町立図書館からのお知らせ

混合の部 １位） ハート ２位） ダイヤ ３位） スペード

女子の部 １位） クイーンズ ２位） サンフラワー ３位） 北っ子ママ

ソフトバレーボール

１位） 田中Ｂ

２位） 栃川Ａ

３位） 新庄Ｂ

室内ペタンク
１位） フレッシュ

２位） 朝日・南部

３位） 気比庄

室内ゲートボール

※開館中、いつでもできます。

※図書の返却は、夜間返却口か分館を

ご利用ください。

チャレンジコーナー

３月のおはなし会

（午後２時から）

9日（土）

おはなし

ぬりえ

※ノンタンや ぶうぴょんに 色を塗って

かわいくしてね♪

23日（土） おはなし・ 自由絵画

※材料が無くなり次第、終了

３月４日（月）～７日（木）は、

蔵書点検のため、お休みです。

本を借りると参加できます。

かたちで △ ■ ◇ あそぼう！

DVDが増えました！

（館外貸出はできません。）

「リメンバーミー」 本編約105分

「写真甲子園 0.5秒の夏」 117分

「wonder ワンダー君は太陽」 本編113分

「アナと雪の女王 家族の思い出」 68分

「ざんねんな いきもの事典」 本編約50分

「ちびまる子ちゃん」

友達のエピソード② 118分

夏のエピソード① 118分

工作のエピソード① 118分

※館内でご覧いただけます。

※図書館の利用者カードを お持ちください。

２月９日の様子

テーマ本 「今日の気分は、何色？」

書名に「色」が入っている本や色に関する本

を集めました。例えば、

「黒い箱」 阿刀田高：著

「グリーン・レクイエム」 新井素子：著

「牡丹色のウエストポーチ」赤川次郎：著

「貴船菊の白」 柴田よしき：著

「きれいな色とことば」おーなり由子：著

※本を借りた方に、カラーしおりをプレゼント

します。 （無くなり次第、終了）

４つのパズルで

「ふね」

3月16日からは

「チャレンジ１０」も始まるよ。

※指定された形と同じ形を

パズルで作ってもらいます。

輪ゴムに
ひっかけて
とばします。

わりばし工作



日 月 火 水 木 金 土

2月24日 2月25日 2月26日 2月27日 2月28日 3月1日 3月2日

3月3日 3月4日 3月5日 3月6日 3月7日 3月8日 3月9日

第１０回芸能祭
健康ストレッチ

講座

カ 開演13:00 図書館休館日 糸10:00～11:00

3月10日 3月11日 3月12日 3月13日 3月14日 3月15日 3月16日

図書館休館日

3月17日 3月18日 3月19日 3月20日 3月21日 3月22日 3月23日

天王川美化運動
こんにゃくでヘル
シークッキング

8:30～（雨天延期） 図書館休館日 セ9:30～12:00 図書館休館日

3月24日 3月25日 3月26日 3月27日 3月28日 3月29日 3月30日

天王川美化運動

（予備日） 図書館休館日

3月31日 4月1日 4月2日 4月3日 4月4日 4月5日 4月6日

図書館休館日

（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 ： 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

春分の日

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

町立図書館臨時休館 ３月４日（月）～３月７日（木）


