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講座・教室のご案内

【日 時】 ３月１７日（火）・２４日（火）午後７時～８時３０分

【場 所】 生涯学習センター 会議室１

【講 師】 久保 彩冬氏（福井県書作家協会評議員）

【定 員】 １５名

【受講費】 ３００円（材料代として）

【持ち物】 筆ペン

【締 切】 ３月１０日（火）

筆ペン美文字講座
筆ペンで自分のお名前やご祝儀袋などの表書きをきれいにかけたらいいなと思っている人に

【講 師】 仲保 美智枝 氏（パソコンインストラクター）

【定 員】 １０名（文字入力ができる人）

【受講費】 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。

Ｅｘｃｅｌの便利な関数を使えば、複雑な計算が簡単にできます。

今回は家計簿や収支決算書の作り方について学んでみましょう。

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を目指している人はぜひご参加ください。

会場・申込先 申込締切

越前町生涯学習センター
ＴＥＬ３４－２０００

３／９（月）

開催日時

３／１１（水）・１２（木）・１３（金）
午後１時３０分～３時３０分

中止となりました

中止となりました



２月２日、冬のスポーツ大会（越前町スポーツ協会朝日支部

主催）が行われました。

総勢約２８０人のみなさんが、各競技会場で冬の寒さも吹き

飛ばすほどの白熱した試合を繰り広げました。

結果は、下記のとおりです。

入賞者のみなさん、おめでとうございます。

越前町スポーツ協会朝日支部からのお知らせ

卓球

【団体】

一般男子の部 １位） フォーティズ ２位） ３位） ３位）

一般女子の部 １位） Tricky　girls ２位） ３位） ３位）

スポ少の部 １位） スポ少C ２位） ３位）

ピンポンの部 １位） スポ少ママ ２位）

越前クラブA 越前クラブB

ハイデモ マリオブラザーズ 宮崎A

朝日中1年

ママさんくらぶ

スポ少B スポ少D

ﾊﾞドﾐﾝﾄﾝ

【玉突きの部】

一般男子の部 １位）清水　雅生 ２位） ３位）

一般女子の部 １位）林　　姫菜 ２位） ３位）

ピンポンの部 １位）嶋田　真紀子 ２位） ３位）

小学1～3年の部 １位）宇野　稜翔 ２位） ３位）

小学4～6年の部 １位）宇野　愛梨 ２位） ３位）

岩本　清澄

内田　伊咲

桑原　　翼

月田　陽和

網渕　煌也 嶋田　皐月

伊藤　幸子網渕　美春

伊藤　琉騎 嶋田　真央

卓球

【個人】

一般男子の部 １位） 林　　良紀 ２位） ３位） ３位）

一般女子の部 １位） 嶋田　佳奈枝 ２位） ３位） ３位）

スポ少４年以下の部 １位） 水島　　臣 ２位） ３位）

スポ少5～6年の部 １位） 宇野　愛梨 ２位） ３位） ３位）

一般ピンポンの部 １位） 嶋田　真紀子 ２位） ３位） 宇野　佳枝 ３位） 凌　　孝恵

嶋田　皐月 網渕　煌也 上野　百合香

伊藤　幸子

齊藤　美優 坊　　すみれ 上杉　結季

宇野　りょうと 網渕　菜々芭

永吉　　佑 加畑　慶彦上坂　拓也

ﾊﾞﾄﾐﾝﾄﾝ

中級の部 １位） キノシタ ２位） ３位）

木下　　徹

木下　和子

小学生女子の部 １位） 仲良し

鷲田　菜々子

宮川　倖奈

ファミリーの部 １位） みちすけ ２位） ３位）

宮川　蒼介

宮川　道洋

関口　　孝徳

倉内　秀康

倉内　由紀

佐々木　正則

昭和ベル

仲良し WYV

臼杵　和奏鷲田　太一

鷲田　明子 臼杵　由姫

ﾊﾞﾄﾐﾝﾄﾝ



町立図書館からのお知らせ

臨時休館のお知らせ

蔵書点検を行うため、上記の期間休館します。

図書の返却は、当館の「本のポスト」か分館

をご利用ください。

皆様にはご迷惑をおかけしますが、ご理解と

ご協力をお願いします。

３月１６日（月）～１９日（木）

おはなし会

〇３月１４日（土） 午後２時 ～
読み聞かせ

工作：おりがみで

「はらぺこあおむし」を

作ろう！

（おはなしあい・愛）

〇３月2８日（土） 午後２時～

読み聞かせ

自由絵画

自由に絵を

描いてみよう!

（にじの会）

一般の部（前半） １位） 西川　栄子 ２位）

一般の部（後半) １位） 牛若　一男 ２位）

ファミリーの部 １位） 西田中 2位） 花まる 西田中

城戸　健汰・繁徳 橋本　尚香・友滋

細川　一男高橋　悦子

山下　清子 三谷　三重子３位）

３位）

３位）

 城戸　大輝・雪代

室内グラウンドゴルフ室内グラウンドゴルフ

１位）

２位）

３位） 気比庄

上糸生

フレッシュ

室内ゲートボール室内ゲートボール

混合の部 １位） スペード ２位） ３位） ダイヤ

女子の部 １位） クイーンズ ２位） ３位） MIXⅡ

ジョーカー

サンフラワー

ソフトバレーボールソフトバレーボール

室内ペタンク

１位） 田中C

２位） 栃川

３位） 横山A

室内ペタンク

【新刊案内】
＜一般書＞

『イマジン？』 有川 ひろ

『インタビューズ』 堂場 瞬一

『首』 北野 武

『高校事変 5』 松岡 圭祐

『三世代探偵団』 赤川 次郎

＜児童書＞

『こうえんのおばけずかん』 斉藤 洋

『食虫植物のわな』 木谷 美咲

『宮本武蔵』 神田 松之丞 ほか

中止と
なりました

中止と
なりました



日 月 火 水 木 金 土

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

第１１回芸能祭
パソコン講座
家計簿マスター

パソコン講座
家計簿マスター

パソコン講座
家計簿マスター

陶芸村文化交流会館 織19:00～21:00 織19:00～21:00 織19:00～21:00 

開演13:00 図書館休館日

3月8日 3月9日 3月10日 3月11日 3月12日 3月13日 3月14日

　図書館休館日
パソコン講座
家計簿マスター

パソコン講座
家計簿マスター

パソコン講座
家計簿マスター

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

3月15日 3月16日 3月17日 3月18日 3月19日 3月20日 3月21日

天王川美化運動 　図書館休館日 筆ペン美文字講座

8:30～（雨天延期） セ19:00～20:30

3月22日 3月23日 3月24日 3月25日 3月26日 3月27日 3月28日

天王川美化運動 　図書館休館日 筆ペン美文字講座

（予備日） セ19:00～20:30

3月29日 3月30日 3月31日 4月1日 4月2日 4月3日 4月4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１６日（月）～１９日（木）

カメリアホール利用再開 ４月１日（水）～ a

中止となりました

中止となりました

中止となりました

中止となりました


