
平成２９年5月 第２６２号

～ 越前町生涯学習センター 織田分館 ～

〒916-0215   越前町織田36-1 

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

E-mail o-gakusyu@town.echizen.lg.jp

織田地区の人口

（4月1日現在）

男 ２，１４４人

女 ２，３４０人 計４，４８４人

世帯数 １，４１９世帯

【【日 時】 ６月５日（月）～６月７日（水）

午後７時３０分～午後９時３０分

【場 所】 織田コミュニティセンター ２階 小会議室

【講 師】 仲保 美智枝 氏 （テクニカルプロデュース㈱）

【参加費】 ５００円（テキスト代）

【定 員】 １０名

（文字入力のできる方：３回共に受講可能な方）

【締 切】 ５月２６日（金）

※ 定員になり次第締め切らせていただきます。

【申込先】 織田分館（３６－１１１１）

～パソコン持込み可能です。申し込み時にお知らせください。～

パソコン講座

※上記講座は、朝日地区でも開催します。
受講希望の方は、生涯学習センター（３４－２０００）にお申し込みください。

【朝日地区】 日 時：５月２３日（月）２４日（火）２５日（水）

午後１時３０分～３時３０分

締 切：５月１８日（木）

今や日常生活の中で、「パソコン」というツールは

必要不可欠なものとなりました。

今回は、エクセルの基礎となるデータ入力や、表の

作成方法を学びましょう！！



織田地区区民体育祭のお知らせ

家族そろってご参加ください。

詳しくは６月広報に折り込みのプログラムをご覧ください。

と き ：６月１1日(日)

午前９時 開会式

午前９時３０分 競技開始

（雨天中止、小雨決行）

と こ ろ : 織田中央公園グランド

越前町体育協会織田支部

夏休み期間中に、織田小学校と萩野小学校のプールを開放します。

そこでの「プール 監視人」を募集します。

高校生以上でご希望の方は、織田分館 （３６－１１１１）へ

お電話下さい。ご応募お待ちしております。

・雇用期間 ７月２１日(金) ～ ８月９日(水)

※土日は休みです。

・勤務時間 午後０時４５分 ～ 午後３時１５分まで

・時 給 ７５０円

・仕事内容 プール開放準備、監視、清掃（後片付け）





部門名 № 団　体　名 活　動　内　容 実　施　日　時

1 手工芸(籐愛好会) 籐編み活動
第１・３金曜
19:30～21:30

2 パッチワーククラブ かばん等の製作
第２土曜
13:30～15:30

3 手あみ 毛糸の編み物製作
第３土曜
13:30～15:30

4 越前町民混声合唱団
合唱

（4地区全体で行ないます）
毎週火曜
19:30～21:50

5 織田カラオケクラブ カラオケ練習
毎週金曜
19:00～22:00

6 POLO音’S 琴練習
毎週土曜
10:00～15:00

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

8 フジオカリナ織田教室 オカリナ練習
第２・４水曜
9:00～12:00

9 OTAウクレレクラスタ ウクレレ練習
第１・３火曜
20:00～22:00

10 えちぜん弦楽アンサンブル 弦楽アンサンブル
毎週木曜
19:30～21:30

11 宗生流剣詩舞道会　織田 吟舞
毎週月曜
19:30～22:00

12 Litlle Jump(リトル ジャンプ)
ダンス練習

（保育園児・小学生対象）
毎週水曜
19:30～21:00

13 芳葉会 生花セミナー
第３土曜
14:00～16:00

14 着付けサークル　着真専科 着物着付け練習
第３水曜
20:00～22:00

15 整体体操 整体体操
毎週火曜
19:30～21:00

16 ヨガ教室 ヨガ（健康増進）
毎週木曜
20:00～21:00

美術

工芸

音楽

芸能

教養
　

文化

問い合わせ先 生涯学習センター織田分館 ℡ ３６－１１１１

織田コミュニティセンター 定期利用団体のご紹介

織田コミュニティセンターでは、多くの団体が定期的に

自主活動しています。

新たにチャレンジしたいという方は、一度のぞいてみませんか。

代表の方をご紹介します。



日 月 火 水 木 金 土

4月30日 5月1日 5月2日 5月3日 5月4日 5月5日 5月6日

5月7日 5月8日 5月9日 5月10日 5月11日 5月12日 5月13日

図書館休館日

5月14日 5月15日 5月16日 5月17日 5月18日 5月19日 5月20日

資源回収

織田地区子ども会
織 ８：００～

図書館休館日

5月21日 5月22日 5月23日 5月24日 5月25日 5月26日 5月27日

図書館休館日 パソコン寺子屋
（Excel 初級編）

パソコン寺子屋
（Excel 初級編）

パソコン寺子屋
（Excel 初級編）

基礎代謝UP講座
セ13:30～15:30 セ13:30～15:30 セ13:30～15:30

織10:00～12:00

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

図書館休館日

基礎代謝UP講座
織10:00～12:00

6月4日 6月5日 6月6日 6月7日 6月8日 6月9日 6月10日

図書館休館日

基礎代謝UP講座
織10:00～12:00

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～

織19：30～21:30 織19：30～21:30 織19：30～21:30

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（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

憲法記念日 みどりの日 こどもの日
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