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ペン習字教室 

子ども料理教室 

 ５月から今年度の「放課後子ども教室」の活動がスタートしました。ペン習字・子ども料理教室・朝

日っ子塾、その他の活動も現在計画中です。  

 コツコツ続けることは着実に自分の力になります！さあ、受講生のみなさん、１年間お友達と仲良く、

楽しく学んでいきましょうね。  

朝日っ子塾 

いつもよりもゆっくり丁寧に書く練習を

しました。 

先生に直してもらったところを気をつけ

ながら書きました。1年後には上手に綺

麗な字が書けるようにがんばります！ 

第1回はサンドイッチ・レタスのスー

プ・フルーツヨーグルトをつくりまし

た！どの班も美味しそうに出来上がりま

したね。野菜の切り方など包丁の使い方

を習いました。ぜひお家でもお手伝いし

てください！ 

はじめましての会☆ 

自己紹介と名札作りをしました。これから

1年間このメンバーで活動します。普段で

きないような体験をしたり、おでかけに行

きます！今年は何をするのか楽しみだな♪ 



 センターからのお知らせ 

 プール監視員の仕事を希望する人はご連絡 

ください。 

【対象・人数】 高校生以上で泳げる人 ２０人 

【期間】 ７月２１日（金）～８月９日（水） 

             ※ 土曜、日曜は休み 

【勤務時間】 午後 

【勤務場所】 朝日・常磐・糸生小学校 プール、 

       朝日南・ Ｂ＆Ｇ プール 

【時給】 ８００円 

 【お問合せ】 スポーツ振興課 

       ☎34－8730(直通) 

 ５月２1日、春のスポーツ大会（越前町体育協会朝日支部 主催）が行われました。当日は天気

にも恵まれ、２５０人の参加者は爽やかな汗を流し、白熱した試合を繰り広げました。結果は以下

のとおりです。入賞者のみなさん、おめでとうございます。 

☆ソフトバレーボール☆ 

女子の部     １位 クイーンズＡ   ２位 北っ子ママ     ３位 サンフラワー    

混合の部     １位 ダイヤ        ２位 ハート           ３位 スペード 

 

☆グラウンドゴルフ☆ 

男子の部     １位 戸田 重則      ２位 藤井 正美         ３位 高橋 渡 

女子の部     １位 千秋 恵美子     ２位 加藤 智恵子          ３位 源甲斐 栄子 

 

☆ペタンク☆                       

１位 気比庄A ２位 気比庄C ３位 佐々生    

 

☆ゲートボール☆ 

１位 朝日南部 ２位 上糸生   ３位 気比庄 

      2017 国際音楽祭 in 越前町 ～プロの演奏を身近に感じてみませんか？～ 

 

 ヨーロッパ一評価の高いホルン奏者のパラティヌス・フェレンツさんと、国内外で活躍中の

クラリネット奏者の豊永美恵さん、ピアニストの木下由香さんによるコンサートです。 

この機会に国内外で活躍するプロの演奏家による素晴らしい音楽をお楽しみください。 

  

【日 時】６月１６日（金）１９時００分～ 

【場 所】越前町生涯学習センター 朝日多目的ホール（カメリアホール） 

【入場料】５００円（高校生以下無料） 

  

園児のためのコンサート 

 越前町内の保育園年長児を対象としたコンサートです。未就園児や一般の方も入場できます。 

【日 時】６月１４日（水）１４時００分～ 

【場 所】越前町生涯学習センター 朝日多目的ホール（カメリアホール） 

【入場料】無料 

 4月18日、朝日地区グラウンドゴルフ協会 春の大会

が開かれ、110人の選手のみなさんが参加しました。 

【男子の部】 

１位）  堤  邦夫（気比庄） 

２位）真田 政雄（天宝） 

３位）青木 廣榮（常磐） 

４位）髙野  隆  （栃川） 

５位）細川 一男（朝日） 

【女子の部】 

１位）春木 久子（内郡） 

２位）山田百合子（新庄） 

３位）平尾 頼子（上川去） 

４位）荒木 桂子（常磐） 

５位）三谷ミツ江（西田中） 



 講座のご案内  

 町立図書館からのお知らせ 

日 時  ６月２４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  寺尾 健夫 氏（福井大学 教育学部 教授） 

受講料  無 料 

◎講師 

寺尾 健夫（てらお たけお）氏  

 

  

 問い合わせ  越前町生涯学習センター ☎ 0778-34-2000 

   ※ 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。 

 

【一般書】 

『暗手』        馳 星周    

『父』         辻 仁成 

『ライオン・ブルー』  呉 勝浩  

『最愛の子ども』    松浦理英子 

           

            ※購入図書の一部です 

「日本の歴史」で習う内容について、昭和時代と平成時代の中学校歴史教科書の内容を比べます。 

私たち大人が、昔学校で習って「歴史の常識だよ！」と思ってきた知識が、歴史学の最新の研究によって

大きく変わってきていることを、興味 深い人物や出来事を取り上げながら紹介します。  

  １．歴史教科書はどの様に作られているのか？ 

  ２．ここまで変わった教科書の内容 原始～近・現代まで  

  ３．大きく変わっていく未来社会に備えて書き換えられる学習内容 

第2・第4土曜日は「おはなし会」の日！ 

午後2時から、読み聞かせ。 

その後は、工作をしたり、絵を描いたりします。 

ぜひ、遊びにきてください。 

※第４土曜日は、絵

の具を使います。 

汚れてもいい服装で

お越しください。 

 

子ども読書週間のイベントを開催しました！ 

図書館の開館時間や絵本に出てくる主人公の

名前など、館内に貼ってある図書館クイズに

挑戦してもらいました。 

４月22日 
5月13日 

コマと風車を作りました♪ 

参加してくださった皆さま、ありがとうございました。 

6月のチャレンジコーナーは 

「しかけカード」作り♪ 

  

イロイロな「しかけ」のある楽しいしかけ絵本

も展示してあります。作り方の本もありますの

で、ぜひ、ご覧ください。 

        ※材料がなくなり次第終了 



日 月 火 水 木 金 土

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 6月10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～

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

6月11日 6月12日 6月13日 6月14日 6月15日 6月16日 6月17日
園児のための

コンサート
2017国際音楽祭

in越前町

図書館休館日 カ 開演14：00 カ 開演19：00

6月18日 6月19日 6月20日 6月21日 6月22日 6月23日 6月24日

ライフ・アカデミー共
通講座

図書館休館日 セ 開演13：30

6月25日 6月26日 6月27日 6月28日 6月29日 6月30日 7月1日

編み物講座

図書館休館日 織19:30～21:30

7月2日 7月3日 7月4日 7月5日 7月6日 7月7日 7月8日

編み物講座

図書館休館日 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      
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