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宿 学 合 

 ６月４日から６日までの２泊３日、生涯学習センター糸生分館で合宿通学が行われ、朝日小学校

４年生のうち４０名が参加しました。合宿通学は、子どもたちが親元を離れ共同生活をするなかで、

基本的な生活習慣を身につけ、地域の皆さんとのふれあいを通じて、幅広い人間関係を築くことを

目的としています。 

 常磐・糸生・朝日小

学校合同の合宿通学は、

７月２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

まどいながらも、責任をもってやりとげる大切さを学び、学校では

味わえないような友達との交流やボランティアの皆さんの温かさを

感じたようです。 
 

・自分のことを自分でやるのはとてもたいへんなんだなと思いました。 

 

・わからないことをボランティアの人がいっぱいおしえてくれました。 

 次からは自分でがんばってみようとおもいました。     



 

朝日中学校の２年生４名が、 

職場体験に来てくれました♪ 

（５月２５日・２６日） 

移動図書で常磐小学校に持って
いく本を選書中。 

装備の練習。 

本に透明のフィル

ムをかけています。 本を探す練習 

体験内容 
カウンター業務 

ブックコート（装備） 

書架整理、本ふき 

レファレンス（本を探す） 

テーマ本コーナーの準備 

移動図書の準備 など 

 
  
  
  

６月の子どもテーマ本コーナー
は「しかけ絵本」でした。生徒
さんが描いてくれたポスター。 

延長開館のおしらせ 
夏休み期間中７月２２日(土)～８月２７日(日)の 

土曜日・日曜日と８月１１日（山の日）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。） 

７月のチャレンジコーナーは 

「ぽっこりフリスビー」 

  

投げると、ぽっこりふくらむ 

「フリスビー」を作ろう！ 

うまく、まとに入るかな？ 

第1２回越前町小中学校競書大会「席上揮ごう会」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】  ７月２２日（土）～ ７月２７日（木） 越前町生涯学習センター 

【越前会場】  ７月２８日（金）～ ８月 ２日（水） 越前コミュニティセンター 

【織田会場】  ８月 ３日（木）～ ８月 ８日（火） 織田コミュニティセンター 

【宮崎会場】  ８月 ９日（水）～ ８月１４日（月） 宮崎コミュニティセンター 

【朝日会場】  ８月１５日（火）～ ８月１９日（土） 越前町生涯学習センター 

                 （表彰式終了まで） 

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

文協からのお知らせ  

【日 時】 ７月９日（日）午後１時～ 

【場 所】 泰澄の杜「多目的室」 

【主 催】 越前町文化協議会朝日支部 

【出演者】 

    ◆琴城流大正琴「琴零会」 

     グループ・なでしこ（大正琴）    

      ◆宗生流剣詩舞道会あさひ少年（吟舞） 

    ◆民踊 カトレア（民踊） 

    ◆たんなん歌謡教室（歌・踊り） 

 

【日 時】 ７月２３日（日）午後１時３０分～ 

【場 所】 もりの学び舎(越前町笈松)  

【出演者】 Los Amigos ロスアミーゴス 

【賛助出演】 越前町民混声合唱団 ニューエコーズ 

【主 催】 おたコンサート運営委員会 

【送迎バス】 無料 

    行き 午後０時３０分 織田コミュニティセンター 発 

  帰り 午後３時４０分 もりの学び舎 発 

【問合せ】 生涯学習センター織田分館☎３６－７７１２ 

 



  

 ハーブのエッセンシャルオイルを使って、アロマスプレーを手作りしてみませんか。 

気に入った香りをブレンドして体に優しいスプレーを作ることができます。これからの季節に役立つ 

「虫よけスプレー」、リラックスできる「快眠スプレー」の２種類から選ぶことができます。安心・ 

安全な天然素材でできた、お気に入りの香りのスプレーで生活を心地よくしてみませんか。 

 

 【日 時】  ７月２５日（火）午後１時３０分～３時 

 【場 所】  生涯学習センター  2階 会議室  

 【講 師】  稲葉 美智子氏（NPOジャパンハーブソサエティ上級インストラクター） 

 【定 員】  １０名      

 【受講費】  １，０００円（材料代として 虫よけスプレー・快眠スプレーのいずれか１２０ｍｌ） 

 【締 切】  ７月２０日（木） 

 家でもできるかんたんなストレッチを学びませんか？ストレッチには、体をほぐして心身をリラックス

させるだけでなく、疲れにくい体をつくる効果があります。 

 また、体が柔らかくなることで、基礎代謝が上がり、心身の老化予防に効果があるといわれています。

健康維持のために、夏バテ防止のために、みんなで楽しく体操をしましょう！ 

 

 【日 時】  ７月２６日（水）・８月２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 東野テツコ氏 

 【定 員】  １５名      

 【受講費】  無 料 

 【持ち物】  内ズック、タオル、飲み物   

 【締 切】  ７月２４日（月） 

 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？美味しく作るコツを先生が丁寧

に教えてくださいます。 

 

【日 時】 ７月２７日（木）午前１０時～１２時  

【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２１日（金） 

 【日 時】 ７月３１日（月）・８月７日（月） 

      午前１０時～１１時３０分  

 【場 所】 宮崎コミュニティーセンター小ホール 

 【講 師】 鎌野 太津子 氏 

 【対 象】 小学５年生以上の一般町民 

 【定 員】 １２名 ※お申し込みが５名以下の場合は中止     

 【受講費】 無料 

 【持ち物】 タオル、飲み物  

   お申込み先 

 宮崎コミュニティーセンター ☎３２－２０００ 

  

えちぜん健康チャレンジとは... 

健康受診や健康講座受講、健康づくりの

実践などでポイントを集め、記念品と交

換しましょう。お問い合わせは 

健康保険課☎３４－８７１０まで 

 

生涯学習センター宮崎分館講座 

えちぜん健康チャレンジ対象 

えちぜん健康チャレンジ対象 



日 月 火 水 木 金 土

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

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

7月9日 7月10日 7月11日 7月12日 7月13日 7月14日 7月15日

編み物講座

図書館休館日 織19:30～21:30

7月16日 7月17日 7月18日 7月19日 7月20日 7月21日 7月22日

町文協朝日支部
芸能ミニ発表会

13:00～ 図書館休館日

泰澄の杜

7月23日 7月24日 7月25日 7月26日 7月27日 7月28日 7月29日

涼風コンサート
手作りアロマ
スプレー講座

健康ストレッチ講
座

夏の和食教室

図書館休館日
セ13:30～15:00 セ13:30～14:30 セ10:00～12:00

夏野菜と果物の
スムージー講座

こども歴史体験講
座１（要予約）

宮13:00～15:00
図書館織田分館
14:00～14:30

7月30日 7月31日 8月1日 8月2日 8月3日 8月4日 8月5日

ハープ体験教室
健康ストレッチ講

座

宮10:00～11:30 セ13:30～14:30

図書館休館日

13:30～15:30
もりの学び舎
（笈松）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（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      

海の日 歴史図書・マンガフェア開催！ 

織田文化歴史館 文化交流ホールにて 

７月２１日（金）～８月３１日（木） 


	1
	2
	3
	4

