
平成２９年７月 第２６４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

（６月１日現在）

男 ２，１３１人

女 ２，３２６人 計４，４５７人

世帯数 １，４２１世帯

ハープを見たことはあるけど、実際に触れるチャンスは少ないと思います。ハープの美し

い音色は心も癒されます。自分の指で美しい音色を奏でられたら素敵だと思いませんか？

この機会にハープに触れ、童謡を弾いてみましょう。

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

持ち物 タオル・飲み物

参加費 無料

お申込み先 宮崎コミュニティセンター 電話 ３２－２０００

※ お申込みが５名以下の場合は講座を中止させて頂きます。

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。

【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

（その他の会場）

【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

８月１５日（火）～ ８月１９日（土） 〃 （表彰式終了まで）

【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

【宮崎会場】 ８月 ９日（水）～ ８月１５日（月） 宮崎コミュニティセンター

※各会場とも、最終日は16:00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。



種　　　　目 １　位 ２　位 ３　位

　　　　　　　　　　　　　４支部優勝！　おめでとう!!
　６月１１日（日）織田中央公園グラウンドにて、織田地区区民体育祭が開催されました。
前日の雨が嘘のように天気もよく、運動会日和となりました。各支部接戦の中、見事４支部が前
年度に続き優勝しました。結果は以下のとおりです。皆様大変お疲れさまでした。

優勝 ４支部

２位 ３支部

３位 ８支部

綱　引　き ４支部 ２支部 ６支部

栄光へのかけひも ６支部 ４支部 ８支部

五種目リレー ６支部 ８支部 ４支部

上や下へと大騒動 ８支部 ４支部 ３支部

玉　入　れ ４支部 ８支部 ３支部

ナイスキャッチリレー ３支部 ６支部 ４支部

★区民体育祭の写真を織田コミュニティセンターにて７月末まで展示しております。お気軽にご来館ください。

けんけんガクガクリレー ３支部 ２支部 ８支部

総合リレー ２支部 ３支部 ５支部

平成２９年度 織田地区区民体育祭

総合順位



「 涼 風 コ ン サ ー ト 」 開催のお知らせ

入場無料

≪無料送迎バスを運行します≫

行き・・・午後０時３０分発（織田コミュニティセンター）
帰り・・・午後３時４０分発（もりの学び舎）

図書館織田分館からこんにちは！

今年も開催！！ ７月２１日（金）～８月３１日（木）

“歴史図書・マンガフェア”
歴史や山に関する図書やマンガが１３００冊、読み放題！

学習マンガのほか、『アンゴルモア』『応天の門』『キングダム』『センゴク』

『チェーザレ 破壊の創造者』『天智と天武』『信長協奏曲（コンツェルト）』

『ヒストリエ』『ヴィンランド・サガ』『へうげもの』『るろうに剣心』など

★ スタンプを集めて、クジにチャレンジ ★

【対 象】幼児から中学生まで

【参加方法】図書を１冊以上貸出するごとにスタンプを１つおします。

（ただし、１日につき１つ）

スタンプが３つあつまったら、クジにチャレンジできます。

以下のイベントに参加してもクジにチャレンジできます。

※詳しくは、広報えちぜん７月号の特集記事をご覧ください。

問合せ先 織田文化歴史館・町立図書館織田分館（３６－２２８８）

景品を

あてよう！

夏休み限定！

【日 時】 ７月２３日（日）午後１時３０分 開演

【場 所】 もりの学び舎（越前町笈松） ℡３６－７７１２

【出 演】 Los Amigos （ロス アミーゴス）

※南アメリカ、アンデス山脈地方の民族音楽を中心に演奏

活動をされているグループです。

＜演奏曲＞ コンドルは飛んでゆく

コーヒールンバ、花まつり 他

【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

子ども歴史体験講座１ ７月２７日（木）午前１０時３０分～午後１時
要予約：越前町観光連盟（３７－１２３４）

おはなしひろば１ ８月　３日（木）午後２時～午後２時３０分



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 おはなしひろば

図書館休館日 織19:30～21:30 図書館織田分館

14:00～14:30

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
13:30～15:30 図書館休館日

もりの学び舎（笈松） セ13:30～15:00 宮13:00～15:00

ザリガニ釣り大会
脇谷ため池
9:00～受付

健康ストレッチ
講座

セ13:30～14:30

夏の和食教室
セ10：00～12:00

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 おはなしひろば１

宮10:00～11:30 図書館織田分館

図書館休館日

14:00～14:30

織田文化歴史館
10:30～13:00

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）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（生涯学習センター・宮崎・越前・織田・糸生分館　講座等）

ｱﾛﾏｾﾗﾋﾟｰ講座
織9:30～11:00

ﾁｮｰｸｱｰﾄ講座
織13:30～

手作りアロマ
スプレー講座

※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

織田文化歴史館・図書館織田分館 ℡３６－２２８８

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）

１０：００～１８：００（月曜日休館）
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