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 ７月２日から４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・

常磐小・糸生小の４年生２９人が参加しました。児童たちは、食事の準備や後片付け、お掃除な

どの家事にも積極的に取り組みました。また、違う学校のお友達ともすぐに仲良くなり、みんな

で協力して取り組んでいました。 

 この合宿通学事業では、前期（朝日小学校児童対象）と今回の後期を合わせて、各種団体から

約70人のボランティアの皆さんにご協力いただきました。子どもたちに対して温かく指導してく

ださり、本当にありがとうございました。 

○ ボランティアのみなさんのおかげでほう

ちょうの使い方がわかりました。家でも料

理を手伝おうと思いました。  

○ お母さんはいつもこんなに大変だったと

は知らなかったです。毎日家事をしている

お母さんはすごいと思いました。 

○ みんなときょう力できてよかったです。 

○ 団体生活の中で、みんなに合わせる努

力をしていると感じられ、合宿通学は良

い経験だと思いました。 

○ 進んで自分からやる子が増えていると

感じました。食事も自分たちで作るため

か、たくさん食べていたように思います。  
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日時：11月13日（日） 
　　　 午後１時開演 
場所： 泰澄の杜｢多目的室｣
　
　

 町立図書館からのお知らせ 

イベントのご案内 

日時：８月1９日（土） 

    午後１時～３時 

場所： 越前町生涯学習センター  

           

 文化協議会の活動内容のご理解と、活動に参加していただくため、体験教室を開催します。

興味ある体験に是非参加してください。 

日  時：８月２７日（日） 

          開場 13：00  開演 13：30 

場  所：朝日多目的ホール（カメリアホール）  
 

入場料：大人１，０００円（前売り）/１，５００円（当日）              

    高校生以下５００円（前売り）/８００円（当日） 

 

  
 

【ゲスト】 

*広島ジュニアマリンバアンサンブル 

*石原 有希子 

 

【共演】 

*えちぜんマリンバ楽友会      

 日本画・水墨画・大正琴・フラダンス 

  吟舞・民踊・雅楽・詩吟・手話 
（体験教室スタンプラリー：小中学生対象に実施） 

 

JA越前丹生の協力をいただき、ポン菓子や麦とろ麺 

流しのプレゼント。冷たいスイカもあります！    

移動図書館の様子をご紹介！ 

町立図書館は、月に1・2回、小学校（朝日・常磐・糸生）で
移動図書館を行っています。ホール等に本を並べ、児童のみ
なさんは、選んだ本を利用者カードで借りることができます。 
 
  
  

7月5日 糸生小学校 

環境委員さんが本を 
並べてくれます♪ 

この日の貸出は２３２冊！ 

８月の土曜日・日曜日と8月11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)  

※本館のみ。分館は通常開館。 

町立図書館 延長開館 

の おしらせ 

 新刊案内   ※購入図書の一部です。 

  

「腐れ梅」    澤田瞳子   「孤独のすすめ」  五木寛之 

「明治乙女物語」滝沢志郎  「死体監察医の告白」上野正彦 

「嵯峨野花譜」  葉室 麟  「暗闇のアリア」  真保裕一   

「空に咲く恋」  福田和代  「ピアリス」    萩尾望都 

 



 講座・教室のご案内  

町文協 からのお知らせ  

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ています。小中学生の力作をぜひ、ご覧ください。 
 

【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）  
 

【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 

 

※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。 

 美肌効果のあるハーブ、エッセンシャルオイルを使った石けんを手作りしてみましょう。 

１００％植物性の石けんなので、余計な添加物もなく安心して使用できますよ。 

 泡立ちもよく、健康的な素肌づくりや香りによるリラックス効果もあるハーブ石けんで、

生活を心地よくしてみませんか？ 
 

 【日 時】  8月２5日（金） 午後７時３０分～８時３０分 

 【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      

 【参加費】  ９００円（２種類の石けんの材料代として） 

 【締 切】    ８月２１日（月） 

 最近、運動で汗を流していないな・・・という方に特におすすめ♪ボクシングの練習
メニューをとりいれた運動で、音楽に合わせて汗を流しましょう！ 
 脂肪を燃焼させることで代謝アップの効果が期待できます。日頃のストレスも解消し
て気分爽快になりましょう！ 
 

 【日 時】  ９月１日（金）・８日（金） 午後７時３０分～８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  加藤 勇輝 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】  ８月30日（水） 

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

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
健康ストレッチ

講座
おはなしひろば１

セ 13:30～14:30
図書館織田分館

14:00～14:30

あっと・ザ・サイエンス

朝日コミュニティーセンター

13：30～14：30

8月6日 8月7日 8月8日 8月9日 8月10日 8月11日 8月12日
ハープ体験教室 おはなしひろば２

宮10:00～11:30 図書館織田分館
14:00～14:30

図書館休館日

8月13日 8月14日 8月15日 8月16日 8月17日 8月18日 8月19日
こども歴史体験
講座２（要予約） 競書大会表彰式

図書館休館日
織田文化歴史館

10：30～13:00
カ 10；00～

文協“あさひ”
フェスティバル
セ 13:00～15:00

8月20日 8月21日 8月22日 8月23日 8月24日 8月25日 8月26日

おはなしひろば３
手作りハーブ
せっけん講座

図書館休館日
図書館織田分館

14:00～14:30
セ 19:30～20:30

8月27日 8月28日 8月29日 8月30日 8月31日 9月1日 9月2日

第１０回えちぜん
マリンバコンサート

カ 13:30～

パンチ・エクサ
サイズ講座

白山開山1300年
記念特別企画

図書館休館日
セ 19:30～20:30

織田文化歴史館
9:00～15:00
（要予約）

9月3日 9月4日 9月5日 9月6日 9月7日 9月8日 9月9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 ： 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      

山の日 

歴史図書・マンガフェア開催中！ 

織田文化歴史館 文化交流ホールにて 

夏休み限定 ８月３１日（木）まで 

１０：００～１８：００（月曜日休館） 
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