
越前地区の人口（９月１日現在） 

 ４，６１３人 （男 ２，２０３人、女 ２，４１０人） 

 世帯数  １，６６１世帯 

編集発行  越前町生涯学習センター 
                                    越前分館 
           福井県丹生郡越前町道口1－24－1 
   TEL0778-37-7712 / FAX0778-37-1301 

 9月2４日、アクティブランド体育館で、越前地区体育協会主催の「ドッジボール大会」が 
開かれました。 
 競技は、小学生の部、中学生～40才の部、41才以上の部、レディースの部の4部門で、 
越前地区各地区を5ブロックに分けて、20チームが参加しました。 
 各チームが和気合いあいと楽しく競技し、応援の皆さんとともに親睦と融和が深められ、 
大盛況にて終了しました。 
 

  ◎総 合 優 勝      上岬・梅浦地区 

  ○小学生の部優勝    宿・新保・城ヶ谷地区   ○中学生～４０才の部優勝 上岬・梅浦地区 

  ○４１才以上の部優勝  道口・厨地区        ○レディースの部優勝    小樟・大樟地区 



 
 文化祭期間中の美術展の作品、ステージ出演への申し込みを 
下記の要領で受付します。ぜひご応募ください。 

【開催日時】 平成２９年１０月２８日（土）～２９日（日） 

       ★美術展は両日  ★ふれあいステージ出演は２９日（日） 

        ほかにバザー、体験コーナーもあります  

【開催場所】 越前町 厨 アクティブランド体育館 

【応募締切】 平成２９年１０月 ６日（金） 

【作品搬入】 平成２９年１０月２５日（水） 午後７時から搬入可 

【出品、出演の申し込み先・お問合せ先】 

       越前町文化協議会越前美咲支部 事務局 川辺 ０９０－９７６６－４８２２ 

       越前コミュニティセンター   担 当 大橋 ３７－７７１２ 

        

 ※申込書は越前コミュニティセンターにあります 

 
 

 ワードをつかった年賀状やカレンダーづくりにチャレンジしましょう！ 

 お気に入りの写真やイラストで、オリジナルな年賀状やカレンダーをつくることができます。              

 自分がデザインしたものができるとうれしいし、パソコンライフも楽しくなります。   

 ご希望の会場にお申し込みください。 

  

 【講 師】   仲保 美智枝 氏（パソコンインストラクター）   
 【定 員】   各地区 １０名（３日とも受講できる人）     
 【参加費】   テキスト代として、５００円   
 【持ち物】     写真・イラストのデータ（デジカメ、ＳＤカード、ＵＳＢメモリー 

         などに入れてお持ちください）  

                 ※お持ちでない方には、サンプル写真をご用意します。 
 【その他】   パソコンの持ち込みＯＫです。バージョンをお知らせください。 
 

 

 ※宮崎地区は下記の日程で開催します。募集は１１月号で行う予定です。                                                       

【日時・会場】 １１／２９（水）・３０（木）・１２／１（金）午後１時３０分～３時３０分                   

        宮崎コミュニティセンター  

地区 開催日 時間 会場 申込先 申込締切

朝日 １１／１５（水）・１６（木）・１７（金） 午後１時３０分～３時３０分 越前町生涯学習センター ＴＥＬ３４－２０００ １１／１０（金）

越前 １１／７（火）・１４日（火）・２１（火） 越前コミュニティセンター ＴＥＬ３７－７７１２

織田 １１／８（水）・９日（木）・１０（金） 織田コミュニティセンター ＴＥＬ３６－７７１２

１１／２（木）午後７時３０分～９時３０分
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※網かけの日は休館日です。※月曜始まりの暦です。

23

・―・―・―・―・１０月開館カレンダー・―・―・―・―・
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～みんなでつくる地域コミュニティ～ 

越前地域コミュニティ運営委員会 

【日 時】 １１月７日（火）・ ２１日（火）の２回 

       午後７時３０分～午後８時３０分 

【会 場】 越前コミュニティセンター 

【講 師】 高木 香織氏（生涯体育学習振興機構） 

【参加費】 無料 

【定 員】 １０名（定員になり次第締め切ります） 

【持ち物】 内ズック、タオル、飲み物  

【申込先】 越前地域コミュニティ事務局   

              ℡３７－７７１０  

 ママ友倶楽部 

「えちぜん健康チャレンジ」協力事業です 

越前町立図書館 越前分館 だより 

新着情報 

●希望が死んだ夜に     天祢 涼 

●７人の名探偵       綾辻 行人 ほか 

●相撲見物（英文併記）   伊藤 勝治 

●署長・田中健一の幸運   川崎 草志 

●星ちりばめたる旗     小手鞠 るい 

●緑の窓口         下村 敦史 

●おじいさんに聞いた話   トーン・テレヘン 

●マスカレード・ナイト   東野 圭吾 

                     ほか 

★月まつりのおくりもの     石井 睦美 

★うっかりの玉         大久保 雨咲 

★絵本 眠れなくなる宇宙といのちのはなし 

              佐藤 勝彦 

★ぼくのおとうさんとおかあさん みやにしたつや 

★君たちはどう生きるのか    吉野 源三郎 

ほか 
 

・－・第71回読書週間・－・ 

 10月27日（金）から2週間の読書週間が始まり

ます。今回の標語は「本に恋する季節です。」です。 

 図書館に勤めていますと、年中、「本に恋してい

る」方々に会うことだ出来ます。また、恋の仕方も

様々で、ある分野に限って「恋する」人や本全般に

「恋する」人、風邪をひいたように一時お熱を上げ

る人、よい意味で、ストーカーのようにある作家さ

んの本に付きまとう人、と様々です。 

 私は、今、相原茂さん（中国語学）の「言葉をめ

ぐる文化」についての本に恋しています。きっかけ

は些細なもので、中国語の辞書を図書館で購入した

時にみた編者の名前です。日本語とは違う、言葉の

文化についての不思議がいっぱいで、とても興味深

い本です。 

 ・－・－・－・－・－・－・－・－・－・―・ 

一 般 書 児 童 書 



日 月 火 水 木 金 土

１０月１日 ２ ３ ４ ５ ６ ７

ロコモ予防講座 子ども料理教室

セ13:30～14:30 越9：30～11：30

８ ９ １０ １１ １２ １３ １４
子ども

パソコン教室
子ども料理教室

越17：00～18：30 越9：30～11：30

１５ １６ １７ １８ １９ ２０ ２１
子ども

ペン習字教室
編み物講座

越9：30～11：00 織19:30～21:30

２２ ２３ ２４ ２５ ２６ ２７ ２８
感情ストレス
チェック講座

編み物講座 秋の和食教室

宮13:30～15:30 織19:30～21:30 セ9：30～12：00

サンライズ織田
受付8:00

子ども
パソコン教室

越17：00～18：30

２９ ３０ ３１ １１月１日 ２ ３ ４

編み物講座

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）

越前町ふれあい
ウォークラリー

2017

 
※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      

体育の日 

文化の日 

荒磯ｼﾙﾊﾞｰｹﾞｰﾄﾎﾞｰﾙ大会 

越前地区 
文化祭 
10:00～ 

ｱｸﾃｨﾌﾞ体育館 

越前地区 
文化祭 
10:00～ 

ｱｸﾃｨﾌﾞ体育館 


