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 朝日地区 秋のスポーツ大会開催  

 １０月８日、秋のスポーツ大会（越前町体育協会朝日支部 主催）が行われました。当日は天

候にも恵まれ、約２４０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。 

 

☆ ゲートボール☆ 

 １位）上糸生 

 ２位）気比庄 

 ３位）朝日南部 

☆ソフトバレーボール☆  
 

 混合の部   １位）ダイヤ 

        ２位）クローバー   

              ３位）ハート 
 

 女子の部     １位）サンフラワー 

                  ２位）クイーンズＡ 

              ３位）北っ子ママ 

☆グラウンドゴルフ☆  
 

 【一般の部】 
 

  男子の部   １位）細川 一男   ２位）堤  郁夫    ３位）松田 伝 

  女子の部   １位）加藤 智恵子  ２位）山下 清子    ３位）荒木 桂子 

 
 

  【ファミリーの部】  

  １位）橋本 尚香・由香  ２位）月田 陽和・生美  ３位）丹羽 勇帆・久司 

 

 ☆ ペタンク ☆ 
 

 １位）気比庄Ａ 

 ２位）田中Ｂ 

 ３位）栃川Ｂ 

☆サッカー☆  

 １位）リトルモンスター 

 ２位）グランドキッカーズ 

※高学年は１チームのため、 

  エキシビジョンを行いました。 

 朝日地区グラウンドゴルフ秋の大会開催  

  １０月５日、越前町営球技場で朝日地区グラウンドゴルフ大会が開かれ、約１００人の選手の

みなさんが参加しました。天候に恵まれ、熱戦を繰り広げました。 

【男子の部】 

  １位）桑原 博宣（乙坂） 

  ２位）塩屋 輝明（田中） 

  ３位）清水 正信（乙坂） 

  ４位）藤井 賢一（常磐） 

  ５位）戸田 忠則（上糸生） 

【女子の部】 

  １位）荒木 桂子 （常磐） 

  ２位）清水 たまえ（乙坂） 

  ３位）千秋 恵美子（西田中） 

  ４位）源甲斐 栄子（新庄） 

  ５位）山田 百合子（新庄） 



 講座・教室のご案内  

  

 ズンバは、ノリのよい音楽に合わせて楽しく行うダンスエクササイズです。 

エネルギッシュに動いて、冬の寒さに負けない体づくりをしませんか？ 

  

 【日 時】 １２月１日（金）・８日（金）午後７時３０分～８時３０分 

 【場 所】 越前町生涯学習センター  ２階 多目的室  

 【講 師】 NPO法人生涯体育学習振興機構  南 紀代恵 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】 １１月２８日（月） 

 整理・収納や掃除のプロの先生が、年末大掃除に役立つ効率的な整理・収納や 

水回りなどの効果的なお掃除方法を教えてくださいます。  

 

【日 時】 １２月７日（木）午後１時３０分～３時 

【場 所】 越前町生涯学習センター ２階 会議室・調理室 

【講 師】 片山 貴之 氏（(株)スマイル 整理収納清掃コーディネーター１級） 

【定 員】 １５名 

【受講料】 無 料      【締 切】 １２月１日（金） 

えちぜん健康チャレンジ

   冬花の寄せ植え講習会           
 

  正月用の花の寄せ植えとハンギングバスケットタイプの2種類があります。 

 先生から冬花の特性や手入れの仕方などのコツを学びながら、楽しく寄せ植えをしましょう。 

  

【日 時】 １２月８日（金）午前１０時～正午 

【場 所】 越前町生涯学習センター  １階 学習室２ 

【講 師】 渡辺 寛幸 氏（㈱花市場 代表取締役） 

【定 員】 ２０名 

【参加費】 A・Ｂタイプとも２，５００円 

【持ち物】 ゴム手袋、袋（持ち帰り用） 

【締 切】 １２月１日（金） 
Ａ 正月用寄せ植え 

  Ｂ ハンギング 

  バスケット 

 【日 時】  １１月２９日（水）～１２月１日（金）午後１時３０分～３時３０分                   

 【会 場】  宮崎コミュニティセンター  

 【講 師】  仲保 美智枝 氏（パソコンインストラクター）   

 【定 員】  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。 

 【締 切】 １１月２４日（金）  



 町立図書館からのお知らせ 

 文協朝日支部加盟の音楽・芸能部門団体が日頃の練習成果を発表いたします。 

出演者一同、皆様のご来場をお待ちしております。 

・琴城流大正琴「福井水仙会」水仙グループ（大正琴） 

・琴城流大正琴「福井水仙会」みやび会（大正琴） 

・民踊 おりづる会（民踊）    

・手話サークル「すいせん」（手話ダンス） 

・フラダンスアイアイＡＳＡＨＩ（フラダンス） 

・堅世流吟友会（詩吟） 

・ティアーモの会（オカリナ） 

・フォークＤＥパスタ（フォークソング） 

日時：11月1９日（日） 

    午後１時から 

場所： 泰澄の杜｢多目的室｣  

 お知らせ  

平成2９年度小中学校書写・絵画優秀作品巡回展示 

優秀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】 １１月  ６日（月）～１１月１２日（日） 越前町生涯学習センター 

【宮崎会場】 １１月１５日（水）～ １１月２６日（日） 宮崎コミュニティセンター 

【織田会場】 １１月２９日（水）～ １２月１０日（日） 織田コミュニティセンター 

【越前会場】 １２月１３日（水）～ １２月２４日（日） 越前コミュニティセンター 

 主 催  越前町文化協議会朝日支部 

かわいいカニが できました！ 
    10月22日（日）、「秋のおはなし会 二回目！」が開催され 

ました。絵本２冊の読み聞かせの後は、牛乳パックでカニを 
作り、カニずもう大会をしました。「たたくと自分のカニが 
外にでる～」「あぁ～」と子どもたちの楽しげな声が響き、 
最後は館長さんから優勝・準優勝の賞品（図書カード）と参 
加賞が渡されました。 
 

絵本の読み聞かせ 

★「かにのしょうばい」 

  絵：山口マオ 

★「かにかにではれ」 

  絵：夏目省吾 

１１月のおはなし会 

11日（土） おはなし・工作 

     ※工作は「おさんぽネコちゃん」 

 

25日（土） おはなし・自由絵画 
       ※絵の具で、絵を描きます 

たおれにくいカニを作るた
め考えながら作っています。 

『極』のタグをつけたカニもいました♪ 

１１月のチャレンジコーナー 

「葉脈しおりを作ろう！」 

 

 秋の葉っぱを和紙などに 

 うつしとって、素敵な 

 しおりにしましょう。 



日 月 火 水 木 金 土

10月29日 10月30日 10月31日 11月1日 11月2日 11月3日 11月4日

編み物講座
朝日地区
総合文化祭

織19:30～21:30 セ9：00～18：00

11月5日 11月6日 11月7日 11月8日 11月9日 11月10日 11月11日

朝日地区
総合文化祭

セ9：00～16：00 図書館休館日 パソコン講座

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

11月12日 11月13日 11月14日 11月15日 11月16日 11月17日 11月18日

パソコン講座 多肉植物
寄せ植え講座

図書館休館日 越19:30～21:30 越10:00～12:00

セ13:30～15:30 セ13:30～15:30 セ13:30～15:30

11月19日 11月20日 11月21日 11月22日 11月23日 11月24日 11月25日

パソコン講座

図書館休館日 越19:30～21:30 図書館休館日

基礎代謝ＵＰ講
座 籐工芸講座

織19:30～21:30 織19:30～21:30

11月26日 11月27日 11月28日 11月29日 11月30日 12月1日 12月2日
青少年健全
育成大会

図書館休館日 籐工芸講座

カ　10:00～ 基礎代謝ＵＰ講
座

織19:30～21:30

織19:30～21:30 宮13:30～15:30 宮13:30～15:30 宮13:30～15:30

ズンバ・エクササ
イズ講座

セ19：30～20：30

12月3日 12月4日 12月5日 12月6日 12月7日 12月8日 12月9日

籐工芸講座
整理・収納＆
大掃除講座

冬花の寄せ植え
講習会

図書館休館日 織19:30～21:30 セ13：30～15：00 セ10：00～12：00

宮10:00～12:00 基礎代謝ＵＰ講
座

ズンバ・エクササ
イズ講座

織19:30～21:30 セ19：30～20：30

パソコン講座
Word年賀状・
カレンダー作り

パソコン講座
Word年賀状・
カレンダー作り

パソコン講座
Word年賀状・
カレンダー作り

ハンド＆かかと
クリーム作り

講座

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

パソコン講座
Word年賀状・カ
レンダー作り

パソコン講座
Word年賀状・カ
レンダー作り

パソコン講座
Word年賀状・カ
レンダー作り

パソコン講座
Word年賀状・
カレンダー作り

パソコン講座
Word年賀状・
カレンダー作り

パソコン講座
Word年賀状・
カレンダー作り

 
※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      

文化の日 

勤労感謝の日 
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