
越前地区の人口（２月１日現在）
４，５５３人 （男 ２，１６６人、女 ２，３８７人）

世帯数 １，６４８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

💮チャレンジフェスタ💮
～越前地域コミュニティ運営委員会～

越前地域コミュニティ運営委員会は、コミュニティ

センターを活用し、子ども達の体験活動を通し、世代

間交流を深める目的でチャレンジフェスタを開催して

います。

今回は、ガラス細工・ジェルキャンドル・お餅つき

にチャレンジしました。

最後に、新保子ども会が太鼓演奏で会場を盛り上げ

てくれました。



～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

～花のまちづくり～

越前地域コミュニティ運営委員会は、うるおいのある花と緑の

豊かな観光地域づくりを目指しており、花を育てきれいなまちづ

くりをすすめている方を応援しています。

春の花（パンジー・ビオラ）とプランターを提供します。

ご希望の方は越前地域コミュニティ事務局までお申込み下さい。

申込締切 ３月１５日（木）

～ママ友倶楽部～

コミュニティセンターの一室を子育て中のお母さんに開放しています

★赤ちゃんがグズってお散歩に出掛けたいけど、お天気が悪くてダメな時

★ママ友とおしゃべりしたいけど、集まる所がない時など

「ママ友倶楽部」をご利用ください

開放日は、ご相談に応じます

問合せ・申込先 越前地域コミュニティ事務局 ☎37-7710

開 放 日

３月 １日（木）

３月 ８日（木）

３月１５日（木）

３月２２日（木）

３月２９日（木）

越前地域コミュニティ

越前オーシャンズと織田ＪＢＣ が合併し、『 越前ニューヒーローズ 』が誕生しました。

１年生から５年生までの男女混合チームで、部員は２８名で元気に仲良く活動しています。辛いときは助け

合い、嬉しいときは共に喜び、時には良きライバルとして切磋琢磨しながら練習しています。

そんな第１期生の目標は、【 全国大会出場 ‼ 】

厳しくも愛情をもって接する指導者の下、日々成長していく子どもたちを見ていると、希望に満ち溢れ期待

に胸を膨らませてしまいます。

新生『 越前ニューヒーローズ 』に熱い声援をよろしくお願いします。

≪入部希望者大歓迎≫

体験入部や見学はいつでもご遠慮なくお越しください。下記のとおり練習しています。

〈火〉 １８：００～２０：００ 越前中学校体育館

〈水・金〉１８：００～２０：００ 城崎小学校体育館

〈土・日〉 ９：００～１２：００ 城崎小学校体育館（天気よければグランド）

『越前ニューヒーローズ』

がんばれ！

スポーツ少年団だより



火 水 木 金 土 日

1 2 3 4

6 7 8 9 10 11

13 14 15 16 17 18

20 21 22 23 24 25

27 28 29 30 3126

※網かけの日は休館日です。※月曜始まりの暦です。

・―・―・―・―・３月開館カレンダー・―・―・―・―・

月

5

12

19

越前町立図書館 越前分館 だより

新着情報
一 般 書 児 童 書

●春待ち雑貨店ぷらんたん 岡崎 琢磨

●口笛の上手な白雪姫 小川 洋子

●雪子さんの足音 木村 紅美

●路上のX 桐野 夏生

●アウシュヴィッツの歯科医 ﾍﾞﾝｼﾞｬﾐﾝ・ｼﾞｪｲｺﾌﾞｽ

●護られなかった者たちへ 中山 七里

●男ふたりで１２ケ月ごはん 椹野 道流

●刑事の怒り 薬丸 岳

●目的なき人生を生きる（新書） 山内 志朗

ほか

★保健室の午後 赤川 次郎

★１２つきのおくりもの 石井 睦美

★あんみんガッパのパジャマやさん 柏葉 幸子

★チョコレート物語 佐和 みずえ

★かぞえてみよう ディック・ブルーナ

★くらやみのゾウ ルーミー

ほか

・－・新書版の本はいかがですか？・－・

現代に潜む問題をテーマにしたものや読者の

みなさんに知ってほしいこと、大きく報じるほ

どではないけれどちょっとした変更がある内容

について改めて書かれたものなど様々な「新

書」があります。

この新書は、文庫ほど小さくはありませんが、

小説のようなハードカバーの本ほど大きくなく、

また、厚くありません。気軽に読めるまじめな

本といった感じでしょう。

小説とは違った現実世界をカバンに潜ませて、

時間があるときに手に取って、自己啓発や好奇

心を満足させてみるのはいかがでしょうか？

・－・－・－・－・－・－・－・－・－・―・

【講 師】 北瀬 真弓 氏

【日 時】 平成３０年３月１８日（日）

午前１０時～正午

【場 所】 越前コミュニティセンター

２階小会議室

【材料費 】1,000円（当日ご持参ください）

【定 員】１０名程度

【申込先】生涯学習センター越前分館

☎３７－７７１２



日 月 火 水 木 金 土

2月25日 26 27 28 3月1日 2 3

4 5 6 7 8 9 10

筆ペン美文字
教室

パソコン講座
excel中級編

パソコン講座
excel中級編

パソコン講座
excel中級編

セ 19:30～20:30 セ 19:30～21:30 セ 19:30～21:30 セ 19:30～21:30

エクササイズ
講座

越19:30～20:30

11 12 13 14 15 16 17

筆ペン美文字
教室 パソコン寺子屋

セ 19:30～20:30 セ 13:30～15:30

魚のさばき方
教室

糸 9:30～12:00

18 19 20 21 22 23 24

和紙の花
アレンジ講座

子ども
パソコン教室

筆ペン美文字
教室

越10:00～12:00 越17:00～18:30 セ 19:30～20:30

講　座 11:00～
表彰式 13:30～

越前体育館

25 26 27 28 29 30 31

越前 蟹と水仙の
文学コンクール

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

春分の日

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らんいただけます
http://www.town.echizen.fukui.jp/webworks/web/info/result.jsp?category_id=188

○ 問合せ先 ○

セ：生涯学習センター ℡ ３４－２０００ 糸：糸生分館 ℡ ３４－５００１ 越：越前分館 ℡３７－７７１２

カ：カメリアホール ℡ ３４－２０００ 宮：宮崎分館 ℡ ３２－７７１２ 織：織田分館 ℡３６－７７１２


