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講 座・教 室 の ご 案 内

魚を調理するのは苦手という人のために魚のさばき方教室を開催します。

自分で調理することで魚が好きになり、家計の負担も減るかもしれません。

あわせて、おいしい魚料理の作り方のコツも教えてもらいましょう。

【日 時】 ３月１３日（火）午前９時３０分～正午

【場 所】 越前町生涯学習センター 糸生分館 １階 調理室

【講 師】 松村 和能 氏（小西亭）

【定 員】 １０人

【参加費】 ５００円（材料代として）

【持ち物】 出刃包丁、エプロン、マスク、三角巾

※さしみ包丁のある方はお持ちください。

【締 切】 ３月９日（金）

メニュー

・さしみ

・かまの煮つけ

など

パソコンについて分からないことは人それぞれです。WordやExcel等のソフトの
使い方や基本的な文字入力など、パソコン全般についての疑問を受講者の進度に応じ
て １対１で 先生が教えてくださいます。

この機会に先生からパソコンの技術を習って疑問点を解消しませんか？

【日 時】 ３月１６日（金）午後１時３０分～午後３時３０分

【内 容】 パソコン全般について質疑応答（申込多数の場合、予約時間制）

【場 所】 越前町生涯学習センター ２階 パソコン室

【講 師】 仲保 美智枝 氏（パソコンインストラクター）

【定 員】 １０名程度

【参加費】 無料（ご自宅のパソコンやテキストをお持ちいただけます）

【締 切】 ３月１５日（木）

あらかじめお電話で質問内容を教えてくださると当日がスムーズです。



冬のスポーツ大会 結果報告

２月４日（日）に「平成２９年度 冬のスポーツ大会」が行わ

れ、寒さも吹き飛ぶほどの白熱した試合が繰り広げられました。

各種目の試合結果は、下記のとおりです。

（主催：越前町体育協会朝日支

☆卓球☆

☆バドミントン☆

一般の部 １位） えんばら ２位） ３位）

大久保　桃花

吉田　かりん

中級の部 １位） ベル ２位）

倉内　秀康

吉崎　隆弘

小学生の部 １位） たくりゅう ２位） ３位）

藤井　拓翔 三谷　美尋

國兼　龍翔

ファミリーの部 １位） 市橋 ２位） ３位）

坂本　空 鷲田　菜々子

市橋　幸美 鷲田　明子

チーム菜々子 大久保ペアー

大久保　海晴

上田

上田　実

上田　美矢子

みひはる 常磐

松田　明花

五十島　璃空

國兼　大悟

でぶがり

川口　絢子

渡辺　南

松葉　かおる

松葉　あおい

チームＪＵＭＰ

大久保　早智代

ﾊﾞﾄﾐﾝﾄﾝ

一般の部（前半） １位） 佐藤　文一郎 ２位） ３位）

一般の部（後半) １位） 藤井　賢一 ２位） ３位）

ファミリーの部 １位） ２位）

３位）

マスダファミリー

増田　啓太・久美子 橋本　子龍・友滋

ハシモトＢ

三谷　ミツ江 山下　清子

荒木　光男 源甲斐　栄子

ハシモトＡ

橋本　尚香・由香

室内グラウンドゴルフ☆室内グラウンドゴルフ☆

【全員玉突き】

一般男子の部 １位） 林　滉裕 ２位） ３位）

一般女子の部 １位） 山田　章世 ２位） ３位）

スポ少男子の部 １位） 清水　雅生 ２位） ３位）

スポ少女子の部 １位） 林　姫菜 ２位） ３位）

【団体】

一般男子の部 １位） 朝日Ａ ２位） ３位） ３位）

一般女子の部 １位） 打倒マツタケヲ ２位） ３位） ３位）

スポ少の部 １位） チーム６年生 ２位） ３位） ３位）

【個人】

一般男子の部 １位） 水田　繁一 ２位） ３位） ３位）

一般女子の部 １位） 山田　章世 ２位） ３位） ３位）

スポ少５・６年の部 １位） 林　姫菜 ２位） ３位） ３位）

スポ少４年以下の部 １位） 宇野　愛梨 ２位） ３位） ３位）

一般ピンポンの部 １位） 高村　泰子 ２位） ３位）

小学生ピンポンの部 １位） 永田　祐一郎 ２位） ３位）

上野　奈津江

月田　ひより 村田　美久

嶋田　佳奈栄 木下　格 斉藤　美優

嶋田　皐月 上野　百合香 網渕　煌也

伊藤　幸子

桑原　翔 林　良紀林　滉裕

近江　優月 松井　さくら 中上　真裕

越前Ｂ 越前Ａ

マツタケヲ Ｗin Ｇirls Ｈope

チーム５年生 チーム４年生 バイキンマン

桑原　翔

出口　美紗

澁谷　翔平

太田　愛有未

嶋田　佳奈栄 斉藤　美優

加畑　慶紀木下　格

ＺＥＵＳ

卓球



【 日 時 】 ３月１８日（日） 午前８時３０分～１１時

小雨決行 ※雨天：３月２５日(日)に順延

【と こ ろ】 天王川・天谷川・越知川・和田川

【集合場所】 新庄山車会館前（社会福祉センター後ろ）

【内 容】 草刈とごみ拾い（軍手・カマ持参）

※ 事業所・家庭から出たゴミは出さないでください。

センターからのお知らせ

町立図書館からのお知らせ

☆ソフトバレーボール☆

☆室内

ゲートボール
☆室内

ペタンク

混合の部 １位） スペード ２位） ３位）

女子の部 １位） 北っ子ママ ２位） ３位）

ダイヤ

ＭＩＸ・Ⅱ

ハート

サンフラワー

ソフトバレーボール

１位） 横山Ａ

２位） 田中Ｃ

３位） 栃川Ｂ

室内ペタンク

１位）

２位）

３位）

上糸生

朝日・南部

フレッシュ

室内ゲートボール

※河川敷に積雪がある場合は、中止になる可能性があります。

3月のおはなし会（午後２時～）

１０日（土） おはなし・工作

（おもいでフラッグ）

2４日（土） おはなし・自由絵画
※絵の具で絵を描きます。

３月のチャレンジコーナー

「図書館をお花でいっぱいに！」

★お花やお花バッグを作りましょう。

※開館中、いつでもできます。

※絵を描いたり、

シールを貼って

作ります。

★町内図書館イベント情報★

日時：３月２８日（水）午前１０時３０分より

場所：織田文化歴史館（織田153－1－8）

お問い合せ：越前町立図書館 織田分館

３６－２２８８

★内容★

福井県総合植物園プラントピアの

松本園長さんによる 「パンのはなし」

大型絵本「からすのパンやさん」の

読み聞かせなど、

パンのお話 イロイロ！
※織田分館で読み聞かせをしているグループ

「どようおはなしひろば 虹」主催のおはなし会です。

プレゼントもあるよ
「おはなしひろばスペシャル」



日 月 火 水 木 金 土

2月25日 2月26日 2月27日 2月28日 3月1日 3月2日 3月3日

3月4日 3月5日 3月6日 3月7日 3月8日 3月9日 3月10日

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

図書館休館日 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

3月11日 3月12日 3月13日 3月14日 3月15日 3月16日 3月17日
筆ペン美文字

教室
パソコン講座

パソコン質問コーナー

図書館休館日 セ 19:30～20:30 セ 13:30～15:30

魚のさばき方
教室

糸 9:30～12:00

3月18日 3月19日 3月20日 3月21日 3月22日 3月23日 3月24日

天王川美化運動
筆ペン美文字

教室
8:30～（雨天順延）

図書館休館日 セ 19:30～20:30 図書館休館日

和紙の花
アレンジ講座

講　 座 11:00～
表彰式 13:30～

越10:00～12:00 越前体育館

3月25日 3月26日 3月27日 3月28日 3月29日 3月30日 3月31日

天王川美化運動

（予備日） 図書館休館日

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覧いただけます

※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
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