
令和２年４月 第２９７号

～ 越前町生涯学習センター 織田分館 ～

〒916-0215 越前町織田36-1 

織田コミュニティセンター内

Tel(0778)36-1111   Fax(0778)36-

織田地区の人口

（３月１日現在）

男 ２，０４３人

女 ２，１９３人 計４，２３６人

世帯数 １，３９５世帯

これまでの作品の一部を紹介します！

一度始めると、

次々と作りたく

なりますよ♪

教養講座

今回は「端午の節句」の絵柄をつけていきます。初めての方も大歓迎で

す。かわいい絵柄や、節句以外の絵柄もあります。お好みの柄を選んで、

自分だけのオリジナル作品をお部屋や玄関に飾りましょ♪

＜作品イメージ＞

タイルの大きさ：15cm角

額の色：茶色（ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ）

【日 時】 ４月２１日（火）

午後７時３０分～午後９時３０分

【場 所】 織田コミュニティセンター １階 会議室２

【講 師】 ヴォーグ社認定 ポーセラーツインストラクター

橋本 敬子 氏

【締切日】 ４月１３日（月）

【参加料】 2,300円（タイル１枚ほか材料費、額代込み）

※額をお持ちの方は、1,300円（タイル１枚ほか材料費）

【定 員】 １５人

【申込先】 織田コミュニティセンター

TEL：３６－１１１１

感染症予防のため、講座の開催が中止または延期となる場合があります。ご予約の

方には随時お知らせいたしますので、ご了承ください。

中止となりました



種別 団　体　名 活動内容 主な活動場所

えちぜんスポーツクラブ ソフトテニス テニスコート 毎週（土） 18:30～

越前町弓道協会 弓道 弓道場

MBC 野球
中央公園

グラウンド

織田クラブ 野球
中央公園

グラウンド

織田地区ペタンク協会 ペタンク 勤労者体育館

織田地区グラウンドゴルフ協会 グラウンドゴルフ
中央公園

グラウンド
毎週（火・金） 13:00～

還暦軟式野球　丹生ヤングンズ 還暦軟式野球
中央公園

グラウンド

サッカークラブ　アルデバラン サッカー 勤労者体育館 毎週（火） 20:30～

サムタイムテニスクラブ テニス テニスコート

サンフラワー ソフトバレー 織田中体育館 毎週（火・木） 20:00～

ソフトバレー　さわやか ソフトバレー 勤労者体育館 毎週（水） 9:00～

Funny　Mates（ファニーメイツ） ソフトバレー 織田中体育館 毎週（金） 20:00～

PRIKET’S（プリケッツ） バドミントン 勤労者体育館 毎週（木） 20:00～

越前ニューヒーローズ 野球
中央公園

グラウンド

EchizenHome2（ｴﾁｾﾞﾝﾎｰﾑｽﾞ）
ホッケースポーツ少年団

ホッケー（雨天時）
冬季：ｲﾝﾄﾞｱﾎｯｹｰ

勤労者体育館
織田小体育館

織田剣道スポーツ少年団 剣道 勤労者体育館 毎週（水） 19:00～

織田女子バレースポーツ少年団
バレーボール

（女子）
織田小体育館

毎週
（月・水・金）

18:00～

織田卓球スポーツ少年団 卓球 織田中武道場
毎週
（火・木・土）

19:00～

少林寺拳法　織田スポーツ少年団 少林寺拳法
織田小体育館、
織田中武道場

毎週
（火・水・金）

18:30～

宮崎男子ミニバスケットボール
スポーツ少年団

バスケットボール
（男子）

織田小体育館、
勤労者体育館

宮崎QueenBee
バスケットボール

（女子）
勤労者体育館 毎週（木・金） 18:00～

萩野シーズンスポーツ スポーツ等
（幼児・小学生）

萩野小体育館 毎週（土）  8:30～

たけのこくらぶ 体育教室
（幼児・小学生）

サンライズ織田 毎週（月） 16:30～

※活動日時・場所等は変更している場合がございます。
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活動日時

不定期

不定期
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不定期

毎週（火・水・金）18:00～
ほか　土・日など

毎週（木・金）18:00～
　　　　　　ほか

不定期

夏季：（雨天時のみ）
冬季：（月）19:00～
　　　（土）9:00～

毎週（月・水・金）20:00～

不定期

織田地区体育施設等 定期利用団体の紹介

◆◆◆ 施設の予約について ◆◆◆

織田コミュニティセンターをはじめ、織田地区内体育施設、サンライズ織田の予約は、お

電話でも空き状況のお問い合わせや仮予約ができます。

仮予約をした場合は、１週間以内に申請書をご提出いただくことになっています。

なお、仮予約をした日から１週間以上経過して申請書のご提出がない場合は、予告なく取

り消す場合がありますので、改めて予約をしてください。

また、総会や大会などで２か月以上先の予約をご希望の場合は、平日の8:30～17:15に

お問い合わせください。



種別 団　体　名 活　動　内　容

手工芸（籐愛好会） 籐編み活動 第1・3（金） 19:30～

書彩 ペン習字 毎週（金） 19:30～

手あみ 毛糸の編み物製作 第３（土） 13:30～

パッチワーククラブ かばん等の製作 第２（土） 13:30～

えちぜん弦楽アンサンブル 弦楽アンサンブル 毎週（木） 19:30～

越前町民混声合唱団（ニューエコーズ） 合唱 毎週（火） 19:30～

越前町シルバーカラオケクラブ カラオケ練習 第２・４（水） 19:00～

OTAウクレレクラスタ ウクレレ練習 第１・３（火） 20:00～

ニュウ　ウ・ク・レ・レ ウクレレ練習 毎週（木） 10:00～

織田カラオケクラブ カラオケ練習 毎週（金） 19:00～

フジオカリナ織田教室 オカリナ練習 第２・４（水） 9:00～

POLO音’S 箏練習 毎週（土） 10:00～

Angel MARINE（エンジェルマリン） キッズダンス 毎週（火） 19:30～

宗生流剣詩舞道会　織田教室 吟舞 毎週（月） 19:30～

基礎代謝UP体操 基礎代謝を上げる体操 毎週（月） 19:30～

着付けサークル　着真専科 着物着付け 第３（水） 20:00～

整体体操 整体体操 毎週（火） 19:30～

芳葉会 生花セミナー 第３（土） 14:00～

ヨガ教室 ヨガ（健康増進） 毎週（木） 20:00～

※活動日時・場所等は変更している場合がございます。
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織田コミュニティセンター 定期利用団体の紹介

図書館織田分館からこんにちは！

【新しく入った本】

＜一般書＞

●茶聖Sen no Rikyu 伊東 潤

●戦時大捜査網 岡田 秀文

●愛の色いろ 奥田 亜希子

●新しい地政学 北岡 伸一

●暗黒残酷監獄 城戸 喜由

●綴る女 評伝・宮尾登美子 林 真理子

●人生の1冊の絵本 柳田 邦男

ほか

＜児童書＞

★いたずらのすきなけんちくか 安藤 忠雄

★ごんべえだぬき 川端 誠

★めんどくさがりなきみのための文章教室

はやみね かおる

★くちばしだーれ?  穂高 順也

★本能寺の変へタイムワープ 河合 敦監修

★希望の図書館 リサ・クライン・ランサム

ほか

お問合せ先：図書館織田分館（３６－２２８８）



日 月 火 水 木 金 土

3月29日 3月30日 3月31日 4月1日 4月2日 4月3日 4月4日

図書館休館日

4月5日 4月6日 4月7日 4月8日 4月9日 4月10日 4月11日
どよう

おはなしひろば

図書館休館日
図書館織田分館
14:00～14:30

4月12日 4月13日 4月14日 4月15日 4月16日 4月17日 4月18日

図書館休館日

4月19日 4月20日 4月21日 4月22日 4月23日 4月24日 4月25日

ポーセラーツ講座

図書館休館日 織19：30～21:30

4月26日 4月27日 4月28日 4月29日 4月30日 5月1日 5月2日

図書館休館日 図書館休館日

5月3日 5月4日 5月5日 5月6日 5月7日 5月8日 5月9日
どよう

おはなしひろば

図書館休館日
図書館織田分館
14:00～14:30

（生涯学習センター・宮崎・越前・織田・糸生分館　講座等）

こどもの日

昭和の日

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
越前町公式ホームページ → 広報 → 生涯学習センターだより

振替休日

新天皇即位日

憲法記念日 みどりの日 こどもの日

昭和の日

振替休日

※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

織田文化歴史館・図書館織田分館 ℡３６－２２８８

織田地域コミュニティ運営委員会事務局 ℡３６－１１１１


