
普段の何気ない歩き方を見直してみませんか？
歩く姿勢をチェックしてから、ウォーキングの基礎フォームを楽しく学びます。

正しい姿勢、正しい歩き方をこの機会に身につけましょう！

持 ち 物 内ズック、タオル、飲み物

参 加 費 無　料

締　　切 ６月１７日（火）

日　　時 ６月２３日（月）、６月３０日（月）、７月７日（月）

場　　所 織田コミュニティセンター　１階　多目的ホール

講　　師 南　紀代恵　氏（NPO法人生涯体育学習振興機構　講師）

午後８時　～　午後９時

６月２５日（水）　午後８時～午後９時３０分

織田コミュニティセンター　２階　中会議室１・２

岩佐　高征　氏（福井ウクレレクラスタ楽音
　ガ ク ト

　講師）

１０名

無　料

６月１８日（水）

　ハワイで独自に改良を重ねられて現在の形になったとされるウクレレ。
ウクレレは、コードを図形で覚えて弾くので　楽譜が読めなくても大丈夫！！

興味はあるけど音符が読めないから楽器は無理・・・と諦めていた方にオススメです。
ぜひ、この機会にウクレレの音色に触れてみませんか？

日　　時

場　　所

講　　師

定　　員

参 加 費

締　　切

織田地区の人口

（５月１日現在）

男 ２，２３４人

女 ２，３９４人 計４，６２８人

世帯数 １，４１０世帯

平成26年６月 第２２７号

〒916-0215   越前町織田36-1                Tel (0778)36-1111（代表）
E-mail o-gakusyu@town.echizen.lg.jp       Fax (0778)36-1117

～ 越前町生涯学習センター 織田分館 ～

講座のお申込み・お問い合わせは生涯学習センター織田分館まで ℡36-1111（代表）

ウクレレ体験講座

ビューティーウォーキング講座



と　き

ところ

平成２６年６月８日（日）
　　　　　　　　午前９時～　　雨天時中止（小雨決行）

織田中央公園グラウンド

昨年の体育祭の白熱した様子

　花の苗を配布します！

越前町民運動織田地区推進協議会

国道・県道・町道沿いの植栽ます、公園などを
きれいに管理してくださる方（個人・団体）に

花の苗を配布します。
ただし、子ども会や老人会の花壇などは対象外です。

花　の　苗

配 布 時 期

 申 込 締 切

申 込 方 法

サルビア・マリーゴールド・ベゴニア　　【各種２０ポット　計６０ポットまで　制限あり】

６月下旬ごろ

６月１６日（月）　※予定数量に達し次第締め切らせていただきます。
　※　花の種類・ポット数を変更する場合があります。

広報配時の折込チラシの裏面にある申込書にご記入の上、織田コミュニティセンター内
生涯学習センター織田分館へ　お申込みください。

織田地区区民体育祭

ご家族皆様

是非ご参加ください!!



環境美化活動

５月１８日、
各集落皆さんのご協力のもと、
「生活・環境部会」が企画した

地区内美化活動が行われました。
国道・県道・町道の植栽ますの
除草やゴミ拾いに多くの人が

参加し、地区内がとてもきれいに
なりました。

皆様大変お疲れさまでした。

　　織田小学校と萩野小学校の
　　　　　　プール監視員を募集します。
　　【お申込み・お問い合わせは・・・】
　　　　　　　　越前町生涯学習センター織田分館
　　　　　　　　　　　　　　　　　　森﨑　３６－１１１１（代表）まで。

◎募集期間 平成２６年７月４日（金）まで。※決定次第、締切とします。

高校生以上の方　４名

　
　
　　　　　　　　　５月２３日、
　　　　　　　　「生活・環境部会」主催の『段ボールコンポストモニター講習会』
　　　　　　　　を開催しました。
　　　　　　　　この事業は、昨年12月から部会員さんを対象にして行っていま
　　　　　　　　したが、今年度から対象を広げて実践していただける方を募集
　　　　　　　　することになりました。その結果、１６名の応募がありました。
　　　　　　　　講師には、鯖江市環境教育センター（エコネットさばえ）
　　　　　　　　の畑中さんをお招きし、段ボールコンポストのメリットやデメリット
　　　　　　　　についてお話をしていただきました。
　　　　　　　　ご応募いただいた１６名の方々には、今後実践していただくとと
　　　　　　　　もに、数回のアフター講座にもご参加いただく予定です。
　　　　　　　　楽しみながらエコ生活を続けましょう!!

◎内　　　容

７５０円

平成２６年７月２２日（火）～８月８日（金）　　※土日は休業

午後０時３０分～午後３時３０分

プール開放準備、監視、清掃（後片付け）

◎募集対象

◎時　　　給

◎作業期間

◎作業時間

織田地域コミュニティ運営委員会

プール監視員
募集！！

「段ボールコンポスト」 講習会



日 月 火 水 木 金 土

6月1日 6月2日 6月3日 6月4日 6月5日 6月6日 6月7日

親子体操教室
パソコン講座
（word活用編）

パソコン講座
（word活用編）

パソコン講座
（word活用編）

セ 10:30～12:00 織19:30～21:30 織19:30～21:30 織19:30～21:30

6月8日 6月9日 6月10日 6月11日 6月12日 6月13日 6月14日
織田地区

区民体育祭
パソコン寺子屋
（word中級編）

パソコン寺子屋
（word中級編）

パソコン寺子屋
（word中級編）

９：００～
セ13:00～15:00 セ13:00～15:00 セ13:00～15:00

小雨決行
親子体操教室

雨天中止 セ 10:30～12:00

6月15日 6月16日 6月17日 6月18日 6月19日 6月20日 6月21日

てご編み講座 腰痛予防体操

パッチワーク
　　　キルト講座

宮13:30～15:30 宮13:30～15:00 セ13:30～15:30

親子体操教室
セ 10:30～12:00

6月22日 6月23日 6月24日 6月25日 6月26日 6月27日 6月28日

ウォーキング講座 てご編み講座 ウクレレ体験講座

パッチワーク
　　　キルト講座

織20:00～21:00 宮13:30～15:30 織20:00～21:30 セ13:30～15:30

パソコン講座
（word初級編） 親子体操教室
越19:30～21:30 セ 10:30～12:00

男の料理教室
糸10:00～12:00

6月29日 6月30日 7月1日 7月2日 7月3日 7月4日 7月5日

ウォーキング講座
パソコン講座
（word初級編）

パソコン講座
（word初級編）

パソコン講座
（word初級編）

パソコン講座
（word初級編）

織20:00～21:00 越19:30～21:30 宮13:30～15:30 宮13:30～15:30 宮13:30～15:30

浴衣リメイク講
座

セ13:30～15:30

7月6日 7月7日 7月8日 7月9日 7月10日 7月11日 7月12日

ウォーキング講座
パソコン講座
（word初級編）

パソコン寺子屋
（excel初級編）

パソコン寺子屋
（excel初級編）

パソコン寺子屋
（excel初級編）

織20:00～21:00 越19:30～21:30 セ19:30～21:30 セ19:30～21:30 セ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）

※問合せ先

セ ： 生涯学習センター ℡３４－２０００ 宮 ： 宮崎分館 ℡３２－７７１２

越 ： 越前分館 ℡３７－７７１２ 織 ： 織田分館 ℡３６－７７１２

糸：生涯学習センター 糸生分館 ℡３４－５００１

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
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