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【今年のテーマ】 
～みんなで創ろう みんなでつなぐ あさひの文化～ 

○作品展示 

 午前9時～午後6時 
 
○お茶席（和室） 

 午前10時～午後3時 
 
○青色申告会 

 午前10時～午後4時 
 
○旧朝日町紹介 

 （カメリアホール） 

 午前10時～正午 
 

○作品展示 

 午前9時～午後4時 
 
○囲碁大会 

 午前9時～午後4時 
 
○芸能発表会 

 午後0時30分開場 

 午後1時開演 
 
○喫茶コーナー 

 午前10時～午後3時 
 
○焼きたてパンコーナー 

 午前10時～正午 

 （完売次第終了） 
 
○青色申告会 

 午前10時～午後4時 
 
○チャリティーバザー 

 フリーマーケット 

 午前10時～正午 

 

※内容は変更になるこ

ともあります。 



 １１月５日（日）、今年度も朝日婦人会がチャリティー活動の一環としてバザーを行いま

す。家の中で眠っている物などがございましたら、越前町生涯学習センターまでご持参くだ

さい。皆さんのご協力をお願いします。  

 【受付期間】 １０月２日（月）～１０月２０日（金）まで 

 【提 出 物 】 食器類、鍋、タオル、洗剤など未使用のものを 

                    お願いします。 

        ※衣類や大きな物はご遠慮ください 

【開催日時】１１月５日（日）午前１０時～正午 

【会  場】越前町生涯学習センター前 駐車場 

      ※雨天時 エントランスホール 

【応募方法】応募用紙を事務局まで提出してください。 

【そ の 他】出店方法など、お気軽にご相談ください。 

      出店料は無料です。 

【文化祭関連のお問合せ・応募先】 

   朝日地区総合文化祭実行委員会    (越前町生涯学習センター内)  

  TEL  34-2000  FAX  34-2720     ※応募用紙の請求もこちらまで。 

 

 同じく１１月５日（日）、フリーマーケットを行います。そこで、朝日婦人会の皆さんと

一緒に文化祭の会場を盛り上げる一般出店者を募集しています。使わなくなった洋服やバッ

ク、靴、小物などを売ってみませんか？リサイクルショップに持って行くより楽しいですよ。

手作りのもの（食品は除く）も大歓迎です。皆さんの出店をお待ちしています。 

 

締 切 

10月13日(金) 

 

 ◎朝日地区が舞台の大型紙芝居の上演 

         上演：にじの会･･･『たらうりじぞう』・『梨の実る里』 

◎朝日地区の映像上映      

               撮影：木下 龍雄氏･･･『学舎（まなびや）三代』・『朝日音頭の季節』 

◎朝日地区の文化・歴史の講演  

         講演：山口 信嗣 氏･･･ 『ふるさとの土地と人の動き』 

   朝日地区総合文化祭の初日にあわせて開催する講座です。 

 いつまでも語り継ぎたい、ふるさと朝日の歴史や文化に楽しくふれることができるので、受講後は郷

土愛が深まり、地域への誇りを感じることができるでしょう！ご家族そろってご来場ください。             

と き：１１月４日（土）午前１０時～正午 

ところ：越前町朝日多目的ホール（カメリアホール） 



 講座・教室のご案内  

 町立図書館からのお知らせ 

 【日 時】   １０月２６日（木） 午前９時３０分～１２時 

 【場 所】   越前町生涯学習センター ２階 調理室 

 【講 師】   林 忠清 氏（元:丹久） 

 【定 員】    １5名  

 【参加費】    ５００円（材料費） 

 【持ち物】    エプロン、マスク、三角巾  

 【締 切】    １０月２０日（金） ※ 定員になり次第締め切らせていただきます。 

旬の食材を使った秋

の料理を、プロから

学びましょう！ 

地区 開催日 時間 会場 申込先 申込締切

朝日 １１／１５（水）・１６（木）・１７（金） 午後１時３０分～３時３０分 越前町生涯学習センター ＴＥＬ３４－２０００ １１／１０（金）

越前 １１／７（火）・１４日（火）・２１（火） 越前コミュニティセンター ＴＥＬ３７－７７１２

織田 １１／８（水）・９日（木）・１０（金） 織田コミュニティセンター ＴＥＬ３６－７７１２

１１／２（木）午後７時３０分～９時３０分

  

【講 師】  仲保 美智枝 氏（パソコンインストラクター）   

【定 員】  各地区 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。 

★秋のおはなし会 2回目！   １０月２２日（日） 
                   
【内容】 

★読み聞かせ（カニのでてくるお話） 

★牛乳パックでカニ作り 

★カニずもう大会 

申込み受付 
 

１０月１１日 

午前１０時～ 

電話：３４－０３９５ 

賞品も 

あるよ！ 

※小学生対象（先着２０名） 

★手作り読書ノートを 

       プレゼント  

１０月２７日～無くなり次第終了 

 １０月のチャレンジコーナー 

「くもジャンプ！」 

10月27日～11月9日の読書週間にちなんで町立図書館では、
様々なイベントをします。ぜひ、お越しください。 

★図書ビンゴ １０月１日～１０月２９日 

期間中に本をかりると、 

「ビンゴカード」にスタンプを 

おします。１列そろったら、 

ハロウィンの工作ができます。 

 かわいい ティアラや、かっこいいマントを作ろう！ 

               無くなり次第終了 

 黒い輪ゴムで くもを

作るよ。紙の上から

落とさずに、何回ジャ

ンプできるかな？ 
 

※宮崎地区は下記の日程で開催します。募集は１１月号で行う予定です。                                                       

【日時・会場】 11/29（水）・30（木）・12/1（金）午後１時３０分～３時３０分 宮崎コミュニティーセンター 

お気に入りの写真や 

イラストでオリジナルな 

年賀状・カレンダーを 

作りましょう 



日 月 火 水 木 金 土

10月1日 10月2日 10月3日 10月4日 10月5日 10月6日 10月7日

ロコモ予防講座

図書館休館日 セ13:30～14:30

10月8日 10月9日 10月10日 10月11日 10月12日 10月13日 10月14日

図書館休館日

10月15日 10月16日 10月17日 10月18日 10月19日 10月20日 10月21日

編み物講座

図書館休館日 織19:30～21:30

10月22日 10月23日 10月24日 10月25日 10月26日 10月27日 10月28日

図書館休館日 編み物講座
秋の和食教室

織19:30～21:30 セ9：30～12：00

サンライズ織田
受付8:00

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

図書館休館日 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

パソコン講座

セ9：00～16：00 図書館休館日 越19:30～21:30

織19:30～21:30 織19:30～21:30 織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）

感情ストレス
チェック講座
宮13:30～15:30

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

越前町ふれあい
ウォークラリー

2017

 
※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      

体育の日 

文化の日 
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