
　

生涯学習センター宮崎分館だより

第１４６号

平成２９年１１月１日発行

越前町江波５０－８０－１

Ｔｅｌ 0778-32-7712 Ｅ-ｍａｉｌ m-gakusyu@town.echizen.lg.jp

講座・教室のご案内

【日 時】 １１月２９日（水）･３０日（木）･１２月１日（金）

午後１時３０分～３時３０分

【場 所】 宮崎コミュニティセンター 会議室３

【講 師】 仲保 美智枝氏（パソコンインストラクター）

【定 員】 １０名（３日とも受講できる方）

【参加費】 ５００円（テキスト代）

【申込締切】 １１月２４日（金）

【日 時】 １２月３日（日） 午前１０時～１２時

【場 所】 宮崎コミュニティセンター 調理実習室

【講 師】 稲葉 美智子氏（ＮＰＯジャパンハーブソサエティ上級インストラクター）

【定 員】 １０名

【参加費】 ９５０円（材料費 容器代込み）

【申込締切】 １１月２４日（金）

これからの季節、手やかかとの荒れなどが気になりますね。天然の植物オイルをはじめ、天

然素材を使ったクリームで、皮ふを乾燥から守り、今年は、真冬でもきれいな手やかかとで

過ごしましょう。

【日 時】 １２月８日（金） 午後１時３０分～３時３０分

【場 所】 宮崎コミュニティセンター 会議室３

【対 象】 パソコン操作について、質問のある方

【申込締切】 １２月４日（月）

パソコン操作でわからない内容は人それぞれです。パソコンインストラクターが個々の相

談に応じます。この機会に疑問点を解消しませんか？

宮崎地区婦人会共催

≪お申込み・お問合せ先≫ 越前町生涯学習センター宮崎分館 電話３２－７７１２

※パソコンの持ち込みＯＫです。

※パソコンの持ち込みＯＫです。



自主サークル紹介

毎月第３月曜日 午後７時３０分から宮崎コミュニ

ティセンター町民相談室で、活動しています。自分達

が撮った写真をもちより、感想を言い合いながら、月

１回の例会を開催しています。

また、宮崎地区文化祭には、メンバー全員で選んだ

作品を出展したり、年１回撮影旅行を行い、日々撮影

の腕を磨いています。

越前町文化協議会宮崎支部からお知らせ

平成２９年度越前町総合文化祭優秀賞作品を、下記の期間、宮崎コミュニティセンター並びに各会

場で巡回展示します。児童・生徒の力作を是非、ご覧ください。

宮崎コミュニティセンター

越前町生涯学習センター

織田コミュニティセンター

越前コミュニティセンター

１１月１５日（水） ～ １１月２６日（日）

１１月 ６日（月） ～ １１月１２日（日）

１１月２９日（水） ～ １２月１０日（日）

１２月１３日（水） ～ １２月２４日（日）

１０月２８日・２９日の両日、宮崎コミュニティセンターで、宮崎地区文化祭が行われました。文化

協議会や老人クラブ、小中学生や保育所の皆さんの作品は、どれも力作揃いで、訪れた人の目を楽し

ませてくれました。

舞台発表では、宮崎中学校の吹奏楽部の元気な演奏を皮切りに、出演者は、日頃の練習の成果を十分

発揮し、会場は大きな拍手に包まれました。

籐工芸「椿の会」では、来年の干支「戌」を作ります。

サークルのメンバーと一緒に干支を作りませんか？

日 時 11月20日（月）・12月4日（月） 午後7時30分～

場 所 宮崎コミュニティセンター 会議室３

参加費 2,400円（材料費・受講料）

持ち物 古タオル・はさみ

申込先 生涯学習センター宮崎分館 ℡32-7712



　

写真 写真

図書館宮崎分館からお知らせ

福井県内の図書館職員が、印象に残った「物語」「絵本」のセリフを選びました。宮崎分館

で所蔵している本では、下記の本を含め、約４０冊が選ばれています。この機会に、ぜひお

読みください。

【著者】 【書名】 【選ばれたセリフ】

辻村深月 「ツナグ」 死者は、残された生者のためにいるのだ

宮下奈都 「つぼみ」 迷ったら心地いいほうへ

伊坂幸太郎 「ＰＫ」 ひとりひとりはいい人たちだけれど、集団になると頭の

ない怪物だ

上橋菜穂子 「鹿の王 下巻」 この世に生まれたものは、みな、どうもがいても結局、

悔いを背負って生きるのかもしれん

三浦綾子 「氷点 下巻」 泣かせようとする人の前で泣いては負けになります。

その時にこそ、にっこり笑って生きて行けるだけの元気

を持ちたいと思います

小川洋子 「博士の愛した数式」物質にも自然現象にも感情にも左右されない、永遠の真

実は、目に見えないのだ

１０月２５日 宮崎コミュニティセンターで、中央保育所、小曽原保育所、陶の谷保育所

の４、５歳児を対象にした「秋のお話し会」を開催しました。お話し会では、なんでも劇

団はやおきぱんやさんによる人形劇「ゾウのクリーニング屋さん」の他パネルシアターや

腹話術を楽しみました。園児たちは、「楽しいおはなしがいっぱいで良かった。また見た

い。」と感想を話していました。



日 月 火 水 木 金 土

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

織19:30～21:30

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

パソコン講座

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

11月12日 11月13日 11月14日 11月15日 11月16日 11月17日 11月18日

パソコン講座

図書館休館日
越19:30～21:30

セ13:30～15:30 セ13:30～15:30 セ13:30～15:30

11月19日 11月20日 11月21日 11月22日 11月23日 11月24日 11月25日

パソコン講座

越19:30～21:30 図書館休館日

図書館休館日
籐工芸講座

織19:30～21:30

11月26日 11月27日 11月28日 11月29日 11月30日 12月1日 12月2日
青少年健全
育成大会

カ　10:00～

図書館休館日
ズンバ・エクサ
サイズ講座

セ19：30～20：30

12月3日 12月4日 12月5日 12月6日 12月7日 12月8日 12月9日
整理・収納＆
大掃除講座

冬花の寄せ植え
講習会

セ13：30～15：00 セ10：00～12：00

パソコンお悩み
相談室

宮13:30～15:30

宮10:00～12:00
図書館休館日

ズンバ・エクサ
サイズ講座

セ19：30～20：30

パソコン講座
Word年賀状・
カレンダー作り
宮13:30～15:30

パソコン講座
Word年賀状・
カレンダー作り
宮13:30～15:30

パソコン講座
Word年賀状・
カレンダー作り
宮13:30～15:30

ハンド＆かかと
クリーム作り

講座

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

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

基礎代謝ＵＰ
講座

織19:30～21:30

基礎代謝ＵＰ
講座

織19:30～21:30

基礎代謝ＵＰ
講座

織19:30～21:30

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

多肉植物
寄せ植え講座
越10:00～12:00

籐工芸講座
織19:30～21:30

籐工芸講座
織19:30～21:30

※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

勤労感謝の日

文化の日
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