
１１月４日・５日の２日間、越前町生涯学習センターにおいて「朝日地区総合文

化祭」が行われました。文化協議会・福寿会・婦人会・保育所（園）・小中学

生・丹生高校・一般の方々より出品された様々な作品は、訪れた人の目を楽しま

せてくれました。１日目のオープニングセレモニーでは福井県 日吉太鼓による

演奏で盛り上がりました。２日目の芸能発表会では１８団体が日頃の練習の成果

を発表し、会場は大きな拍手に包まれました。 
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文化祭２日目に朝日婦人会による東日本大震災支援バ

ザーを実施しました。地区の皆さんから多数の物品を

提供いただき、１５，３１７円の売上げとなりました。

この売上金は義援金として日本赤十字社を通して寄付

させていただきました。皆さまのご協力ありがとうご

ざいました。 

オープニングセレモニー 

作品展示 

朝日っ子塾 

ホワイエ 

２階 

エントランスホール 

囲碁大会 

芸能発表 お茶席 



冬も図書館に行こう♪ 

【 新刊案内】  ※購入図書の一部です。 

「ありがとうのかんづめ」俵 万智        

「呉漢」 上下巻    宮城谷昌光 

「スピンクの笑顔」   町田 康 

「めでたい女」     鈴木マキコ 

「ぼくせん 幕末相撲異聞」木村忠啓 

「ヴェネツィア便り」  北村 薫  

無料古本市 

１２月９日（土）～２４日（日） 
     場所：図書館カウンター前 

          ※9日のみ、午後1時～ 

  ★保存期間のきれた雑誌・ハーレクイン 

    等があります。  

１２月のチャレンジコーナーは 

「クリスマスかざり」 

   

  ツリーや雪だるま、ブーツなど、イロイロな 

  形の飾りを作りましょう♪ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

１２月のおはなし会 

  

  ９日（土） おはなし・ぬりえ     

 2３日（土） おはなし・自由絵画        

           ※絵の具で 

            絵を描きます。 

 

 

 

11月11日   
工作風景。  

年末年始のお休み 

１２月２８日（木）～１月４日（木） 
     

  ※本の返却は、玄関入口の返却 

      ポストをお使いください。 

 

★毎月、第２・第４土曜日に開催して 

 います。遊びに来てね。 

※開館中、いつでもできます。 

プレゼントが
あるよ。 

「人の昏れ方」       中原清一郎 

「逆さに吊るされた男」   田口ランディ       

「迷い家」         山吹静吽 

「パトリオットの引き金」  梶永正史 

「継続捜査ゼミ」      今野 敏 

「ＱＥＤ」         高田崇史 

 

★図書館見学★ 

 
11月22日、朝日小学校２年生のみなさん

が、図書館見学に来られました。司書と一

緒に、普段は見ることのできない閉架書庫

や館内を見てまわりました。  

   

質問をして、しっかりメモをとっています。 

借りる本を選んでいます

 町立図書館からのお知らせ  



 １１月９日、越前町営球技場で「朝日地区グラウンドゴルフ紅葉大会」が開かれました。 

 朝日地区から１０７人の選手が参加し、日頃の練習の成果を発揮し、熱戦を繰り広げました。 

 

【男子の部】 

  １位） 藤井 賢一（常磐） 

  ２位） 細川 一男（朝日） 

  ３位） 小原 茂樹（田中） 

  ４位） 上山 清（上糸生） 

  ５位） 藤田 彦一（朝日） 

【女子の部】 

  １位） 高橋 悦子 （天王） 

  ２位） 木村 フミ子（上川去） 

  ３位  源甲斐 栄子（新庄） 

  ４位） 青木 みよの（常磐） 

  ５位） 加藤 美智子（内郡） 

 朝日地区グラウンドゴルフ紅葉大会  

◆ 越前町生涯学習センター      平成２9年１２月２９日（金）～平成３０年１月３日（水） 

◆ 越前町生涯学習センター糸生分館  平成２9年１２月２９日（金）～平成３０年１月３日（水） 

◆ 町立図書館            平成２9年１２月２８日（木）～平成３０年１月４日（木） 

◆ 各体育施設            平成２9年１２月２８日（木）～平成３０年１月４日（木） 

 お知らせ  

 花づくりまちづくり実行委員会では花を植えることで町の景観をよくする目的

で、毎年「越前町生涯学習センター」と「泰澄の杜入口」に花を植えています。

現在は春に咲く花を植えています。 

 講座のご案内  

 最近は家で手づくりする機会も少なくなってきたおせち料理ですが、体によい食材やバ

ランスのとれた素材の組み合わせ、調理方法を学んで、ヘルシーでおいしいおせち料理を

作ってみましょう。 

      

 【日 時】  １２月１３日（水） 午前１０時～午後１時３０分 

   【場 所】    越前町生涯学習センター ２階 調理室 

   【講 師】    野路 直美 氏（家庭料理研究家、管理栄養士） 

 【定 員】  １５名   

 【参加費】  無料 

 【持ち物】  エプロン、三角巾、マスク、米０．５合 

 【締 切】  １２月８日（金）時  「 



日 月 火 水 木 金 土

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
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

パソコン
お悩み相談室

図書館休館日 セ13:30～15:00 宮13:30～15:30

宮10:00～12:00 基礎代謝ＵＰ講
座

ズンバ・エクササ
イズ講座

織19:30～21:30 セ19:30～20:30

冬花の寄せ植え
講習会

セ10:00～12:00

12月10日 12月11日 12月12日 12月13日 12月14日 12月15日 12月16日
ヘルシーおせち
料理教室

図書館休館日 セ10:30～13:30

基礎代謝ＵＰ講
座

織19:30～21:30

12月17日 12月18日 12月19日 12月20日 12月21日 12月22日 12月23日

図書館休館日

12月24日 12月25日 12月26日 12月27日 12月28日 12月29日 12月30日

図書館休館日

12月31日 1月1日 1月2日 1月3日 1月4日 1月5日 1月6日

休館日 休館日 休館日 休館日

ハンド＆かかと
クリーム作り

講座

ミニ門松づくり
講座

宮10:00～11:30

休館日 休館日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（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 

   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      

年末年始休館日 12月29日～1月3日 

 元  日 

天皇誕生日 
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