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旧年中は、当センターの諸活動にご理解とご協力を賜り、誠にありがとうございました。

本年も皆様に親しまれる集いの場として、生涯学習や文化活動の振興により一層努めてまいります

ので、よろしくお願い申し上げます。

パソコン講座

～Ｗordをつかった年賀状・チラシづくり～

片づけ講座
～モノの整理はココロの整理～

１１月１９日の片づけ講座では、片づけの目的

や手順、納得してモノを処分するための考え方

などを教えていただきました。

生涯学習講座のご紹介
～こんな講座を開催しました～

１１月２７日～２９日のパソコン講座では、

年賀状やチラシに適した文字やイラストを

選んで文字の種類や色、全体のバランスな

どを工夫しながらレイアウトを行いました。

種類や色、全体のバランスなどを工夫しな

がらレイアウトを行いました。

冬花の寄せ植え講座

１２月１３日の冬花の寄せ植え講座（町民運

動朝日地区推進協議会主催）では、正月用の

花の寄せ植えを行いました。

それぞれの冬花の特性に応じた植え方、手

入れの仕方などを教わりました。

種類や色、全体のバランスなどを工夫しな



教室のご案内

メニュー

魚を調理するのは苦手という人のために魚のさばき方教室を開催します。

自分で調理することで魚が好きになり、家計の負担も減るかもしれませんね。

あわせて、おいしい魚料理のコツも教えてもらいましょう。

【日 時】 １月２８日（火）午前９時３０分～正午

【場 所】 越前町生涯学習センター 糸生分館 １階 調理室

【講 師】 松村 和能 氏（小西亭）

【定 員】 １０人

【受講費】 ５００円（材料代として）

【持ち物】 エプロン、マスク、三角巾、出刃包丁（持っている人）

【締 切】 １月２1日（火）

【申込先】 生涯学習センター TEL３４－２０００

共 催 ｅーとこ朝日

煮つけ など

場所は糸生分館です

子ども料理教室

１２月７日の子ども料理教室では、煮込み

ハンバーグやのつくり方やケーキのデコ

レーションの仕方などを教わりました。

子どもたちは班ごとに係の役割分担を決め

た後、協力しながら調理を行いました。

10月から始まった「子ども水墨画教室」

で描いた作品を生涯学習センター入口に

展示しています。

子どもたちの力作をご覧ください。

子ども水墨画教室作品展示



町立図書館からのお知らせ

１月 の おはなし会 午後２時～

１１日（土） おはなし・工作

（おはなしあい・愛）

２５日（土） おはなし・自由工作

（にじの会）

休日の午後のひと時、落語を聞いてストレスの解消、

大きな笑い声で体の免疫力ＵＰと福を招きましょう。

みなさんの参加をお待ちしています。

◆ 日 時 ◆ ２月１１日（火・祝）午後２時００分～午後３時００分

◆ 場 所 ◆ 越前町生涯学習センター２階会議室２・３

◆ 出演者 ◆ 女性落語家 都の亭 小みち 氏

男性落語家 頂亭 山びこ 氏

◆ 入場料 ◆ 無 料（申込不要です。お気軽にお越しください）

越前町文化協議会 朝日支部からのお知らせ

◆ 日 時 ◆ ２月１５日（土）午前１０時００分～午前１１時３０分

◆ 場 所 ◆ 越前町生涯学習センター 会議室

◆ 講 師 ◆ 吉田 弓華 氏（下糸生在住）

◆ 定 員 ◆ ２０人

◆ 参加費 ◆ ３００円（当日集金）

◆ 持ち物◆ 新聞紙数枚、キッチンバサミ、筆記用具

◆ 締 切◆ ２月１０日（月）

◆ 申込先◆ 越前町生涯学習センター ＴＥＬ３４－２０００

～お庭は自然の薬箱～
知ろう！越前町に生える身近な薬草と薬草エキスづくり

【一般 特集コーナー】

明智光秀とその時代

2020年1月から始まるNHKの大河ドラ

マ「麒麟がくる」放送にあわせて、主人公

の明智光秀や戦国時代について書かれた小

説や歴史の本を集めて展示します。

『明智光秀』 加来 耕三

『うそつき光秀』 赤堀 さとる

『決戦！本能寺』 冲方 丁ほか

『図説明智光秀』 柴 裕之

『戦国武将の肖像画』 二木 謙一

『本能寺の変』 津本 陽 ほか

【児童 特集コーナー】

ちゅー ちゅー ねずみ

2020年は子年（ねずみどし）。ねずみは小さ

くてかわいらしいキャラクターとして大人気。

絵本にも主人公としてたくさん登場しています。

『ぐりとぐら』 中川 李枝子

『14ひきのもちつき』 いわむら かずお

『ねずみくんとチョッキ』 なかえ よしを

『ねずみちゃんとりすちゃん』 どい かや

『ねずみのすもう』 梅田 俊作

『ねずみのよめいり』 赤坂 三好

『ねむいねむいねずみ』 佐々木 マキ ほか

第１４回 越前町図書館本の帯コンクール

優秀作品展示

１月１９日（日）～２９日（水）の期間、町立

図書館で本の帯コンクールの優秀作品を展示して

います。



日 月 火 水 木 金 土

12月29日 12月30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 1月7日 1月8日 1月9日 1月10日 1月11日

図書館休館日

1月12日 1月13日 1月14日 1月15日 1月16日 1月17日 1月18日

図書館休館日

1月19日 1月20日 1月21日 1月22日 1月23日 1月24日 1月25日

図書館休館日

1月26日 1月27日 1月28日 1月29日 1月30日 1月31日 2月1日

魚のさばき方
教室

図書館休館日 糸：9:30～12:00

2月2日 2月3日 2月4日 2月5日 2月6日 2月7日 2月8日

図書館休館日

（生涯学習センター・宮崎・越前・織田・糸生分館　講座等）

成人式
受付　10:30～
式典　11:00～
越前陶芸村文化

交流会館

※問合せ先

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

成人の日

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

成人の日

元 日

図書館休館日 ～ １月４日

生涯学習センター・生涯学習センター糸生分館休館日 ～ １月３日


