
令和２年２月 第２９５号

～ 越前町生涯学習センター 織田分館 ～

〒916-0215 越前町織田36-1 

織田コミュニティセンター内

Tel(0778)36-1111   Fax(0778)36-1117

織田地区の人口

（１月１日現在）

男 ２，０４２人

女 ２，１９３人 計４，２３５人

世帯数 １，３９９世帯

作品の一部を紹介します！

一度始めると、

次々と作りたく

なりますよ♪

【日 時】 ２月１８日（火）

午後７時３０分～午後９時３０分

【場 所】 織田コミュニティセンター １階 会議室２

【講 師】 ヴォーグ社認定 ポーセラーツインストラクター

橋本 敬子 氏

【締切日】 ２月１０日（月）

【参加料】 2,300円（タイル１枚ほか材料費、額代込み）

※額をお持ちの方は、1,300円（タイル１枚ほか材料費）

【定 員】 １５人

【申込先】 織田コミュニティセンター

３６－１１１１（代表）

教養講座

今回は楽器や動物のキャラクターなど、通年飾れる絵柄をつけていきます。初め

ての方も大歓迎です。お好みの柄を選んで、自分だけのオリジナル作品をお部屋や

玄関に飾りませんか♪

ポーセラーツ講座

「タイル編」

タイルの大きさ：15cm角

額の色：茶色（ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ）

＜作品イメージ＞



教養講座

【講 師】 仲保 美智枝 氏（パソコンインストラクター）

【定 員】 １０名（文字入力ができる人）

【受講費】 ５００円（テキスト代として）

【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。

Ｅｘｃｅｌの便利な関数を使えば、複雑な計算が簡単にできます。

今回は家計簿や収支決算書の作り方について学んでみましょう。

先生が丁寧に教えてくださいます。

パソコンのスキルアップを目指している人はぜひご参加ください。

会場・申込先 申込締切

織田コミュニティセンター
ＴＥＬ３６－１１１１

２／２６（水）

越前町生涯学習センター
ＴＥＬ３４－２０００

３／９（月）

開催日時

３／２（月）・３（火）・４（水）
　午後７時００分～９時００分

３／１１（水）・１２（木）・１３（金）
　午後１時３０分～３時３０分

対象講座（１０P）

「塩麹」や「醤油麹」。誰もが耳にしたことはあるけれど、どう

使って、どう食べるのが美味しいの？保存期間や方法は？今回、

その疑問にお答えします！

【日 時】 ２月１９日（水曜日） 午後7時３０分～9時３０分

【場 所】 織田コミュニティセンター 調理室

【講 師】 だしソムリエ認定講師 水嶋 昭代 氏

【参加料】 1,500円

【持ち物】 エプロン、手拭き、マスク

※お持ち帰りの容器はこちらで準備致します。

【定 員】 １６名

※定員になり次第、締め切らせて頂きます。

【締 切】 2月１４日（金曜日）

【申込先】 織田コミュニティセンター ３６－１１１１

「塩麹」と「醤油

麹」を作ってお持ち

帰り頂けます。軽い

試食もありますので

献立の参考にいかが

ですか？

塩麹としょう油麹の使い方



図書館織田分館からこんにちは！

【新着情報】

話題の受賞（予定）作

2020年本屋大賞ノミネート作

『線は、僕を描く』 砥上裕將/著（講談社）

『店長がバカすぎて』 早見和真/著（角川春樹事務所）

『夏物語』 川上未映子/著（文藝春秋）

『熱源』 川越宗一/著（文藝春秋）

『ノースライト』 横山秀夫/著（新潮社）

『むかしむかしあるところに、死体がありました。』 青柳碧人/著（双葉社）

『ムゲンのi』 知念実希人/著（双葉社）

『medium霊媒探偵城塚翡翠』 相沢沙呼/著（講談社）

『ライオンのおやつ』 小川糸/著（ポプラ社）

『流浪の月』 凪良ゆう/著（東京創元社）

すべて所蔵しています。

ご予約はお早めに。

第162回芥川賞・直木賞が決定！

芥川賞は古川真人著『背高泡立草』（集英社）、直木賞は川越宗一著『熱源』（文藝春秋）

＜一般書＞

●清く貧しく美しく 石田 衣良

●梅と水仙 植松 三十里

●ながめるだけで熟睡できる絶景写真

小林 弘幸 監訳

●花咲小路一丁目の髪結いの亭主 小路 幸也

●看守の流儀 城山 真一

●風間教場 長岡 弘樹

●今日もお疲れさま(パンとスープとネコ日和5)

群 ようこ

●リボンの男 山崎 ナオコーラ

ほか

＜児童書＞

★「走る図書館」が生まれた日

シャーリー・グレン

★パンダ星 そら

★ウォッシュバーンさんがいえからでない

13のりゆう 中川 ひろたか

★いっぽんのせんとマヌエル ピクニックのひ

マリア・ホセ・フェラーダ

★ちいさなタグボートのバラード

ヨシフ・ブロツキー

★天邪鬼な皇子と唐の黒猫 渡辺 仙州

ほか

お問合せ先：図書館織田分館（３６－２２８８）



日 月 火 水 木 金 土

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

図書館休館日

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

2月9日 2月10日 2月11日 2月12日 2月13日 2月14日 2月15日
ちょっと贅沢な
味噌づくり

ズンバ講座

織10:00～ 図書館休館日 図書館休館日 セ19:00～20:00

2月16日 2月17日 2月18日 2月19日 2月20日 2月21日 2月22日

ポーセラーツ講座
塩麹としょう油麹

の使い方
ズンバ講座

図書館休館日 織19：30～21:30 織19：30～21:30 セ19:00～20:00

2月23日 2月24日 2月25日 2月26日 2月27日 2月28日 2月29日

地域づくり
セミナー

第１３回ぬくもり
コンサート

図書館休館日
織19:30～21:00

宮崎コミュニティ
センターアリーナ

開演13:00

3月1日 3月2日 3月3日 3月4日 3月5日 3月6日 3月7日
冬季スポーツフェ

スタ2020
パソコン講座
家計簿マスター

パソコン講座
家計簿マスター

パソコン講座
家計簿マスター

織田小体育館
受付9：00～

織19:00～21:00 織19:00～21:00 織19:00～21:00

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）

どよう
おはなしひろば
図書館織田分館
14:00～14:30

第１１回芸能祭
陶芸村文化交流会館

開演13:00

建国記念の日

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

振替休日天皇誕生日

※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

織田文化歴史館・図書館織田分館 ℡３６－２２８８

織田地域コミュニティ運営委員会事務局 ℡３６－１１１１


