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生涯学習センター各館で１～３月に開催予定の主な講座をご紹介します。

お住まいの地区に限らずどの講座でも受講できますので、お気軽にお申込みください。

また、こんな講座を開催してほしいというご希望などがありましたらお申し出ください。

○主な講座（１月〜３月開催予定）○

詳しい募集時期と内容は、毎月の各館のセンターだよりでお知らせします。

※講座名や開催時期などは変更になる場合があります。

越前分館

織田分館

センター

宮崎分館

センター

センター

○みそづくり講座 （１月）

○カルトナージュ講座 （２月）

○筆ペン講座 （２月）

○春の寄せ植え講座 （３月）

○ズンバ講座 （３月）

○パソコン講座（家計簿） （３月）

講座・教室のご案内

越前町文化協議会朝日支部 街角美術館

越前町生涯学習センターの玄関ホールでは、「街角美術館」と称し、越前町文化協議会朝日支

部の団体が月替わりで作品を展示しています。センターへお越しの際は、ぜひご覧ください。

１１月展示風景（フォート・アサヒ）
※毎月第１水曜日が切替日となります。

都合により、変更する場合があります。

１２月 ”ぬう”の会

２月 紫水会

３月 絵手紙

１月 書岳会



アーティシャルフラワーを使ったアレンジメントで新年を迎えませんか。

アーティシャルフラワーは、本物のお花のような魅力を持ち、長く楽しめる耐久性が魅力です。

今回のお正月飾りは、洋風にも和風にもアレンジでき、壁掛けとして年中飾っても素敵です。

土台も華やかで、金色・白色があり、お花や資材を自由に組み合わせてオリジナルのアレンジメ

ントが楽しめます。

【講 師】 フラワーリバティ 上木 美枝 氏

【日 時】 １２月１７日（金） 午後７時～９時

【場 所】 織田コミュニティセンター

【受講費】 ２，０００円（材料代として）

【定 員】 １５名程度

【申込先】 生涯学習センター織田分館 ＴＥＬ３６－７７１２

【締 切】 １２月１５日（水）

作品イメージ

縦：約４５ｃｍ×横：約４５ｃｍ

新年に向けて縁起物の門松を作ります。手作りの門松で福を呼び込みましょう！

【日 時】 １２月１８日（土） 午後１時～３時

【会 場】 宮崎コミュニティセンター アリーナ

【講 師】 小林 鈴子 氏

【定 員】 １５名程度

【受講費】 ２，５００円程度（材料代として）

※使用する材料によって変わります。

【持ち物】 移植ごて・ゴム手袋 等

【申込先】 生涯学習センター宮崎分館 ＴＥＬ３２－７７１２

【締 切】 １２月１5日（水）

◎ご家庭にある植木鉢を使用したい人はお持ちください。

講座・教室のご案内 越前町生涯学習センター TEL ３４－２０００

※新型コロナウイルス感染症の影響により、行事等の全部または一部を中止や変更する場合があります。

☆☆☆マスクの着用や手指の消毒などの感染症対策の徹底をお願いします☆☆☆



日時：11月13日（日） 
　　　 午後１時開演 

雑誌名

ｈａｒｕｍｉ ＰＨＰ 婦人公論 プレジデントファミリー

文芸春秋 ゆうゆう

ダ・ヴィンチ 中央公論 図書館雑誌 Number

日経マネー ニュートン Newton non・no

クロワッサン 芸術新潮 子どもの科学 サライ

週刊新潮 趣味の園芸 すてきにハンドメイド 住まいの設計

an・an 安心 URALA OCEANS

オレンジページ きょうの料理 クーヨン 暮らしの手帖

町立図書館からのお知らせ

スマートフォンやタブレットを持ったばかりで使い方が分からない人におすすめの講座です。

基本的な操作方法の他、ＬＩＮＥやアプリについても先生がていねいに教えてくださいます。

お持ちのスマホやタブレットをお持ちください。

【日 時】 １２月２０日（月）、２１日（火）、２２日（水） 午後１時３０分～３時３０分

【会 場】 越前町生涯学習センター ２階 パソコン室

【内 容】 基本的な使い方、ＬＩＮＥ、アプリについて

【講 師】 松下 恵子 氏（パソコンインストラクター）

【定 員】 ８名（３日とも受講できる人）

【受講料】 無 料

【持ち物】 スマートフォン・タブレット

・アプリのダウンロードに必要なＩＤ・パスワードをあらかじめ確認してからご来場ください。

・Ｗｉ－ｆｉ環境は準備しますが通信料がかかる場合があります。ご了承の上ご受講ください。

・ダウンロードを希望されるアプリによっては有料の場合があります。

【無料古本市】 12月4日（土）～26日（日）

町立図書館で所蔵していた2019年4月号から2020年3月号までの雑誌を提供します。

※多くの方がご利用できるように、お一人さま1誌につき3冊までです。また、ご来館の際は、

必ずマスク着用の上、検温にご協力をお願いします。

なお、新型コロナウイルス感染状況等によっては中止になる場合があります。

展示期間＜12月1日（水）～12日（日）＞

「越前町教育長賞」「越前町図書館協議会委員長賞」「優秀賞」作品を展示します。

本の帯とは本の面白さや内容をわかりやすく伝えるものです。

読んだ本を絵や文を工夫して表現した作品をぜひご覧ください。

今回、教育長賞の作品をしおりにしました。

カウンターにありますので、読書のお供にご利用ください。

★第15回 越前町図書館本の帯コンクール 作品展示★

（しおり）



日 月 火 水 木 金 土

11月28日 11月29日 11月30日 12月1日 12月2日 12月3日 12月4日
パソコン講座
～年賀状・チラ
シづくり～

パソコン講座
～年賀状・チラ
シづくり～

パソコン講座
～年賀状・チラ
シづくり～

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

筆ペン美文字
講座

宮19：00～20：30

12月5日 12月6日 12月7日 12月8日 12月9日 12月10日 12月11日
筆ペン美文字

講座
終活セミナー

図書館休館日 織19：00～20：30 織10：00～12：00

12月12日 12月13日 12月14日 12月15日 12月16日 12月17日 12月18日
お正月飾りづくり

講座
冬の寄せ植え

講座

図書館休館日 織19：00～21：00 宮13：00～15：00

12月19日 12月20日 12月21日 12月22日 12月23日 12月24日 12月25日
はじめてのスマ
ホ・タブレット

講座

はじめてのスマ
ホ・タブレット

講座

はじめてのスマ
ホ・タブレット

講座

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

図書館休館日

12月26日 12月27日 12月28日 12月29日 12月30日 12月31日 1月1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
越前町公式ホームページ → 広報 → 生涯学習センターだより

元 日

図書館休館日 １２月２７日 ～ １月４日

生涯学習センター・糸生分館休館日 １２月２９日 ～ １月３日


