
越前地区の人口（11月１日現在）
４，０９５人 （男 １，９９４人、女 ２，１０１人）

前月より４人減

世帯数 １，５８２世帯

編集発行 越前町生涯学習センター
越前分館

福井県丹生郡越前町道口1－24－1
TEL0778-37-7712 / FAX0778-37-1301

今月の『ギャラリーありそ』は、ロビーにほほえみ会の手芸作品と

俳句同好会の作品が、ガラスショーケースには、地区内の方の手作りマスクが

展示されます。

力作の数々を、どうぞお楽しみください！！

★ 各サークルの発表やスポーツ団体の試合の様子など、モニター放送も随時募集中です!!

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）

〇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）

〇ズンバ講座 （３月）

○パソコン講座（家計簿） （３月）

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。

≪１月〜３月開催予定の講座のご紹介 ≫

※講座名や開催時期などは変更になる場合があります。

講座・教室のお知らせ

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） 13：00～15：00

【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 ＴＥＬ：３２－７７１２

【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。

☆☆☆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☆☆☆
※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。

詳しい内容は、

毎月の「ありそ」で

お知らせします ! !



講座・教室のご案内

☆☆☆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☆☆☆
※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。

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。

【日 時】 １２月２０日（月）、２１日（火）、２２日（水）１３：00～１５：00

【会 場】 越前町生涯学習センター ２階 パソコン室

【講 師】 松下 恵子 氏（パソコンインストラクター）

【内 容】 基本的な使い方、ＬＩＮＥ、アプリについて

【定 員】 ８名（３日間受講できる人）

【受講料】 無 料

【持ち物】 スマートフォン・タブレット

【申込先】 越前町生涯学習センター

ＴＥＬ：３４－２０００

【締 切】 １２月１６日（木）

・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。

・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。

・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。

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。

【日 時】 令和３年１２月１７日（金）19：00～21：00

【場 所】 織田コミュニティセンター

【講 師】 フラワーリバティ 上木 美枝 氏

【定 員】 １５名程度

【受講費】 ２，０００円（材料代として）

【申込先】 生涯学習センター織田分館 ＴＥＬ：３６－７７１２

【締 切】 １２月１５日（水） 作品イメージ

縦：約４５ｃｍ×横：約４５ｃｍ

越前町立図書館 越前分館だより

冬休みは学習・読書に トキメこう ☆彡☆彡

12月から『冬休みだいさくせんコーナー』を設置し、宿題に役立つ本やスイーツ作りの本などを展示します。

学習スペースもありますので、調べものをしながらご利用できますよ♪

★ことばがいっぱい言葉図鑑１～１０ (ゴ)五味 太郎/監修・制作

★頭がよくなる なぞなぞチャレンジ!３６６日 (031ア)日本なぞなぞ能力検定協会/監修

★ふくいの先人たちミニ事典 (H281フ)福井県立こども歴史文化館/編集 ▲館内でご利用ください

★るるぶ地図でよくわかる世界の国大百科 (290ル)岡 陽子/編集

★中学生のための人生が変わる勉強法 (375フ)福冨 崇浩/著

★手作りで楽しむパーティブック (385タ)高野 あや/作・絵

★１０分スイーツ＆１００円ラッピング 冬 (596マ)まちやま ちほ/著

★百人一首大辞典 (911ヒ)吉海直人/監修 ▲館内でご利用ください 他にもあります。

★ 図書館へのお問い合わせは、３７－７７１３ (開館日の９時～１７時) にお願いします



～みんなでつくる地域コミュニティ～越前地域コミュニティ運営委員会

★ ご利用の際は ★

コミュニティ窓口にお声掛けいただき、検温と利用者名簿の記入、マスクの着用にご協力お願いします。

～しいたけ植菌～

原木しいたけの植菌体験です。

菌打ちした原木はそのままお持ち帰りいただけます。時間をかけてじっくりとしいたけを育ててみませんか。

【日 時】 １２月１０日（金）19：30～20：30

【会 場】 越前コミュニティセンター 地下

【指 導】 丹南農林総合事務所 木材活用課

【定 員】 20名（※好評につき1家族につき1本まで）

【参加費】 無料

【服 装】 作業の出来る服装

【申込先】 越前地域コミュニティ運営委員会（ふれあい部会）ＴＥＬ：３７－７７１0

この「倶楽部」は、コミュニティセンターの一室を子育て中のお母さんに開放するものです。

☆赤ちゃんがグズってお散歩に出掛けたいけど、お天気が悪くてダメな時

☆ママ友とおしゃべりしたいけど、お家にお邪魔するのはちょっと気を使ってしまう時

☆育児の悩みを誰かに相談したいなぁという時 ・・こんな時に、ぜひご利用ください。

～ママ友倶楽部～

29日は休館の

ため、開放も

お休みします。

※ 対象年齢 生後2ヶ月～

＊ベビーヨガ＊
スキンシップを通して信頼関係が深まります♪

日 時 12月８日（水）10:30～

講 師 古木 愛望 氏

参加費 無料

持ち物 バスタオルかひざ掛け

＊癒しのアロマバスソルト作り体験＊
お好きな香りでオリジナルバスソルトを

作ってみませんか♪

日 時 12月15日（水）10:30～

講 師 小瀧 祐子 氏

参加費 500円（材料代として）

＊ママのためのリフレッシュ講座＊
素敵な香りでゆったりリラックス♪

～アロママッサージ体験～

日 時 12月 ８日（水）13:30～

講 師 小瀧 祐子 氏

参加費 無料

定 員 先着５組【要予約】

日頃の疲れもすっきりリフレッシュ♪

～ドライヘッドスパ体験～

日 時 12月22日（水）10:30～

講 師 山田 裕美 氏

参加費 無料

定 員 先着５組【要予約】

＊ウッドバーニングワークショップ＊
木を焦がしてスプーンなどに

絵や文字を入れられます♪

日 時 12月15日（水）13:30～

講 師 古木 愛望 氏

参加費 500円（材料代として）

定 員 先着４組【要予約】

【申込・問合せ先】

越前地域コミュニティ運営委員会

（ふれあい部会） ☎３７－７７１０

１２月の開放日毎週水曜日 <開放時間>10:00～15:00



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

越前分館休館日 １２月２９日 ～ １月３日


