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令和３年１２月 第３１７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

（１１月１日現在）

男 １，９５５人

女 ２，１４０人 計４，０９５人

世帯数 １，３８８世帯

～今月の紙面～

町立図書館織田分館からのお知らせ １面

織田地域コミュニティ運営委員会の活動 １面

講座・教室のご案内 ２～３面

（お正月飾り講座、寄せ植え講座、スマホ・タブレット講座、１月～３月開催予定講座）

生涯学習カレンダー ４面

図書館織田分館からこんにちは！

◆新着情報◆

一般書 児童書

●ミニシアターの六人 小野寺史宜

●親愛なるあなたへ カンザキイオリ

●母のトリセツ 黒川伊保子

●鴨川ランナー グレゴリー・ケズナジャット

●ヌルハチ 朔北の将星 小前亮

●雨上がり、君が映す空はきっと美しい

汐見 夏衛

●追い求めるのをやめてみた。 妹尾まみ

●辻調鮨科 土田康彦

●法隆寺は燃えているか 中村真弓

●御坊日々 畠中恵

●死にふさわしい罪 藤本ひとみ

ほか

★レッツキャンプ いとうみく

★富士山のむこう側 岩崎京子

★ポーチとノート こまつあやこ

★る さいとうしのぶ

★ウィンストンとクリスマスのおとしもの

アレックス・T.スミス

★夜をあるく マリー・ドルレアン

★オンボロやしきの人形たち

フランシス・ホジソン・バーネット

★飛べ！遺伝子を超えて 森川成美

★自然の一生図鑑

林良博監修,子供の科学編集部編,片神貴子訳

ほか

１１月２１日（日）午後３時から、地域づくり部会の

ふれあい事業の一環で、織田コミュニティセンター駐車

場東側入口の植栽にイルミネーションを設置しました。

午後４時３０分頃から午後９時まで点灯します。

１２月下旬には撤収予定です。

お近くにお越しの際は、ぜひお立ち寄りください。



（2）

　講座・教室のご案内 申込先 生涯学習センター織田分館 TEL36-7712

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、壁掛けとして一年中飾っても

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

【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

【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 申込先 生涯学習センター宮崎分館 TEL32-7712
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講　座　名 実施月 場　所

 みそづくり講座 １ 月  生涯学習センター越前分館

 カルトナージュ講座 ２ 月  生涯学習センター織田分館

 筆ペン講座 ２ 月  生涯学習センター

 春の寄せ植え講座 ３ 月  生涯学習センター宮崎分館

 ズンバ講座 ３ 月  生涯学習センター

 パソコン講座（家計簿） ３ 月  生涯学習センター

※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☆☆☆

講座・教室のご案内

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日間とも受講できる人）

【受講料】 無 料

【持ち物】 スマートフォン・タブレット

【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。

・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。

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。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ござい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。

講座・教室のご案内 申込先 生涯学習センター TEL34-2000
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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

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

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

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

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

パソコン講座
セ：13:30～15:30
筆ペン講座

宮：19:00～20:30
アロマワックスカップ講座

織：19:00～21:00

第３回
終活セミナー
織：10:00～12:00

冬の寄せ植え
講　　座

宮：13:00～15:00

お正月飾りづくり
講　　座

織：19:00～21:00

スマホ・タブレット
講　　座

セ：13:30～15:30

スマホ・タブレット
講　　座

セ：13:30～15:30

図書館休館日

パソコン講座
セ：13:30～15:30

筆ペン講座
織：19:00～20:30

スマホ・タブレット
講　　座

セ：13:30～15:30

パソコン講座
セ：13：30～15:30

(生涯学習センター・宮崎・越前・織田・糸生分館　講座等)

図書館休館日

図書館休館日

図書館休館日

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

※問合せ先

セ ： 生涯学習センター ℡３４－２０００ 宮 ： 宮崎分館 ℡３２－７７１２
糸：生涯学習センター 糸生分館 ℡３４－５００１ 越 ： 越前分館 ℡３７－７７１２
織図：図書館織田分館 ℡３６－２２８８ 織 ： 織田分館 ℡３６－７７１２

歴史マンガフェア

歴史マンガフェア（織図）

生涯学習センター・各分館休館日 １２月２９日 ～ １月３日

元 日

図書館休館日 １２月２７日 ～ １月４日


