
どうやって書こうかと悩んでいた子どもたちも先生のアドバイスで、よい発想や表現方法がひらめくなど、書き方のコツをつかんだようでした。

7月２１～２２日に「高学年の部」、７月２５

日～２６日に「中学年の部」が開かれました。

机の上に並べられたいろいろな野菜をじっくり

と観察しながらスケッチした後、絵の具でぬる

方法を先生から教わりました。

８月１・５日に「高学年の部」、８月２日・６

日に「中学年の部」が開かれました。

子どもたちは、先生のアドバイスを受け、よ

りよい発想や表現方法がひらめくなど、書き方

のコツをつかめたようでした。
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【日 時】 １０月５日（土） 午前1０時０0分～１１時３０分

【会 場】 越前町生涯学習センター ２階 会議室

【講 師】 仁愛大学 教授 森 俊之 氏（公認心理師、臨床心理士）

【受講料】 無 料 【申込先】 越前町生涯学習センター ３４－２０００

人は自分の思いを他者に認めてもらえることで、自分自身のことを好きになり、自分らしく健康に

生きることができます。

自分の子育てを振り返りながら、子どもの自尊感情を高めるために親としてできることを考えます。

おじいちゃん

おばあちゃんの

受講も大歓迎です

託児所の開設について

小さいお子様をお持ちの方にも受講いただけるよう、

未就学児対象の託児所を開きます。

※事前のお申込があった場合のみの開設です。

利用希望の方は、下記期限までにお申込ください。

申込期限 ９月３０日（月）

読書感想文教室子ども絵画教室

『子どもの思いに寄り添う』
～子どもの自尊感情を高めるために～



朝日地区総合文化祭関連のお知らせ

今年の朝日地区総合文化祭は、１１月２日（土）・３日（日）の２日間、越前町社会
福祉センターで開催します。そこで、下記内容のとおり募集を行います。

【文化祭関連のお問合せ・応募先】

朝日地区総合文化祭実行委員会事務局 (越前町生涯学習センター内)

TEL  34-2000  FAX  34-2720 ※応募用紙の請求もこちらまで

～みんなで創ろう みんなでつなぐ あさひの文化～

創作・芸能活動に励んでいるみなさん、日頃の成果を披露してみませんか。

【応募資格】 朝日地区にお住まいの人

【内 容】 作品展示…書道、絵画、写真、工芸など

芸能発表会…歌唱、演奏、ダンスなど

【応募方法】 応募用紙を事務局まで提出してください

【締 切】 ９月１３日（金）

【開催日時】 1１月３日（日）午前１０時～１２時

【会 場】 越前町社会福祉センター前

【応募方法】 応募用紙を事務局まで提出してください

【締 切】 ９月２７日（金）

１１月３日（日）、今年度も朝日婦人会がチャリティ活動の一環としてバザーを行い

ます。家の中で眠っている物などがありましたら、越前町生涯学習センターまでお持

ちください。みなさんのご協力をお願いします。

【受付期間】 １０月１日（火）～ １０月１８日（金）まで

【提 出 物】 食器類、鍋、タオル、洗剤など未使用のものをお願いします

※衣類や大きな物はご遠慮ください

【テーマ】



講座・教室のご案内

町立図書館からのお知らせ

えちぜん健康チャレンジ

対象講座

いつまでも元気で自立した生活を送るためには、足腰の健康が大事です。

加齢とともに低下していく筋肉やバランス機能を鍛えましょう。

今回の講座では、ゆったりとした音楽に合わせて「転倒予防」・「筋力低下予防」などに効果

のある体操を学びます。

自宅でも手軽にできる続けやすい体操で、元気な毎日を目指しましょう！

【日 時】 ９月３０日（月）・１０月７日（月） 午後１時３０分～２時３０分

【場 所】 生涯学習センター 1階 学習室３

【講 師】 NPO法人生涯体育学習振興機構 伊藤 紀恵氏 氏

【定 員】 １５名

【受講費】 無 料

【持ち物】 内ズック、タオル、飲み物、

健康チャレンジカード

【締 切】 ９月２７日（金）

このマークのある講座は、
「えちぜん健康チャレンジ対象講座」です。
健康チャレンジカードをお持ちください。

９月のテーマ展 「月・宇宙の本」

【今月のおはなし会】

★ ９月１４日（土） 午後２時～

おはなしあい・愛

★ ９月２８日（土） 午後２時～

にじの会

秋は月がきれいに見え、お月見を楽しむ季節です。

今年は、1969年にアポロ11号が人類史上初の有人月面着陸を成功させてから50周年の

記念の年になります。星や宇宙、ロケット開発の歴史についての本を展示・貸出しをします。

『ファーストマン ニール・アームストロングの人生 上・下』

ジェイムズ・Ｒ・ハンセン

『３つのアポロ 月面着陸を実現させた人びと』 的川 泰宣

『ＭＯＯＮ ＳＨＯＴＳ』 ピアーズ・ビゾニー

『宇宙探査ってどこまで進んでいる？』 寺薗 淳也

『地球から宇宙をめざせ！』 アレクサンドラ・ミジェリンスカ ほか

【新 着 本】

『渦』 大島 真寿美 （直木賞受賞作品）

『希望の糸』 東野 圭吾

『これは経費で落ちません！』 青木 祐子

『てんげんつう しゃばけシリーズ』 畠中 恵

『夏の騎士』 百田 尚樹 ほか



日 月 火 水 木 金 土

9月1日 9月2日 9月3日 9月4日 9月5日 9月6日 9月7日
パンチ・エクサ
サイズ講座

セ19：00～20:00

9月8日 9月9日 9月10日 9月11日 9月12日 9月13日 9月14日

9月15日 9月16日 9月17日 9月18日 9月19日 9月20日 9月21日

図書館休館日

9月22日 9月23日 9月24日 9月25日 9月26日 9月27日 9月28日

図書館休館日

9月29日 9月30日 10月1日 10月2日 10月3日 10月4日 10月5日
ロコモ予防体操

講座
ライフ・アカデ
ミー共催講座

セ13：30～14:30 セ10：00～11:30

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）

※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

敬老の日

秋分の日

図書館システム更新作業のためホームページも利用できません。図書館利用の皆様には、
ご迷惑をおかけしますが、ご理解くださいますようお願いいたします。

図書館全館臨時休館

図書館全館臨時休館

11月に開催の越前町音楽祭でボランティアスタッフとしてご協力くださる方を募集します。
【期 日】 11月2４日（日）

【時 間】 午前10時～午後４時 昼食は準備します。

【場 所】 越前陶芸村文化交流会館

【内 容】 会場準備・受付・案内など

【対 象】 高校生以上

【締 切】 10月1１日（金）

【応募先】 越前町音楽祭実行委員会事務局（生涯学習センター内）３４‐２０００


