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講座・教室のご案内 越前町生涯学習センター TEL３４－２０００

ポーセラーツとは、真っ白な陶器に転写紙とよばれるシールのような

紙を貼って、手軽に世界に一つだけの作品を作ることができるハンド

クラフトです。

今回は「端午の節句」の絵柄をつけていきますが、他のお好きな絵柄

から選ぶこともできます。

初めての方でも簡単につくることができますよ。

お好みの柄を選んで、自分だけのオリジナル作品を作り、お部屋や

玄関に飾りましょう。

【日 時】 ４月２１日（火）午後７時３０分～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】 ４月１３日（月）

【参加料】 2,300円（タイル１枚ほか材料費、額代込）

※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】 生涯学習センター織田分館 TEL：３６－７７１２

＜作品イメージ＞

タイルの大きさ：15cm角 額の色：茶色（ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ）

ポーセラーツ講座は、８月に生涯学習センター、１２月に宮崎分館で予定しています。

今後センターだよりでご紹介します。

こんな柄も

選べますよ♪

生涯学習センターエントランスホールに展示しています。

子どもたちの力作をご覧ください。

新型コロナウイルス感

染防止のため、引き続き

マスク着用や手洗い・消

毒、咳エチケットへのご

協力をお願いします。

各部屋入口に注意事項

を掲示していますので、

ご協力くださいますよう

お願いいたします。

利用者のみなさんへ

中止となりました



越前町文化協議会朝日支部 生涯学習センター・糸生分館 定期利用団体の紹介

生涯学習センターでは、町文化協議会朝日支部のみなさんが定期的に自主活動しています。

活動内容に興味のある人・チャレンジしたい人は、見学してみてはいかがでしょうか？

見学のお申し込みは、生涯学習センターまでお願いします。

種別 団体名 活動内容 主な活動場所

細字教室 小筆 会議室１ 第１･３ （水） １３：００～

絵手紙 絵手紙 視聴覚室 第１･３ （木） １９：３０～

紫水会 水墨画 学習室１ 第２･４ （火） １０：００～

手芸サークル 紅花 手芸 学習室１ 毎月 １回

書彩 ペン字 会議室３ 毎週 （水） 　９：３０～

色鉛筆画教室朝日 色鉛筆画 学習室１ 第４ （土） １０：００～

書岳会 毛筆 視聴覚室 毎週 （土） 　８：３０～

琴城流大正琴「琴零会」 グループ・なでしこ会 大正琴 視聴覚室 不定期

琴城流大正琴「水仙会」 水仙グループ 大正琴 視聴覚室 第２･４ （土） １９：３０～

琴城流大正琴「福井水仙会」 みやび会 大正琴 視聴覚室 第１･３ （月） 　９：３０～

朝日二胡の会 二胡 学習室１ 第２･４ （火） １９：３０～

童謡 わらべ 童謡唱歌 多目的室 第１･３ （火） １３：００～

ＦＵＮマレッツ マリンバ 多目的室 毎週 (火) １９：００～

えちぜんマリンバ楽友会 マリンバ 多目的室 １３：３０～

まりんば みゅーじっく ぱーてぃー！ マリンバ 多目的室 毎週 （月・木・土） １５：３０～

（雅楽）越前青楽社 雅楽 和室（大） 毎週 （火） １９：３０～

フォーク DE パスタ 軽音楽 視聴覚室 毎週 （月） １９：３０～

ティアーモの会 オカリナ 学習室２ 毎週 （金） １９：００～

紫洲流福井明吟会朝日支部 詩吟 学習室１ 毎週 （金） １９：３０～

堅世流吟友会 詩吟 視聴覚室 毎週 （金） １９：３０～

吟道光世流朝日支部 詩吟 視聴覚室 毎月 ３～４回

民踊 おりづる会 民踊 学習室３ 毎週 （月） ２０：００～

民踊 カトレア 民踊 学習室３ 毎週 （火） ２０：００～

宗生流剣詩舞道会あさひ 吟舞 多目的室 毎週 （月） １９：３０～

宗生流剣詩舞道会あさひ少年 吟舞 学習室３ 毎週 （土） １９：００～

泰澄 うすずみ太鼓 太鼓 学習室２ 毎週 （月） ２０：００～

福井県 日吉太鼓 太鼓 学習室２ 毎週 （土） １９：００～

フラダンス アイアイＡＳＡＨＩ ハワイアンダンス 学習室３ 毎週 （水） １４：００～

幸若舞の里づくり会 舞 学習室２ 第４ （土） １９：００～

PEEPS キッズダンス 学習室３ 毎週 （木） １７：３０～

あさひ俳句会 俳句 学習室１ 毎月最終 （月） １３：３０～

あさひ川柳会 川柳 学習室１ 第２ （水） １９：３０～

ざ・いけの坊 睦の会（華道） 生け花 学習室１ 第1・３・4 （木） １９：３０～

手話サークル「すいせん」 手話 視聴覚室 毎週 （水） １９：００～

ヘルシーヨガ ヨガ 和室 (大) (小) 毎週 （木） １９：３０～

さざんかタイティー 太極拳 学習室３ 毎週 （水） 　９：３０～

活動日・時間

令和２年３月末日 現在　◇越前町生涯学習センター◇

教

養
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【新刊案内】
『あきない世傳金と銀 ８』 高田 郁

『ザリガニの鳴くところ』

ディーリア・オーエンズ

『十字架のカルテ』 知念 実希人

『東京、はじまる』 門井 慶喜 ほか

町立図書館からのお知らせ

【４月の特集】

★一般書 「仕事力をあげよう！」

仕事に役立つ本や仕事の取り組み方につい

て書かれている本を紹介します。

★児童書 「みんな ともだち」 ～２２日

ともだちをテーマにした本を紹介します。

★児童書 「ロングセラー絵本」 ２３日～

「ぞうくんのさんぽ」など２０年以上読み

継がれてきた絵本を紹介します。

種別 団体名 活動内容 主な活動場所

音楽   琴城流大正琴「琴零会」笑琴会 大正琴 会議室 毎週 （水） １９：３０～

  堅世流吟友会 詩吟 和室 毎週 （水） １９：３０～

  宗生流剣詩舞道会あさひ少年 吟舞 会議室 毎週 （金） ２０：００～

教養   囲碁愛好会 囲碁 和室 毎週 （土） １３：００～

令和２年３月末日 現在　

活動日・時間

◇越前町生涯学習センター糸生分館◇

芸能

朝日地区体育施設 定期利用団体の紹介

朝日地区の体育施設で、定期的に活動しているスポーツ団体です。

仲間と一緒にいい汗かきましょう！
令和２年３月末日 現在

活動内容 主な活動場所

越前水仙クラブ 卓球 朝日体育館 毎週 （月・水・金） １３：００～

朝日バドミントンクラブ バドミントン 朝日体育館 毎週 （火） ２０：００～

絆（キズナ） ソフトバレー 朝日体育館 毎週 （木） ２０：００～

MIX.Ⅱ ソフトバレー 朝日体育館 毎週 （金） ２０：００～

クイーンズ ソフトバレー 朝日体育館 毎週 （土） ２０：００～

ＡＳＡＨＩバレーボール バレーボール 朝日中学校体育館 毎週 （月・木）２０：００～

結 ソフトバレー 糸生体育館 毎週 （土） ２０：００～

真美体操 体操 糸生体育館 不定期 ２０：００～

新三 ホッケー 糸生小学校体育館 毎週 （水・金）１９：３０～

新空手道 空手 Ｂ＆Ｇ体育館 毎週 （月・金）２０：００～

光ケ丘ボンバーズ ソフトバレー Ｂ＆Ｇ体育館 毎週 （水） １９：３０～

クローバーズ ソフトバレー Ｂ＆Ｇ体育館 毎週 （木・土）１９：３０～

ＬＵＣＫＹ’Ｓ バスケットボール Ｂ＆Ｇ体育館 毎週 （日・月）　１８：３０～

（火・木）１９：３０～

（土・日）　８：３０～

シャイニングあさひ ソフトボール 町営球技場野球場 毎週 （木） ２０：００～

水曜会 グラウンドゴルフ 町営球技場 毎週 （水） 　９：００～

※活動日・時間は変更する場合があります。

団体名 活動日・時間

越前町弓道協会 弓道 朝日弓道場 毎週

図書館ご利用の皆さまには、新型コ

ロナウイルス感染防止のため、マスク

着用や手洗い・消毒、咳エチケットへ

のご協力をお願いします。

＜お願い＞



日 月 火 水 木 金 土

3月29日 3月30日 3月31日 4月1日 4月2日 4月3日 4月4日

図書館休館日

4月5日 4月6日 4月7日 4月8日 4月9日 4月10日 4月11日

図書館休館日

4月12日 4月13日 4月14日 4月15日 4月16日 4月17日 4月18日

図書館休館日

4月19日 4月20日 4月21日 4月22日 4月23日 4月24日 4月25日
 

ポーセラーツ講座

図書館休館日 織19：30～21:30

4月26日 4月27日 4月28日 4月29日 4月30日 5月1日 5月2日

図書館休館日 図書館休館日

5月3日 5月4日 5月5日 5月6日 5月7日 5月8日 5月9日

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）

憲法記念日 みどりの日 こどもの日

昭和の日

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

※問合せ先

セ ：生涯学習センター ℡３４－２０００ 宮 ：宮崎分館 ℡３２－７７１２

カ ：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


