
　

　

生涯学習センター宮崎分館だより

第１７５号

令和２年４月１日発行

〒916-0293 越前町江波５０－８０－１

Ｔｅｌ 0778-32-7712 Ｅ-ｍａｉｌ m-gakusyu@town.echizen.lg.jp

講座のご案内

現在、宮崎分館にある置き忘れの傘は

令和２年４月３０日を以って撤去させていただきます。

お心当たりのある方は、お早めにお持ち帰りください。

お知らせ（重要）

【講 師】 橋本 敬子 氏（ヴォーグ社認定 ポーセラーツインストラクター）

【定 員】 １５名

【受 講 料】 2，3００円（材料代）/１回当り

※額をお持ちの方は、１，３００円/１回当り

※ポーセラーツとは、porcelain=磁器とart=芸術を合わせた造語で、

真っ白な磁器に絵柄の転写紙（シール）を貼って焼き付けることで、

あなただけの食器やインテリア雑貨が手軽に作れます。

毎回大好評の「ポーセラーツ講座」。

今年度は町内３つの会場で開催を予定しています。

各回毎に作品は完成しますが、テーマは変わります。

第１回のテーマは「端午の節句」です。

第２回以降のテーマは季節に合ったものを現在企画中です

ので、楽しみにしていてください。

お１人様何回でも参加できますので、是非ご参加ください。

＜作品イメージ＞

※タイルの大きさ：15cm角

第１回

第２回

第３回

申込期間

４月１日（水）～１３日（月）

詳細は８月号掲載予定

詳細は１１月掲載予定

８月開催予定

１２月開催予定

日　時 会場・申込先

４月２１日（火）
午後７時３０分～９時３０分

織田コミュニティセンター
電話　３６－７７１２

越前町生涯学習センター
電話　３４－２０００

宮崎コミュニティセンター
電話　３２－７７１２

中止となりました



手工芸「椿の会」

　宮崎絵手紙教室

四照花短歌会

福井みやざき番傘川柳会

囲碁クラブ

はなみずき読書会

第3・4月曜 17:00～

キッズダンス 毎週火曜

吟舞宮崎第１教室

吟舞土曜教室

吟舞八田・小曽原教室

みやざき子ども吟舞教室

宮崎親子茶道教室

毎週木曜 9:00～

折り紙サークル紙ふうせん

手話サークル　一歩

大正琴水仙グループ

キッズダンス　BEE

茶道教室

折り紙 第3木曜

場 所

宮崎
コミュニティ
センター

大正琴

第3月曜 19:30～

第1・3金曜
13:30～
19:30～

絵手紙

短歌 第2土曜 10:00～

川柳 第1日曜 13:00～

第1・3月曜
19:30～（4～11月）
13:30～（12～3月）籐工芸

読書 第1金曜 10:00～

団 体 名

涼墨会

フォトみやざき

囲碁

毎週火曜 20:00～

スティックリングサークル
みどりちゃん

FCバンブーシュート

17:00～

第2・4木曜 19:00～

第2・4火曜 19:30～

草月流　山下椿萌社中

MOA光輪花クラブ

花むすびの会

生涯学習センター生花教室

着付け 第1・3火曜 19:30～

生花

毎週木曜 19:00～

９人制バレーボール 毎週水曜 20:30～

フットサル

スティックリング 第2・4火曜 13:30～

宮崎男子バレーボール

みやざきママさんバレー

ソフトバレー愛好会

第1金曜

10:00～

手話 第1・3水曜 19:30～

毎週金曜 19:30～

第2・4火曜 19:00～

ハワイアンダンス
第1・3木曜 20:00～

第2・4水曜 14:20～
宮崎ハワイアンダンス・クワヒヴィ会

17:30～

茶道

内 容 活動日・時間

水墨画 第2・4月曜 19:00～

写真

第1・3土曜 13:30～

毎週水曜 12:00～

毎週土曜 13:30～

毎週月曜 20:00～
吟舞

グラウンド等

６人制バレーボール

グラウンドゴルフ 宮崎地区グラウンドゴルフ協会

宮崎地区ペタンク協会

町営体育館

ソフトバレーボール
（シルバー）

毎週水・金曜 20:00～
中学校体育館

 単位団体ごとに活動日時は異なります。
 詳細は下記【問合せ先】まで。

ペタンク

越前花みずき 毎週火曜 19:30～

～宮崎地区ではこんな団体が活動しています～

見学も大歓迎！みなさんも４月から何か始めてみませんか？

【問合せ先】生涯学習センター宮崎分館 ℡ 32-7712



　

図書館宮崎分館からのお知らせ 図書館宮崎分館 ℡32-7713 

先日は、蔵書点検のため３日間臨時休館させていただき、ありがとうございました。

また、お客様にご利用いただきやすいよう、この機会に本の配置を少し変えさせて

いただきました。

お探しの本が見つからない等、ご不明な点があればお気軽に職員にお尋ねください。

【コミュ力UP】

春は出合いの季節。人間関係の変化や環境の変化に戸惑うことも

あるかもしれません。

そんな今だからこそ、コミュニケーション能力を高めるために

話し方や伝え方の本を読んでみませんか？

【桜】

春と言えば「桜」を連想される方も多いかと思います。

そこで、今月はもう一つのテーマとして「桜」を取り上げます。

「桜」が出てくるお話や、表紙が「桜」の素敵な本を集めましたので、

皆さんもこれらの本を読んで春を感じてみませんか？。

「なぜか印象がよくなる すごい断り方」

「大人の対応力」

「クレーム対応 最強の話しかた」

「超 雑談力」 ほか

【コミュ力UP】

「桜旅 心の歴史秘話を歩く」

「僕の未来だった君へ」

「桜の木の見える場所」

「桜ハウス」

「ベトナムの桜」 ほか

【桜】

４月テーマ本一部紹介

４月２３日（木）から５月１２日（火）の約３週間は

「こどもの読書週間」です。

本を読むことで多くの知識を得られることはもちろん、

「読解力」「集中力」「想像力」「作文力」といった

子どもたちの将来にとって、とても大切な力も身に付きます。

この機会に、お子さんと一緒に本を読んで本の楽しさを

伝えてみてはいかがですか？

りょく アップ



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

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）

こどもの日

昭和の日

※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

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

振替休日憲法記念日 みどりの日 こどもの日

昭和の日

振替休日


