
越前地区の人口（５月１日現在）
４，４９５人 （男 ２，１３８人、女 ２，３５７人）

世帯数 １，６４５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

☆料理教室（小学４年生～６年生対象・月１回） ☆パソコン教室（小学４年生～６年生・月１回）

☆ペン習字教室（保育園年中～小学生・月２回）

みんなでカップケーキ作りました。おいし

そうな2種類のケーキが出来上がりました。
まず、パソコンの始め方から学びました。

みんな真剣に取り組んでいました。

最初はひらがなから習いました。

みんな上手に書き上げました。

放課後子ども教室は、放課後や週末等

の子どもたちの安全・安心な居場所を設

け、地域の人とともに、子どもたちに学

習や様々な体験・交流活動の機会を定期

的・継続的に提供するものです。

今年度も、「料理教室」「パソコン教

室」「ペン習字教室」「青少年塾えちぜ

ん」の４つの教室を５月から２月まで開

催します。

受講生のみなさん、１年間お友達と仲

良く楽しく学んでいきましょう！



～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

問合せ先：越前地域コミュニティ事務局 ☎３７－７７１０

日 時 ７月１日（日）９：３０～１３：００（雨天中止）

会 場 越前岬水仙ランド

対 象 幼児・小学校（幼児・小学１～３年生は保護者同伴でご参加ください）

★草木染にチャレンジ！

～どんな色にそまるかなあ？～

★流しそうめん

～おなかいっぱい食べちゃおう～

★忍者かくれんぼう！

～みんなで忍者を見つけちゃおう～

～第２回 越前海岸・四季とくらしの写真コンテスト～

あなたの写真が絵はがきになります

お気に入りの写真を応募ください！！
作品募集

～ママ友倶楽部～

毎週木曜日、コミュニティセンターの一室を子育て中のお母さんに

開放しています

★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、集まる所がない時など

「ママ友倶楽部」をご利用ください

ベビーヨガ
日 時 ６月１４日（木）１３：００～１４：００

会 場 越前コミュニティセンター



火 水 木 金 土 日
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※網かけの日は休館日です。※月曜始まりの暦です。

・―・―・―・―・６月開館カレンダー・―・―・―・―・

月
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越前町立図書館 越前分館 だより

新着情報
一 般 書 児 童 書

●日の出 佐川 光晴

●ありえないほどうるさいオルゴール店

瀧羽 麻子

●隠蔽人類 鳥飼 否宇

●Ｔｅａｍ３８３ 中澤 日菜子

●三千円の使いかた 原田 ひ香

●傍流の記者 本城 雅人

●向こう側の、ヨーコ 真梨 幸子

●ウェンディのあやまち 美輪 和音

●つながりの蔵 椰月 美智子

●ゴッドファーザーの血 マリオ・ルチアーノ

ほか

★カーネーション・デイ

ジョン・デヴィット・アンダーソン

★ルルとララのアニバーサリー・サンド

あんびる やすこ

★村じゅうみんなで

ヒラリー・ロダム・クリントン

★さくらのカルテ 中澤 晶子

ほか
・－・－・－・読書離れ・－・－・－・

先日、県内公共図書館の会議に行ってきました。

そこで言われたのは、若者の読書離れです。

個人的には、鉛筆で書く音をたてるのさえはばか

られた昔に比べると、図書館を身近に利用出来るよ

うになったと思っています。

また、若いうちは、読書の機会を学校が設ける努

力がされています。大学生になれば、レポートやテ

スト、論文に向けて、それなりに本を読みます。社

会人になれば、おのずとビジネス書に手が伸びます。

そして、会社における報告書や提案書の作成に統計

調査等の雑誌等を調べざる負えません。

もし、文字を敬遠されているようであれば、せめ

て、新聞や広報などは読みませんか？家族など親し

い人に読み聞かせてもらっても構いません。声を出

すことは健康に良いそうです。

・－・－・－・－・－・－・－・－・－・―・

―・

【講 師】 仲保 美智枝 氏（パソコンインストラクター）

【定 員】 各会場 １０名（文字入力ができる人）

【参加費】 ５００円（テキスト代として）

【その他】 パソコンの持ち込みＯＫです。バージョンをお知らせください。

エクセルの基礎を一から学んでみませんか？

データの入力方法や表の作り方など、先生が丁寧に教えてくださいます。

パソコンのスキルアップのために、ぜひご参加ください。

会場・申込先 申込締切

織田コミュニティセンター
ＴＥＬ３６－７７１２

６／１１（月）

越前町生涯学習センター
ＴＥＬ３４－２０００

６／１５（金）

開催日時

６／２０（水）・２１（木）・２２（金）
午後１時３０分～３時３０分

６／１３（水）・１４（木）・１５（金）
午後７時３０分～９時３０分



日 月 火 水 木 金 土

5月27日 28 29 30 31 6月1日 2

子ども
料理教室

越9:30～11:00

3 4 5 6 7 8 9

子ども
ペン習字教室

フォトスタンド
作り講座

ハーブ寄せ植え
講　座

子ども
料理教室

越17:30～19:00 織10:00～ 宮10：00～11：30 越9:30～11:00

10 11 12 13 14 15 16

子ども
パソコン教室

パソコン講座
～Ｅｘｃｅｌ初級編～

パソコン講座
～Ｅｘｃｅｌ初級編～

パソコン講座
～Ｅｘｃｅｌ初級編～

越17:00～18:30 織19：30～21:30 織19：30～21:30 織19：30～21:30

2018国際音楽祭in
越前町

カ 開演19:00

17 18 19 20 21 22 23

子ども
ペン習字教室

パソコン講座
～Ｅｘｃｅｌ初級編～

パソコン講座
～Ｅｘｃｅｌ初級編～

パソコン講座
～Ｅｘｃｅｌ初級編～

越17:30～19:00 セ13：30～15:30 セ13：30～15:30 セ13：30～15:30

6月24日 6月25日 6月26日 6月27日 6月28日 6月29日 6月30日

子ども
パソコン教室

越17:00～18:30

セ13：30～15:00

福井ライフ・アカ
デミー共催講座

（生涯学習センター・宮崎・越前・織田・糸生分館　講座等）

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

日 時 ６月1０日（日） ９：００～
【雨天延期：６月１７日（日）】

会 場 アクティブグラウンド
問合せ先 生涯学習センター

越前分館 ℡３７－７７１２

○ 問合せ先 ○

セ：生涯学習センター ℡ ３４－２０００ 糸：糸生分館 ℡ ３４－５００１ 越：越前分館 ℡３７－７７１２

カ：カメリアホール ℡ ３４－２０００ 宮：宮崎分館 ℡ ３２－７７１２ 織：織田分館 ℡３６－７７１２


