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１１月３日・４日の２日間、宮崎コミュニティセンターで宮崎地区文化祭が行われました。

文化協議会、老人クラブ、保育所、児童館、小学校、中学校、一般の皆さんより出品され

た作品はどれも力作揃いで、訪れた人の目を楽しませてくれました。舞台発表では宮崎中

学校の吹奏楽部の「ウエルカムマーチ」を皮切りに、13団体が日頃の成果を十分に発揮し、

会場は大きな拍手に包まれました。

11月18日、越前町営宮崎体育館と宮崎中学校体育館で、秋季スポレク祭2018を開催し

ました。結果は以下のとおりです。

★ヘルスバレー大会（越前町営宮崎体育館）

【優 勝】 第１ブロック 西三区・小曽原１区

【準優勝】 第３ブロック 江波１区・江波2区

【第３位】 第５ブロック 樫津区

【 〃 】 第６ブロック 八田新保区・舟場区・八田区

★フットサル大会（宮崎中学校体育館）

【優 勝】 第２ブロック 小曽原２区・小曽原３区

【準優勝】 第６ブロック 八田新保区・舟場区・八田区

【第３位】 第７ブロック 陶の谷区

【 〃 】 第４ブロック 江波３区・広野区・蚊谷寺区

八田獅子舞保存会（子ども獅子舞） 宮崎ハワイアンダンス・クワヒヴィ会 宮崎小学校４年生（宮崎音頭）

花むすびの会（着付け） 宮崎地区老人クラブ連合会 保育所・児童館



講座・教室のご案内

【日 時】 １２月１7日（月） 午前１０時～11時30分

【場 所】 宮崎コミュニティセンター アリーナ

【講 師】 小林 鈴子氏（小林農園）

【定 員】 15名

【材料費】 ２，５００円程度

【持ち物】 移殖ごて、ゴム手袋等

※家にある植木鉢を使用したい方はご持参ください。

≪お申込み・お問合せ先≫ 越前町生涯学習センター宮崎分館 電話３２－７７１２

新年に向けて縁起ものの門松を作ります。オリジナルの門松で福を呼び込みましょう！

【日 時】 １２月１８日（火） 午前１０時～１２時

【場 所】 宮崎コミュニティセンター 調理実習室

【講 師】 食生活改善推進員

【定 員】 １５名

【参加費】 無料

【持ち物】 エプロン・三角巾・手ぬぐい・米0.5合

健康チャレンジカード

お知らせ

～越前町民運動宮崎地区推進協議会～

こんなことがやってみたい、こんな講座があったらいい

な等ご意見がございましたら、気軽にお申し付けくださ

今年は手づくりはんこでオリジナルの年賀状を作ってみませんか？

旬の野菜を使った減塩料理を作ります。野菜をたくさん食べて健康を維持しましょう！

【日 時】 １２月１７日（月） 午後７時～９時

【場 所】 宮崎コミュニティセンター 創作工芸室

【講 師】 神内 八重氏（日本絵手紙協会公認講師）

【定 員】 １０名

【参加費】 ５００円

【持ち物】 鉛筆Ｂ・彫刻刀・カッターナイフ

≪メニュー≫

炊き込みご飯

車麩のピカタ

いきなり饅頭

他



　

図書館宮崎分館からお知らせ

今年も皆様のご理解とご協力により、220冊の本が集まりました。提供していただいた本は、

１1月2日～4日に無料古本市で希望された方にお渡ししました。ありがとうございました。

無料古本市を開催しました。

１２月４日～１０日の人権週間にあわせて、越前町立図書館全館で人権図書を展示します。

宮崎分館でも約30冊を展示しています。この機会に人権について考えてみませんか？

※ 展示期間 １２月２７日（木）まで

人権図書を展示します。

★また、あおうね (紙芝居) 宮﨑 二美枝 作

中国からやってきたエンボくんは休み時間は一人。言葉が通じなくても皆と仲良くなれるかな。

★ひとはみな、自由 世界人権宣言～地球上のすべてのひとのために～ 中川 ひろたか 訳

世界３０か国で同時刊行された一冊です。

冬休みの間、宮崎コミュニティセンターの空いている部屋を、子ども達の自習ルーム

として開放します。受験勉強や冬休みの宿題をする場所として、ご活用ください。

対 象 小学4年生から高校3年生までの児童・生徒

場 所 宮崎コミュニティセンター 会議室

利用期間 12月2２日（土）～１月８日（火）

利用時間 午前10時～午後5時

※事前の申込みは不要です。

※12月29日（土）～1月3日（木）は休館します。

新刊のお知らせ
【一般書】

★池上彰の「どうしてこうなった？」 池上 彰 著

★よみきかせのきほん 東京子ども図書館 編

★日本国紀 百田 尚樹 著

★フーガはユーガ 伊坂 幸太郎 著

【児童書】

★ぼくたちのプレゼントはどこ？ リチャード・スキャリー 作

★明日のランチはきみと サラ・ウィークス 著

★読書がたくましい脳をつくる 川島 隆太 著

★天皇と元号の大研究 高森 明勅 監修



日 月 火 水 木 金 土

11月25日 11月26日 11月27日 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
越前町青少年
健全育成大会

藤工芸講座 編み物教室
パステルアート

講座

セ9：30～
織19：30～21：30 織19：30～21：30 織19：30～21：30

図書館休館日

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
ヘルシースパイ
ス料理教室

藤工芸講座

宮9：00～12：00 織19：30～21：30

図書館休館日

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
冬の寄植え講座
（ミニ門松づくり）

料理教室

宮10：00～11：30 宮10:00～13：00

消しゴムはんこ
作り講座

宮19：00～21：00
図書館休館日

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

図書館休館日

12月30日 12月31日 1月1日 1月2日 1月3日 1月4日 1月5日

　　生涯学習カレンダー
　（生涯学習センター・宮崎・越前・織田・糸生分館　講座等）

天皇誕生日

元 日

年末年始休館日 12月29日～1月3日

※ 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ＨＰ →  広報 →  生涯学習センターだより

図書館休館日 12月2８日～1月４日

年末休館日

図書館休館


