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越前町生涯学習センター天井耐震化工事を７月から行います。

そのため、生涯学習センターエントランスホール・カメリアホール（ホワイエ・多目的ホール）

の使用ができません。

また、役場新庁舎建設工事のため、通行・駐車できる箇所が制限されます。

みなさまにはご不便をおかけしますが、ご理解・ご協力をお願いします。

【工事期間】 令和元年７月～令和２年３月（予定）

なお、庁舎建設に伴う駐車場の規制は、５月連休明けより下記の図のようになります。

役場前駐車場および合同庁舎前駐車場をご利用ください。

センターからのお知らせ
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申込締切

５／２４（金）

開催日時 会場・申込先

５／２９（水）・３０（木）・３１（金）

　午後７時００分～９時00分

　　　織田コミュニティセンター　　

ＴＥＬ３６－７７１２

講座・教室のご案内

エクセルの基礎を１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、先生がていねい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。

お申込は、開催会場の織田コミュニティーセンターまでお願いします。

【講 師】 仲保 美智枝 氏（パソコンインストラクター）

【定 員】 １０名（文字入力ができる人）

【対 象】 文字入力ができる人（３日とも受講できる人）

【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。

※上記の講座は、下記の日時で宮崎コミュニティセンターでも開催します。

募集はセンターだより６月号で行います。

【日 時】 ６／１９（水）・２０（木）・２１（金）午後１時３０分～３時３０分

大流行のハーバリウム！

その魅力は、美しい花々を瓶に閉じ込めて、長く楽しめるところにあります。

すてきだけど「買うには少し高いな・・・」、作ってみたいけど「難しそ

う・・・」そんな風に思っている人も多いのではないでしょうか。

今回の講座では、作り方を先生がていねいに教えてくださいます。

ハーバリウムをお部屋に飾っておしゃれな空間を演出してみませんか。

【日 時】 ５月３１日（金） 午後７時００分～８時００分

【場 所】 生涯学習センター 2階 会議室１

【講 師】 稲葉 美智子氏（NPOジャパンハーブソサエティ上級インストラクター）

【定 員】 １０名

【参加費】 A・Bの２種類のボトルから選ぶことができます。

・Ａ（角型高さ２１．５ｃｍ）１，７００円

・Ｂ（丸型高さ１７．０ｃｍ）１，６００円

【締 切】 ５月２４日（金）

完成イメージ

Ａ（左）・Ｂ（右）



【問合せ・申込】 越前町スポーツ協会朝日支部（越前町生涯学習センター内）

ＴＥＬ：３４－８７３０（電話での申し込みはできません）

ＦＡＸ：３４－２７２０

【申込締切】 ５月１０日（金）

※競技方法の説明等は、大会当日の競技開始時に行います。なお、申込数などにより、
種別・実施方法が変更になる場合があります。

※事故発生の場合、主催者側は応急措置のみ行い、主催者の加入する傷害保険の
範囲内の対応とします。

※祝・休日も午前８時３０分から午後１０時まで申込を受付しています。

春のスポーツ大会 開催します！！
いろいろな競技を通して、楽しみながら、

体力づくり、仲間づくりをしましょう！

【日 時】 5月19日（日） 午前８時３０分～ 各会場にて開始式

【競技種目と会場】

○ソフトバレーボール Ｂ＆Ｇ体育館

○ペタンク 町営球技場多目的グラウンド ☂ 雨天時：朝日小学校体育館

○グラウンドゴルフ 町営球技場野球場（Ａ・Ｂ） ☂ 雨天時：朝日体育館

○ゲートボール 町営球技場野球場（Ｃ・Ｄ） ☂ 雨天時：すぱーく朝日

○スティックリング 常磐小学校体育館

町立図書館からのお知らせ

越前町スポーツ協会朝日支部からのお知らせ

～おはなし会～

絵本の読み聞かせと、工作やお絵描きなど

●５月１１日（土）午後２時～

母の日にちなんで、

カーネーションの花を

折り紙で作ります。

日頃の感謝をこめて、

プレゼントしてみては

いかがでしょうか。

（おはなしあい・愛）

●５月２５日（土）午後２時～

いろいろな色のガムテープと箱を使って

工作をします。自由な発想で作品を創っ

てみましょう。 （にじの会）

子ども読書週間

イベント開催中

（～5／19）

スタンプ集めて、くじにチャレンジ！！

本を借りるとスタンプ1つ。（1日1回）

3つ集めるとくじができます。

景品がなくなり次第、終了です。

テーマ本
●万葉集

5月から元号が「令和」になりました。

出典である『万葉集』を読んでみませんか。

●瀬尾まいこ特集
『そして、バトンは渡された』で本屋大賞を

受賞した瀬尾まいこ氏の著書を並べました。



日 月 火 水 木 金 土

4月28日 4月29日 4月30日 5月1日 5月2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 5月10日 5月11日

図書館休館日

5月12日 5月13日 5月14日 5月15日 5月16日 5月17日 5月18日

国際理解講演会

図書館休館日 織 14:50～15:50

5月19日 5月20日 5月21日 5月22日 5月23日 5月24日 5月25日

図書館休館日

5月26日 5月27日 5月28日 5月29日 5月30日 5月31日 6月1日

　えちぜんマリン
バコンサート

パソコン講座
Excel基礎

パソコン講座
Excel基礎

パソコン講座
Excel基礎

カ  開演13:30 図書館休館日 織 19:00～21:00 織 19:00～21:00 織 19:00～21:00

手づくりハーバ
リウム講座

セ 19:00～20:00

6月2日 6月3日 6月4日 6月5日 6月6日 6月7日 6月8日

図書館休館日

カ  開演19:00

（生涯学習センター・宮崎・越前・織田・糸生分館　講座等）

２０１９国際音楽祭
in越前町

※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

こどもの日

憲法記念日 みどりの日国民の休日即位の日退位の日昭和の日

振替休日

役場組織機構の改正により、国際交流室が生涯学習課に仲間入りしました。５月１８日（土）は、

織田コミュニティセンターにて午後２時５０分より国際理解講演会を行います。

みなさんのお越しをお待ちしています。

国際交流室からのお知らせ


