
越前地区の人口（４月１日現在）
４，３７５人 （男 ２，１００人、女 ２，２７５人）

世帯数 １，６２４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

越前地域コミュニティ運営委員会

越前地域コミュニティ運営委員会

は、うるおいのある花と緑の豊か

な観光地域づくりを目指し、地域

で行われている花のまちづくりに

協力し、各地域に花の苗を配布し

ています。



～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

～ママ友倶楽部～

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

開放日は、ご相談に応じます

ベビーヨガ

親子スキンシップ

お互い癒されると同時に信頼関係が生まれ

子育てに対する自信も生まれます

日 時 ５月 ９日（木）13:30～

５月１６日（木）13:30～

５月２３日（木）13:30～

５月３０日（木）13:30～

参加費 親子１組 500円

お菓子作り

５月１５日（水）13:00～

赤ちゃんも安心して食べられる

お菓子作りです

～越前地区路線バス時刻表～

ダイヤ改正に伴い、「越前地区路線バス時刻表」の改正

版を発行いたしました。

新しい「越前地区路線バス時刻表」は、越前コミュニ

ティセンターにありますので、ご利用ください。

問合せ先 越前地域コミュニティ事務局 ☎37-7710

「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。

会場・申込先 申込締切

織田コミュニティセンター
ＴＥＬ３６－７７１２

５／２４（金）

開催日時

５／２９（水）・３０（木）・３１（金）
午後７時００分～９時００分

【講 師】 仲保 美智枝 氏（パソコンインストラクター）

【定 員】 １０名

【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。



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。

・―・―・―・―・５月開館カレンダー・―・―・―・―・
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越前町立図書館 越前分館 だより

ゴールデンウィークは図書館へ！

４月２３日から５月１２日は、『こどもの読書週間』です。

展示コ－ナ－では『親子で同じテーマの本を楽しもう♪』を特集しています。

たとえ短い時間でも構いません。図書館で、ご家庭で親子読書を楽しんでみませんか。

昔読んだ絵本を子どもに読んであげたいなど、お探しの本がありましたら、お気軽にお問い

合わせください。

★１ やさい 平山 和子

★２ ハンバーグ ハンバーグ 武田 美穂

★３ おたまじゃくしのしょうがっこう かこ さとし

★４ ほくがあかちゃんだったとき 浜田 桂子

★５ドラえもん はじめての論語 安岡 定子

ほか

●１ 藤田智の新・野菜づくり大全 藤田 智

●２『献立』と『段取り』 渡辺 有子

●３ 未来のだるまちゃんへ かこ さとし

●４ 詩集 おかあさん 全３巻 サトウ ハチロ－

●５ 論語が教える人生の知恵 佐久 協

ほか

児 童 書

親子で同じ

番号の本を

読んでみようね

越前コミュニティ

センター３階

にありますよ♪

地区公民館は、その地区の地域づくりの

拠点として位置づけられ、館長・主事が

配置されています。生きがいづくりや青

少年健全育成をとおして、地域の活性化

を目的としています。

おとなも子どもも、

区民みんなでいっしょに

活動しましょう！

一 般 書

公民館名 館　長 主　事

上　岬 桝谷　桝一 山下　昌子

宿 皆川　俊洋 清水　早苗

新　保 坂口　昌彦 小林　康子

城ヶ谷 髙松　雅人 小仲　ちづる

小　樟 鈴木　一彦 増田　清子

大　樟 畑　　優器 荒木　松美

道　口 田川　廣治 北瀨　真弓

厨 岩﨑　喜三郎 仲保　美智枝

茂　原 岩﨑　裕子 山本　加奈子

白　浜 山下　和信 山下　美鈴

高　佐 畑矢　茂光 川邉　初美

城崎南 森　　利彦 山岸　尚代



日 月 火 水 木 金 土

4月28日 29 30 5月1日 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

子ども
料理教室

越9:30～11:30

12 13 14 15 16 17 18

子ども
ペン習字教室

子ども
パソコン教室

子ども
料理教室

越9:00～10:30 越17:00～18:30 越9:30～11:30

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31 6月1日

子ども
ペン習字教室

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～

手づくりハーバリ
ウム講座

越9:00～10:30 越17:00～18:30 織19：00～21:00 織19：00～21:00 セ 19:00～20:00

パソコン講座
～Ｅｘｃｅｌ初級編～

織19：00～21:00

2 3 4 5 6 7 8

２０１９国際音楽祭
in越前町

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）

憲法記念日 みどりの日

こどもの日

昭和の日

振替休日

国民の休日新天皇即位日国民の休日

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

○ 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


